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■■■ 例会プログラム ■■■   

例 会 日 卓 話 者 演 題 

6 月 18 日 会 長  内田節夫 18：30～ 一年を振り返って 

6 月 25 日   休 会  

7 月 2 日 次年度会長 河原治子 18：30～ 新年度会長方針 

7 月 9 日 西郷町  山根 敏男 様 民謡と私 

■■■ 出席報告 ■■■  

会員数 出席者数 欠席者数 出席率 前々回補正出席率

44 31 13 (4)  77.50% 85.00 % 

■■■ 欠席者 ■■■  

石原俊／黒田／曽田／園山／加藤喜／小汀／加藤昇 

園／土江 （山根／牧野／木村／山口）  

■■■ 来訪者 ■■■   

 飯島（出雲） 岩成(大社) 堀江(松江しんじ湖) 

■■■ メークアップ ■■■   

6/17 大島卓・田中浩（大社）   
*************************************************** 

■■■ 次回例会受付当番 ■■■   

（ 7 月 9 日 ） 土江光二／来間 久／槇野良文 

（ 7 月 16 日 ） 小松博幸／持田稔樹／持田祐輔 

■■■ 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  6/22  6/29(休) 松江南   

火 出雲     6/23  6/30(休) 松江しんじ湖  6/23  6/30

水 大社   6/24(休)  7/1  7/22 松江   6/24      

木  松江東  6/18  6/25 

金 出雲南 6/19  6/26  

■■■ 会長挨拶 ■■■  

昨日の参院本会議で選挙権年齢が２０歳から１８歳以上に引き下げ

ることが成立しました。実に７０年ぶりの改正です。新たな有権者は２４０

万人で全有権者の２%を占めることになります。世界では、１８歳以上の

選挙権が圧倒的に多いと言われています。新しい風、若い力がこれから

の日本の政治に生かされ、民主主義の質を高める期待が寄せられます。 

今日は、年度最後のごあいさつ、一年を振り返っての総括にあたり、会

員の皆様にはじめにこの一年のクラブの運営全般にわたり温かいご支援、

ご協力に対し、心から感謝の気持ちを申し上げます。ありがとうございまし

た。また、私の力が及ばなかったこと多々あり、深くお詫びします。 

今年度の RI 会長のテーマは「ロータリーに輝きを」、第２６９０地区松本

ガバナーの地区メッセージは「笑顔で SERVICE」そして私達クラブは「心を

一つに」をテーマとしスタートしました。 

クラブの最重点項目～会員増強をはじめ、10 の重点項目など重要な

課題と向き合い、力を結集し真摯に取り組んできました。会員、役員の理

解と委員会の積極的な努力で課題の完遂はできなかったものの、一定の

成果を挙げることができました。具体的には、◎最重点項目～会員増強

（3％純増）について年度内実績は未達でしたが、次年度実績を確実な

ものとし、この強力な取り組みの結果が次年度につながると確信していま

す。曽田委員長中心にありがとうございました。◎10 の重点項目の中の 

3.未来夢計画推進 4.End Ｐｏｌｉｏ Now  5.ロータリー財団への取り組み 

7.ロータリーデーの開催と報告 8.青少年活動については確実に実績を挙

げました。ロータリー財団への取り組みは、加藤財団委員長中心に努力

していただき、5名の会員にポールハリスフェローの協力を賜り感謝します。 

 誠に素晴らしい我クラブの姿であり「心を一つに」のテーマが生かされたと

実感しております。 

 また、今年度は第２６９０地区第４グループガバナー補佐に高砂会員を

輩出した意義ある年度であり、平田クラブとしても大きな誇りであります。

ガバナー補佐の役割は、極めてハードで並大抵でなく立派に果たされた

高砂会員に敬意と感謝を表します。 

 この一年特に印象に残るのは、RI ゲイリーC.K.ホァン会長の強い要請が

あったロータリーデーの実施です。「End Ｐｏｌｉｏ Now」ロータリークラブの

最重点活動、ポリオ撲滅を実現することの重要性を地域の大衆に大きく

PR し、少しでもロータリークラブを理解していただくため、精一杯頑張りま

した。７月.１０月.２月実施しました。８月の納涼例会、翠苑を会場に食

事と花火は見事でした。９月の高砂ガバナー補佐協議会、続いての松本

ガバナー公式訪問例会（大社合同）、１０月には５クラブ合同例会を盛大

に開催しました。そしてグラントワでの地区大会、年明けの１月ガバナーと

語ろう会、第４グループ入会５年未満の会員対象に、高砂ガバナー補佐

の提案で初めての試みでした。３月はIMが浜田で開催。ロータリーデーの

実施報告が各クラブからありました。これらの活動が今蘇ります。    ま

た、来訪者のスピーチ、会員のスピーチは大変素晴らしくプログラム委員

長とSAAの呼吸もピッタリで毎週の例会が生き生きと楽しいものとなり、あ

りがとうございました。 

終わりに、至らぬ会長で終始しましたが、今年度の積み上げと組織の

力を次年度にバトンタッチできれば幸いです。 

会員の皆様、そして事務局勝部さん本当にありがとうございました。 

■■■ 高砂ガバナー補佐挨拶 ■■■  

「一年を振り返って」 

平田ロータリークラブ会員の皆様の推薦によりガバナー補佐という大役

をお受け致しましたが、無事務められるのかと大変不安な気持ちを持ちな

がらのスタートでございました。 

約1年と10ヶ月、最初の10ヶ月はガバナー補佐としての研修を受け、地

区目標に対しての方針とロータリアンとしての心がまえの勉強会でした。7

月に本年度が始まると、補佐のクラブ協議会、ガバナー公式訪問、10 月

5日の地区大会、10月23日には5 クラブ合同例会、そして3月29日に

は浜田での I M と多くの行事に参加させていただき、私のロータリー人生に

おいて最も充実した 1 年10 ヶ月となりました。 

2690 地区が掲げている最重点目標、3%の純増。 

重点目標の 10 項目の中にあるエンド・ポリオ・ナウへの参加ではポリオ撲

滅の為、ロータリーデーの開催に合わせて募金活動をし、多額の寄付を

集めていただき誠にありがとうございました。 

各クラブには 3～4 回例会訪問させていただき、クラブの事業には 1 回程

度出席させていただきました。各クラブはクラブテーマに沿って活動しておら

れ、とても良い訪問になりました。 

この1年間不徳未熟者の私でしたが、内田節夫会長様、福田麿寿穂

幹事様、大島卓爾PG 補佐様、恒松克己PG 補佐様、そして会員の皆

様のご協力により無事大役を終えることができました。 

いろいろな方々と出会い、数多くの貴重な体験をさせていただき、充実し

た 2 年間を過ごさせていただきました。 



平田クラブ会員のみな様に感謝を申し上げお礼と致します。 

2 年間誠にありがとうございました。 

■■■ 幹事報告 ■■■   

１．例会変更 

○ 大社RC  7/ 1（水） 18：30～ 初例会  会場 ますや旅館 

7/22（水）  6：30～ 稲作の浜清掃奉仕 

ビジター受付 11：:30～12：:30 事務局にて行います。 

２．松本 G より 2017-2018 年度 地区ガバナーとして池上 正氏（倉敷

南RC）の決定宣言書が届きました。 

３．岡山後楽園RCより創立25周年記念誌をいただきました。（事務局） 

■■■ 理事会決定報告 ■■■   

１．会費について 

    特別積立金1,000 円（毎月）は、今年度で終了 

    次年度から会費を月額18,000 円（現行17,000 円）とする。 

    3 ヶ月分前納54,000 円（口座引落し） 

■■■ 委員会報告 ■■■ 

次年度プログラム委員会 ： 7 月8 月の例会行事予定紹介 

■■■ スマイル ■■■   

吾郷（ひらた CATV）  

（先週はスピーチにお招きいただき大変ありがとうございました。  

お礼を頂きましたが活動に役立てて下さい。） 

内田  （今年度最後の例会です。この一年ありがとうございました。） 

福田  （会員の皆様からのご支援ご協力により今日を迎えることができま 

した。ありがとうございました。） 

高砂  （会員の皆様のお蔭で無事ガバナー補佐の大任を果たすことがで

きました。約 2 年間お世話になり心からお礼申し上げます。 

ありがとうございました。） 

持田稔 （内田会長、福田幹事一年間ご苦労さまでした。 そして高砂 G 

補佐様一年間お世話になりました。） 

河原  （内田会長一年間の長いお役目を無事に終えられ御苦労さま

でございました。  高砂ガバナー補佐御苦労様でした。） 

大島卓 （内田会長、他理事役員の皆さん一年間ご苦労さまでした。） 

田中久 （内田会長、高砂 G 補佐ご苦労さんでした。 次年度河原会 

長の活躍をご期待申し上げます。） 

伊藤  （会長さん、幹事さん一年間ご苦労様でした。） 

槇野  （内田会長、福田幹事さん一年間ご苦労様でした。大変お世

話になりました。  高砂 G 補佐、持田随行幹事様お疲れ様

でした。 お世話になり感謝致します。） 

石原輝 （内田会長、福田幹事、一年間ご苦労様でした。  

高砂 G 補佐、持田随行幹事一年間ご苦労様でした。） 

恒松  （内田会長さん、福田幹事さん、ご苦労さまでした。  高砂 G 

補佐様、持田幹事様ご活躍でした。ありがとうございました。） 

大島治 （内田会長、高砂ガバナー補佐一年間ご苦労さまでした。） 

原孝   （高砂ガバナー補佐、内田会長、福田幹事 一年間ご苦労様

でした。） 

 

 

飯塚詔  （内田会長、福田幹事様一年間ご苦労様でした。 

又高砂ガバナー補佐、グループ幹事ご苦労様でした。） 

原泰   （内田会長、外役員の皆さま一年間ご苦労様でした。） 

田中浩 （内田会長、福田幹事、來間 SAA、一年間お疲れ様でした。） 

飯塚大 （内田会長、福田幹事、一年間本当にお疲れ様でした。高砂

G 補佐、持田幹事一年間本当にお疲れさまでした。大感謝） 

佐々木 （内田会長、福田幹事、理事・役員の皆さんお疲れさまでし

た。） 

清原 （内田会長、福田幹事、本年度お疲れ様でした。 來間 SAA お

疲れ様でした。） 

來間 （一年間SAAとしてつとめさせていただき、大変ありがとうございまし

た。） 

大谷 （一年間大変お世話になりました。次年度も引き続きご指導よろ

しくお願いします。） 

■■■ スピーチ・例会行事 ■■■   

最終夜間例会 

 

 

 

 

 

 

  

 


