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■■■  例会プログラム ■■■   

例 会 日 卓 話 者 演 題 

7 月 3 日 会長 内田 節夫  新年度会長方針 18：30～ 

7 月10 日 会員  小汀 泰之  
出雲市男女共同参画のまちづくり

に向けて 

7 月17 日 各委員長 行動計画発表  

■■■ 出席報告 ■■■  

会員数 出席者数 欠席者数 出席率 前回補正出席率

44   31 13 (4)  77.5 %  90.24 % 

■■■ 欠席者 ■■■  

加藤喜／山口／黒田／土江／小松／園山／板垣／石原俊／ 

原孝 (山根／牧野／木村／伊藤)  

■■■ 来訪者 ■■■     
西本・川上・佐藤 （出雲南）  堀江 （松江しんじ湖）  

■■■ メークアップ  ■■■   

 6/27 大島卓・加藤喜 （出雲南）  7/2 加藤昇 （大社）  
*************************************************** 

■■■ 次回例会受付当番 ■■■   

（7 月 17 日） 石原俊太郎／遠藤 栄／河原治子  

（7 月 24 日） 清原正幸／原 孝士／原 泰久  

■■■ 近隣クラブ例会情報 （メークアップを考えましょう） ■■■   

月 出雲中央  松江南   

火 出雲  松江しんじ湖  8/12  8/26 

水 大社 7/23  8/13（休）  8/20 松江   8/13  8/27 

木  松江東 7/31  8/14  8/28 

金 出雲南 7/11  

■■■ 会長挨拶 ■■■   

2014～2015 年度、平田クラブ最初の例会にあたりご挨拶申し上げます。

今年度会長を拝命されました、内田節夫です。大変弱輩者ですが、この

一年よろしくお願いします。 

 歴史と伝統あるわがクラブの重責を担うことになり、心は大きく揺れ動い

ておりますが、自らの試練の時ととらえ、責務に精励してまいる所存であり

ます。私がクラブに入会のお許しをいただいたのは、今から 20 年前，ちょう

どクラブの創立20周年のときでした。それから20年の歳月は早いものであ

りました。 

 そして、この 20 年は私にとり大切な人生の形成期でしたが、会員の皆

様から多くの「人として」を学ぶことができ、感謝の念でいっぱいです。 

前年度は、飯塚会長のもと、40 周年記念が挙行され、燦然と輝く歴

史が刻まれました。素晴らしい記念の足跡は、長く歴史とともに生きてゆく

でしょう。 

 さて、今年度のＲＩ会長ゲイリーＣ．Ｋ．ホアン会長のテーマは「ロータリー

に輝きを」であります。ロータリアンは、様々な地域社会とのつながりを大

切に、多くのプログラムに参加し、ロータリーの喜びを。そして、クラブをより

強力なものとして、地域社会でロータリーの存在感を高めることとしていま

す。私たち第 2690 地区の松本ガバナーは、ＲＩ会長方針を基に、地区へ

のメッセージを「笑顔でＳＥＲＶＩＣＥ」としています。 

 今年度平田クラブのテーマは「心を一つに」とします。 

 

クラブの栄光と歴史を引き継いだ、41 年目の新しい出発の時、共に前進

しようと思います。クラブの課題は、前年に継続し会員増強を最重要目標

とし、ＲＩからの 10 項目の重点目標に取り組んでゆく所存であります。 

 理事・役員、委員会、会員の力、心を一つに組織を結集し、クラブの発

展に邁進してゆきます。 

どうか、会員の皆様の温かいご指導ご協力いただきますよう お願い申

し上げます。 

■■■ 幹事報告 ■■■  

１．平田ライオンズクラブ 新役員の方、ご挨拶に来訪。 

  会長 角 健次 様、 幹事 清原恵美子 様、 会計 梶谷直子 様 

２．松本祐二ガバナー事務所 開所  7/1 より 

(益田市元町 益田商工会議所 １Ｆ) 

３．森本信一ガバナー事務所 ６月末をもって閉鎖 

    ８月末まで直前ガバナー事務所として執務 

４．森本直前ガバナーより、地区運営ご支援に対する御礼状をいただき

ました。 

■■■ 理事会決定報告 ■■■   

１．平田まつり協賛金および一畑薬師マラソン協賛金を、例年通り拠出

することに決定。 

２．盆・年末年始の休会の扱いについて 

昨年同様、年末年始の休みを「一般に認められた祝日」に該当す

る休会とし、1 年に取りやめることができる 4 回とは別扱いとするとす

ることを決定致しました。 

３．夜間例会開催時の自己負担金について、例年通り１回あたり 2,000

円の自己負担を決定  

４．米山記念奨学会 今年度の寄付金額について。  

昨年同様、半期1,000円ずつ、年間2,000円を、7月と1月の会費

徴収時に負担いただき、クラブ予算からの 3,000 円とあわせて年間

5,000 円の普通寄付とすることを決定。 

５．クールビズ期間 7～9 月 翌年6 月 

 

 

 



■■■ 委員会報告 ■■■  

出席・親睦委員会 ： 7 月の会員

誕生・伴侶誕生・結婚記念 祝 

飯塚大幸直前会長 ： 明日、災

害義援金を贈るため、陸前高田

ロータリークラブを訪問します。 

■■■ スマイル ■■■  

内田 （新しい年度が始まりました。この一年どうかよろしくお願いします。） 

福田 （2014～１５年度幹事をおおせつかりました。一年間会員の皆様の

ご支援、ご協力をお願い致します。) 

飯塚大・加藤昇・小村・石原輝 

（内田会長・福田幹事、本年度スタート、内田丸のご出航おめでと

うございます。） 

槇野・田中久・園  

（高砂ガバナー補佐のご活躍と内田年度の成功をお祈りします。) 

大島卓 (内田会長他役員の皆さん、本年もよろしくお願いします。 

飯塚直前会長、明日は陸前高田市までご苦労さまです。) 

遠藤 （飯塚会長、佐々木幹事様ご苦労さまでした。 

内田・福田丸の出航を祝して。） 

佐々木 （内田会長、福田幹事の船出を祝して。 

高砂ガバナー補佐、持田グループ幹事、さっそく明日からクラブ

訪問とのこと、ご活躍をお祈りしております。）  

河原 （前会長 飯塚様、幹事 佐々木様 一年間ご苦労様でした。 

今年度会長内田様、幹事福田様を祝して。） 

清原 （内田会長、福田磨寿穂幹事、一年間宜しくお願いします。) 

黒田 （これから「カンパイ」がなくなりホッとしています。 

飯塚前会長、佐々木幹事、この一年間ご苦労様でした。 

内田会長、福田幹事、一年間よろしく。 本日欠席します。） 

高砂 （内田会長、福田幹事他役員の皆様、一年間のご活躍お祈りし

ます。グループ幹事持田会員共々一年間よろしくお願いします。 

明日からクラブ協議会が始まります。） 

持田稔 （内田新会長、福田新幹事様、一年間宜しくお願いします。） 

飯塚詔 （飯塚会長、佐々木幹事様ご苦労さまでした。 

内田新会長、福田新幹事様の船出を祝って。 

高砂ガバナー補佐一年間ガンバって下さい。） 

大島治 （内田会長、福田幹事、高砂ガバナー補佐、持田グループ幹事

のスタートを祝して。） 

來間  （本年度ＳＡＡ よろしくお願いします。沢山のスマイルよろしくお願

いします。） 

飯塚 直前会長、佐々木 直前幹事様よりスマイルを頂きました。 

 

山根章一会員 より お 礼  

（先般5 月8 日の母カツの葬儀に際しましては、飯塚会長様初め会員

の皆様方にはご多忙の中ご会葬賜り、又ご丁重な御香資を頂き誠にあ

りがとうございました。） 

 

■■■ スピーチ・例会行事 ■■■  

新年度初例会 （夜間例会）  

 

 

 

 

 

 


