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■■■  例会プログラム ■■■   

例 会 日 卓 話 者 演 題 

10 月 2 日 
出雲南RC 

原田 明成 様 

ロータリーのホームクラブ以外での

活動 

10 月 9 日 
島根日日新聞社  

 堀江 亮輔 様 
地域メディアの役割 

10 月16 日 宇美神社 職場訪問例会 

■■■ 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 (5)  79.49 %  80.49 % 

■■■ 欠席者 ■■■  

黒田／飯塚大／園山／高砂／持田祐／園／小村／三好 

 (山根／牧野／木村／田中久／山口)  

■■■ 来訪者 ■■■   

 な し 

■■■ メークアップ ■■■   

 10/1 大島卓・持田稔（大社） 
*************************************************** 

■■■ 次回例会受付当番 ■■■   

（10 月 16 日） 石原俊太郎／田中浩史／恒松克己 

（10 月 23 日） 清原正幸／遠藤 栄／河原治子  

■■■ 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  10/20  10/27 

         12/22  12/29(休) 
松江南   

火 出雲  10/21  10/28  12/9 松江しんじ湖   

水 大社    松江   

木  松江東 10/23  

金 出雲南 10/3  10/24  10/31(休)   

■■■ 会長挨拶  ■■■   

１０月（神無月）に入りました。出雲大社のおめでたいご婚儀も５日に

控えています。今朝は久しぶりの雨で、爽やかな気持ちを感じました。先

月はガバナー公式訪問、大社クラブとの合同例会で終えることができまし

た。会員の皆様、ご出席誠にありがとうございました。 

そして、今月は、４日、５日第２６９０地区の地区大会が開催されます。

ロータリークラブとして重要な年間行事の一つで、地区内のより多くの会員

の参加を求めています。クラブの重要課題について話し合い、また、親睦

を深め楽しむ機会でもあります。 

また、２３日（木）例会日は、第４グループ合同例会です。５クラブの会

員が一堂に集まる、これも重要な行事であります。ホストであります私達

クラブが十分なおもてなしをし、素晴らしい合同例会になりますよう会員の

ご協力をお願いします。 

■■■ 幹事報告  ■■■   

１．例会変更 

○大社RC  10/15(水)  職場訪問例会 （乗光寺）   

10/22(水) → 10/23(木)  5RC 合同例会 

11/ 5(水) 夜間例会 18：30～ 例会場 

   ビジター受付 11：30 ～ 12：30 事務局 

 

２．休  会 

○大社RC  10/29(水)  定款により   受付  な し  

３．会費の引落し 10/8  51，000 円 （10，11，12 月分） 

４．ロータリーレート変更 10/1 より 1 ドル１０６円 （現行１０２円） 

５．10/5(日) 地区大会出席の皆様  6 時 商工会議所 集合出発です 

山口会員より内祝いを頂きました。  

クラブ細則第5 条第1 節により 11/6（木）年次総会を開催致します。 

よって第3 条第1 節により次年度役員、副会長（次々年度会長）、直前

会長を含む 8 名の理事の立候補ないし推薦のある方は本日より 7 日間 

文書でもって受付いたします。 

■■■ 理事会決定事項 ■■■  

１．周年記念設置の時計撤去、石碑の移設について  承認された。 

２．山口弥会員より病気療養のため出席規定の免除申請があり 

承認された。（２０１４．１０ ～ ２０１５．３） 

■■■ 委員会報告 ■■■  

出席親睦委員会 ： 10 月の会員誕生・伴侶誕生・結婚記念のお祝い 

 

プログラム委員会 ： 10 月の例会予定 

■■■ スマイル ■■■  

原田（出雲南）  

（本日はお邪魔します。 つたないスピーカーで失礼致します。） 

水谷（出雲南）  

（久しぶりのメーキャップです。お世話になります。出雲北陵高校

合唱部がＮＨＫ学校音楽コンクール全国大会に出場を決めて、

今月１１日ＮＨＫで 14：00 から放映されます。 駐車場のお世話

有難うございます。) 

内田 （ガバナー公式訪問、会員の皆様ご出席ありがとうございました。

出雲南クラブ水谷様、原田様ようこそ！ 原田様スピーチ楽しみ

にしています。） 

河原・持田稔 （原田様ようこそ。本日はよろしくお願いします。) 

大島卓 （水谷先生、原田社長を歓迎します。) 

槇野 （出雲南ＲＣ水谷様、原田様のご来訪を歓迎して。原田様のスピ

ーチ楽しみにしています。） 

恒松 （水谷先生、原田様ようこそいらっしゃいました。） 

佐々木 （原田明成様、本日はスピーカーとしてお出かけいただきありがと

うございます。スピーチよろしくお願いします。）  

田中浩 （原田さんようこそ。今日はお世話になります。 

今宵はいずこへ・・・！） 



小汀 （原田様ようこそいらっしゃいました。お話楽しみにしています。 

本日はよろしくお願い致します。） 

小松 （水谷様、原田様ようこそお越し下さいました。 原田様スピーチ楽

しみにしています。） 

清原 （原田様本日は宜しくお願いします。 水谷様ようこそいらっしゃい

ました。） 

石原俊 （水谷先生、原田先輩、ようこそお越し頂きました。今日はよろし

くお願いします。） 

飯塚大 （出張のため欠席します。原田明成様ようこそいらっしゃいました。 

よりによって卓話をいただく例会に欠席をし、申し訳なくまた残念でな

りません。お許しください。） 

高砂 （原田明成様ようこそいらっしゃいました。今日のスピーチを楽しみにし

ておりましたが所用のため欠席をさせて頂き申し訳ありません。 

スピーチよろしくお願い致します。 ） 

杉原 （平田高校野球部は、先日行われた秋季県大会で準優勝しまし

た。今月２４日から鳥取県で開催される中国大会に、甲子園を

かけて出場します。応援よろしくお願いします。） 

■■■ スピーチ・例会行事 ■■■  

「ロータリーのホームクラブ以外での活動」 

出雲南ＲＣ  原田 明成 様 

私が出雲南ＲＣに入会したの

は2001年、当時最年少でした。

先輩会員から言われるままに例

会に出席していましたが、正直

楽しくはありませんでした。ある日

仲間の必要性に目覚めて、会

員増強をしようということになり、

以来、現在まで多くの会員の推

薦者となっています。仲間が増え

て楽しくなり、クラブの活動以外

にも外へ出るようになりました。 

ロータリーの対外的事業として、地区大会やＩＭ（Ｉｎtercｉｔｙ Ｍｅｅｔｉｎｇ） 

のほか、出雲南ＲＣにはインターアクトクラブ（北陵高校）があり、指導者

講習会や顧問教師連絡会にも出席しました。生徒同士はもちろんですが

大人である指導者同士も親睦を深めることができました。 

また姉妹クラブとして岡山県の備前ＲＣと交流を続けており、毎年互いに

行き来し、ゴルフコンペも開催しています。優勝賞品は人間国宝である陶

芸家伊勢崎淳さんの作品が多いですが、なかなか優勝できません。 

甲子園で開催されるロータリークラブ全国野球大会にもメンバーの一員と

して毎年参加しています。球場は広く、観客席はガラガラですが、阪神タ

イガースが実際に使用しているロッカールームを使用することができます。 

そのほかＧＳＥ（ロータリー財団； 研究グループ交換プログラム）交流会で

は海外の研究グループメンバーとの親睦を図ることができましたし、日本ロ

ータリーハムクラブ（ＲＯＡＲ ＪＡＰＡＮ）も多彩なメンバーに富み、非常に

楽しい親睦組織です。 

 

 若い会員の皆さんにお願いしたいこととして、まず参加することが重要で

す。そうするとロータリーには必ず親睦が付いてきます。遠方に出かける際

にバスに乗ることは親睦を深めるチャンスです。また奥様方を仲間にし、遊

び心を持ち、いくつになっても感動する心を持つことがロータリーには大事

だと思います。 

 

 

■■■ 会長・幹事懇談会 （９／２４） ■■■  

 

 

 

 


