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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 

6 月23 日 会長 河原治子 一年を振り返って 18：30～ 

6 月30 日 休 会   

7 月 7 日 次年度会長 田中浩史 新年度会長方針18：30～ 

7 月14 日 
クラブ管理運営委員会 

 佐々木哲也 

クラブ協議会  

ロータリークラブ定款2016について

■■■ 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 36 9 (5)  90.00% 67.50 % 

■■■ 欠席者 ■■■  

飯塚俊／加藤喜／山口／園 

（山根／牧野／木村／板垣／大谷厚） 

■■■ 来訪者 ■■■  

な  し 

■■■ メークアップ ■■■  

6/17 大島卓（出雲南）  6/22 大島卓（大社） 
************************************************************ 

■■■ 次回例会受付当番 ■■■   

（7 月 14 日） 清水 真／來間 久／槇野良文 

（7 月 21 日） 田中久雄／三好洋平／小村益造 

■■■ 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  6/27 松江南  6/27 

火 出雲  6/28（－） 松江しんじ湖  6/28 

水 
大社 6/29（－）  7/6  7/27 

 8/3  8/10（－）  8/24  8/31 
松江  6/29 

木  松江東  6/30 

金 出雲南  6/24（－） （－）； ビジター受付 なし 

■■■  会長挨拶 ■■■   

一年のお礼  

私の最後の会長挨拶の日なった。 

PETS(ペッツ)の会長研修依頼、一年の膨大な長さと、責任を感じ、女性

として平田ロータリークラブで初めてと注目され、プレッシャーしかなかった。

折れないように頑張ろうと考えた。 

今、振り返って役に立ったかどうかと思うとお恥ずかしい限りと思う。 

RI 会長ラビンドラン氏の「世界のプレゼントになろう！」のテーマにそって、

地区ガバナー佐藤芳郎氏は国際協議会に出席され、一週間にわたる行

事へ出席された。 

地区テーマは“楽しんでロータリーを活性化しよう”と“エンジョイロータリー”

と宣言された。 

私も会長として、このエンジョイロータリーを掲げ平田ロータリークラブを元

気あるものにしようと思い、佐藤ガバナーが「あなたのカラーを出して下さ

い」との言葉をいつも胸に掲げたつもりではあった。 

結果として、カラーが出たのだろうか？何はともあれ会員の方々に大きな

協力を得たことに御礼を申し上げたい。 

理事の方々、役員の方々に手助けを沢山いただき感謝をいたし、一年を

振り返ってみたいと思う。 

 

地区ガバナーの公式訪問、2,000 回例会を迎えたこと。創立会員の方々、

初代会長、伊藤正道氏の元気闊達な姿を憶い浮かべた。 

その折に記念として、平田RCに30年以上在籍の会員10名へ記念品を

贈呈した。又 地区補助金事業として、灘分小学校へ防犯カメラの設

置。 

東京恵比寿ロータリークラブから、司葉子（女優）氏を迎えたのはひな祭り

の頃であった。ロータリーと云う共通の心を持った友でもあり、実現してよか

ったと思う。幹事、事務局も忙しく動いて下さり感謝。 

ポリオ撲滅への寄付に対して表彰を受けている。 

ポール・ハリス・フェローとして今年度は 6 名の方々の御寄付、1 名の米山

記念奨学会への寄付をいただき、ただただ献身に感謝。 

そして、クラブ管理運営委員会・奉仕プロジェクト委員会の各委員長、会

計、SAA、事務局ご苦労様でした。 

幹事、清原正幸会員へ感謝！！ 

この年寄りばあばを支えて下さり深く深くお礼を申し上げ、事務局共々御

協力ありがとう！！ 

会長期間中、色々とアドバイス、教示をいただいた諸先輩の会員の方々

にもお礼を申し上げ、次期 田中浩史会長、小汀泰之幹事、お二人のよ

き年度が始まりますよう心から念じます。 

■■■ 理事会決定事項 ■■■  

加藤喜久会員から６月３０日付けをもって退会届が提出され、受理いた

しました。 

■■■ 幹事報告 ■■■  

１．例会変更 

○ 大社RC  7/6  （水） 18：30～ 初例会 ますや旅館  

7/27 （水）  6：30～ 早朝例会 (稲佐の浜清掃奉仕) 

8/3   （水）  18：30～ 家族会 華家 

8/24 （水） → 8/23 （火） 5RC 合同例会  

ニューウェルシティ出雲 

8/31 (水) 12：30～  亀山会館 （例会場変更） 

ビジター受付11：30～12：30 事務局 

２．休  会 

   ○ 大社RC   8/10  （水）   ビジター受付  な し 

３．大社RC より創立５５周年記念誌を頂きました。 

■■■ 委員会報告 ■■■  

次年度プログラム委員会 ： 7 月8 月の例会予定の紹介 

■■■ スマイル ■■■  

河原 （会長として最後の例会となり、皆様に感謝しております。 

ダシャさんようこそ！） 

清原 （あっと言う間の１年でした。皆様のお蔭を持って無事終える事が

出来ました。本当にお世話になりありがとうございました。） 

槇野・大島治・石原輝・飯塚詔・伊藤 

 （河原会長、清原幹事１年間ご苦労様でした。ありがとうございま

した。） 

大島卓・田中久 （河原会長、清原幹事、理事・役員の皆様１年間ご苦

労さまでした。） 

 

 



 

田中浩 （河原会長、清原幹事、大谷SAA１年間ご苦労様でした。 

私も今日の日を無事迎えられるようあやかりたく・・・。） 

小汀 （河原会長、清原幹事この一年ご苦労様でした。心からご慰労申 

しあげます。次年度はよろしくご指導下さい。） 

恒松 （河原会長様、清原幹事様1 年間御苦労さまでした。 

本日はダシャさんが来訪しています。） 

加藤昇 （河原会長、清原幹事素晴らしい一年ご苦労様でした。そして、

ありがとうございました。） 

飯塚大 （河原会長、清原幹事１年間本当にお疲れ様でした。充実した

素晴らしい年度に、心より感謝いたしております。） 

内田 （河原会長様、清原幹事様、役員の皆様一年間ありがとうござい

ました。お疲れさまでした。） 

高砂 （河原会長、清原幹事そして各員、委員長の方々1 年間ご苦労

様でした。） 

遠藤 （河原、清原丸 1 年間ご苦労様でした。 田中、小汀丸の門出を

祝して！！） 

佐々木 （河原会長、清原幹事 １年間お世話になりました。 

また会員の皆さんにも社会奉仕活動にいろいろと御協力いただき、

ありがとうございました。） 

持田稔 （河原会長、1 年間ご苦労様でした。胃の調子も治った事と思い

ますので美味しい物でもゆっくり食べて下さい。  

清原幹事 1 年間ご苦労様でした。） 

杉原 （河原会長、清原幹事理事の皆様、一年間お疲れ様でした。） 

板垣 （河原会長、清原幹事 理事役員の皆様、一年間ご苦労様でした。

河原会長の最後の例会に出席できず申し訳ありません。） 

大谷良・原泰 （一年間 SAA、副 SAA としてお世話になりありがとうござい

ました。） 

■■■ スピーチ・例会行事 ■■■  

最終夜間例会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


