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 9：00 ～ 17：00  （土・日曜・祝祭日 休局） 

■■■ 例会プログラム ■■■   

例 会 日 卓 話 者 演 題 

7 月 2 日 今年度会長 河原治子  新年度会長方針18：30～ 

7 月 9 日 西郷町  山根 敏男 様 民謡と私 

7 月 16 日 各委員長 クラブ協議会 ( 行動計画発表 )

■■■ 出席報告 ■■■  

会員数 出席者数 欠席者数 出席率 前々回補正出席率

45 38 7 (3)  90.48% 
6/11  90.00 % 

6/18  90.00 % 

■■■ 欠席者 ■■■  

石原俊／小松／園山／加藤喜 （山根／牧野／木村） 

■■■ 来訪者 ■■■   

竹内（出雲南）  小林（出雲中央）  岩成（大社）  

堀江・長谷川・重栖（松江しんじ湖） 

■■■ メークアップ ■■■    

6/22 大島卓・加藤喜・加藤昇（出雲中央）  6/23 加藤喜(出雲)  
*************************************************** 

■■■ 次回例会受付当番 ■■■   

（ 7 月 16 日 ） 小松博幸／持田稔樹／持田祐輔 

（ 7 月 23 日 ） 小村益造／大島 治／大島卓爾 

■■■ 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 7/6  8/3  8/17(休) 松江南  8/3  8/17  8/31

火 
出雲 7/21(休)  8/4  8/11(休) 

12/29(休)    

松江しんじ湖  8/11  8/25 

9/1 

水 大社    7/22 松江  8/12  8/26      

木  松江東 8/13  8/27  9/24

金 
出雲南 7/17  8/7  8/14(休)  

8/21 
 

■■■ 会長挨拶 ■■■  

平田RC の今年度の会長として第一回のご挨拶をいたします。 

私はどちらかと言うと積極性に欠けています。行き届かぬこともしばしばあ

ると思いますがこの一年間頑張りますのでよろしくお願い致します。 

亡くなった夫は平田ロータリークラブの創立会員 23 名の内の一人でありま

した。この夫に負けぬよう励みます。 

平田 RC の例会に出席した数々の憶い出は沢山ありますが、会員の皆

様が最高の紳士達のお集まりだと感じていることです。 

とても誇りに思っております。 

ロータリーの目的を持った同志とも、又親しい友人とも思って心地よき会と

思いながら出席、皆勤をねらっております。(現実はなかなか無理！！) 

会長をと要請された時は逃げ出したい気持ちでした。 

この私に責任が果たせるか不安で一杯で、大いに迷いました。 

受ける以上精一杯頑張るしかありません。 

少しの緊張と、挑戦によって私自身が磨かれて行ければ倖いと考えて会

長をひき受けました。 

昨年の12月より始まった会長エレクトの研修PETS(ペッツ)で２日間のセミ

ナーを受けました。 

研修リーダーは、責務と認識クラブは品位あるものに、又出席することの

重要性など、細かく判断いたしました。 

RI会長KRラビ、ラビンドラン氏は今年度のテーマを「世界へのプレゼントに

なろう！！」と宣言されました。 

人間はいつか終がある。この限られた時の間に生まれてこの方、沢山の授

かりものをして来たはずだ。その授かりものをお返ししなくてはならない。世

界に向けてプレゼントをし、よい世界を作って行くために動き出しましょ

う・・・と。例えばポリオ撲滅の運動こそ、将来の子供達への最もよきプレゼ

ントであります。お金や物を贈ることは大切なことであるが最も大事なのは、

自らが自分の時間を使い世界を豊かにするため、ギフト（プレゼント）をす

ること！と述べられています。 

地区ガバナー佐藤芳郎氏はこのテーマを踏まえ、楽しんでロータリーを活

性化しましょう、合言葉はエンジョイロータリー！！だと仰っています。 

平田ロータリークラブ 今年度のテーマ 

１． 自ら手をさしのべる心がまえ 

２． エンジョイロータリー！！ 

この二つを実行して行きます。 

■■■ 幹事報告 ■■■   

１．ロータリーレートの変更 

  7/1 より  1 ドル 124 円 （現行 118 円） 

2．例会変更 

○出雲RC  8/ 4（火） → 8/7 （金） 5RC 合同例会 

ビジター受付  11：30～12：30 ホテル武志山荘 

○出雲南RC  7/17（金） 佐藤芳郎ガバナー公式訪問 夜の例会  

8/ 7 (金） 5RC 合同例会  

8/21 (金) 早朝例会 

ビジター受付  11：30～12：30 事務局 

○出雲中央RC  7/6 (月) 夜の例会 

               8/3 (月) → 8/7(金) 5RC 合同例会 

ビジター受付  11：30～12：30 事務局 

 ○松江RC      8/26 (水) → 8/31(月) 松江4RC 合同例会 

 ビジター受付  12：00～12：30 ホテル一畑 

○松江東RC    8/27 (木) → 8/31(月) 松江4RC 合同例会 

       ビジター受付  12：00～12：30 ホテル一畑 

○松江南RC    8/ 3 (月) 早朝例会 

8/31 (月) 松江4RC 合同夜の例会 

       ビジター受付  12：00～12：30 松江エクセルホテル東急 

   ○松江しんじ湖RC  9/1 (火) → 8/31(月) 松江4RC 合同例会 

       ビジター受付  12：00～12：30 すいてんかく 

3．休  会  

○出雲RC     7/21・8/11・12/29（火）  定款第6 条により 

○出雲南RC    8/14（金）  定款第6 条により 

○出雲中央RC  8/17（月）  定款第6 条により 

        3 クラブ とも  ビジター受付  な し 

○松江RC   8/12 (水) ビジター受付 12：00～12：30 ホテル一畑 

○松江東RC  8/13 ・ 9/24(木)          〃 

○松江南RC   8/17 (月)  

ビジター受付  12：00～12：30 松江エクセルホテル東急 

○松江しんじ湖RC  8/11・8/25 (火)   

ビジター受付  12：00～12：30 すいてんかく 

 



4. 平田ライオンズクラブ 新役員の方、ご挨拶に来訪。 

   会長 清原 恵美子 様、 幹事 山本 健志 様、 会計 西谷 啓翠 様 

5. 例年通り、7～9 月および翌年6 月を、クールビズ期間とします。  

6. RI2690 地区 庄司尚史ガバナーエレクト事務所開設のご案内 

  住  所 鳥取県境港市上道町3147  

TEL 0859-44-2690   FAX 0859-44-2650 

   E-mail   shoji-2690@tiara.ocn.ne.jp 

   開所時間 9：00～17：00 (土・日・祝日お休み) 

 

■■■ 入会式  ■■■  

大谷厚郎 会員  Ｓ 25．8．10 生   

一畑電気鉄道㈱ 代表取締役会長 

職業分類 ：  電車 

推薦者 ： 曽田敏康 ・ 大島 治  

所属委員会 ： 出席親睦委員会  

■■■ 委員会報告 ■■■   

７月の会員誕生・伴侶誕生・結婚

記念祝い 

 

 

■■■ スマイル ■■■   

河原  （大谷様ようこそ入会してくださいました。 会長として初めてのご

挨拶をさせて頂きます。一年間よろしくお願い致します。） 

清原  （新年度を迎え、河原会長を精一杯おささえします。どうか皆様

一年間、ご理解、ご協力宜しくお願いします。） 

内田・高砂・田中久・恒松・原孝・大島卓・飯塚詔・黒田・大島治・石原輝 

（河原会長、清原幹事他理事、役員の皆さん、一年間ご苦労さ

まです。よろしくお願い致します。   

大谷厚郎会員の入会をお祝いして。おめでとうございます。） 

福田・伊藤・小村・持田稔・釜屋 

    （河原会長、清原幹事のご活躍をお祈り致します。一年間よろしく

お願いします。） 

大谷厚 （本日から、当クラブに入会させていただきました。どうぞよろしくお

願い致します。） 

飯塚大 （河原治子会長年度の船出をお祝いします。清原幹事、諸事

万事よろしく。 大谷厚郎様のご入会をお祝いします。） 

槇野 （河原会長年度のスタートを祝して。  大谷厚郎氏の入会を喜

んで。  石原俊太郎氏のマーブル社長就任を祝して。） 

遠藤 （内田会長、福田幹事様、高砂ガバナー補佐、持田随行幹事様、

一年間ご苦労様でした。 河原、清原丸の船出を祝して。） 

加藤昇 （内田会長、福田幹事素晴らしい一年ありがとうございます。  

河原会長、清原幹事 素晴らしい一年をご記念します。  

高砂ガバナー補佐、持田随行幹事ご苦労様でした。  

大谷社長一緒に・・・。） 

佐々木 （河原会長、清原幹事、大谷良治 SAA、原泰久副 SAA いろ

いろお世話になります。 社会奉仕委員長自ら箸を忘れてしま

いました。会員の皆さんも引き続きマイ箸にご協力下さい。） 

田中浩 （河原会長、清原幹事本年はよろしくお願い致します。 先般の

SAA 会では來間会員には大変お世話になりました。） 

曽田 （河原会長の船出を心からお祝い申し上げます。 前年度は拙い

委員長で申し訳ありませんでした。  石原会員、山陰ケーブル

社長就任おめでとうございます。心から今後のご活躍をお祈り申

し上げます。） 

板垣 （前年度の役員の皆様、大変お疲れ様でした。 

新年度の会長、幹事、役員の皆様よろしくお願いします。） 

山口 （昨年 8 月より病気療養の為休会しておりましたが、本日より復帰

致します。今後共宜しくお願い致します。） 

原泰 （副 SAA の原です。一年間宜しくお願いします。 大谷様、入会お

めでとうございます。  

副SAA の独り言！ スマイルコメントは読みやすいきれいな字でお願い

したいなー ・・・。） 

■■■ スピーチ・例会行事 ■■■   

新年度初例会 

 

 

 


