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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 7 日 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 

7 月21 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

44 3１ 13 (5)  79.49% 90.00 % 

■■■ 欠席者 ■■■  

飯塚俊／大谷良／持田稔／清水／園／杉原／山口／園山  

（山根／牧野／木村／板垣／大谷厚） 

■■■ 来訪者 ■■■   

浅津・布野・高橋・井上・儀満・水谷・小川 （出雲南） 

堀江・吉村 （松江しんじ湖） 

■■■ メークアップ ■■■   

 6/27 大島卓 （出雲中央） 

************************************************************ 

■■■ 次回例会受付当番 ■■■   

（7 月 21 日） 田中久雄／三好洋平／小村益造 

（7 月 28 日） 園  裕／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  松江南   

火 出雲    松江しんじ湖   

水 
大社  7/27  8/3  8/10（－） 

     8/24  8/31 
松江   

木  松江東  

金 出雲南   （－）； ビジター受付 なし

■■■ 会長挨拶 ■■■   

「新年度会長方針」   田中 浩史 会長 

私は、1960 年・昭和 35 年生まれで平

田 RC では同期は飯塚大幸会員がいら

っしゃいます。 

平田保育所・平田幼稚園・平田小学

校・平田中学校・平田高校、そして業

界の大学を卒業の後、今の仕事に就き

ました。 

 ロータリークラブは 1905 年にアメリカの

シカゴでﾎﾟー ﾙハリスが創立し、日本では

1920 年に三井銀行の重役だった米山梅吉が、東京に日本で初めてのロ

ータリークラブを設立しています。チャーチル・ケネディ・マッカーサー・サッチャ

ー・松下幸之助など政界的な有名人もロータリアンで、ケンタッキーフライ

ドチキンのカーネルサンダースもロータリアンで店頭のカーネルおじさんには

ロータリーのバッジがついています。 

 さて、今年度の国際ロータリー会長はアメリカのテネシー州、チャタヌー

ガ・ロータリークラブの、ジョン・F・ジャーム氏でテーマは「人類に奉仕するロ

ータリー」。2690 地区ガバナーは境港ロータリークラブの庄司尚史氏でテ

ーマは「地域のため世界のため」。最重点目標にポリオの撲滅を挙げてい

ます。平田ロータリークラブのテーマは平易なことばで「ロータリーを楽しも

う」とさせていただきました。夜間例会で酒や料理を楽しむもよし、ゴルフ・

囲碁・卓球、森山宗育先生のお茶の会など、参加する楽しみから、気持

ちの高揚、心の安らぎ、それらからは相互の信頼も生まれます。難しいロ

ータリー哲学を語るのは決して簡単ではありませんが、まずは会員同士が

親しくなって、どこであってもやぁと言える仲間であってほしいと思います。 

■■■ 幹事報告 ■■■  

１．ロータリーレートの変更 

  7/1 より  1 ドル 1０２円 （現行 11０円） 

２．５クラブ合同例会のご案内 

   日   時   ８月２３日（火） 18：30～ 

   場   所   ニューウェルシティ出雲 ２階 牡丹の間 

   会   費   ５，０００円 

   申込締切   ８月９日（火） 

     本日はご案内のみで、次週、出欠表を回覧致します。 

３．池上 正地区ガバナーエレクト事務所開所のご案内 

   開所日    ２０１６年７月１日 

   所在地    倉敷市連島長連島133-1 ㈱ 丸文 内 

TEL 086-476-2690   FAX 086-476-2660  

E-mail：ikegami-2690@vesta.ocn.ne.jp 

   執務時間   １０時～１６時（土・日・祝日はお休み） 

４．佐藤 芳郎地区ガバナー事務所閉鎖のお知らせ 

  ６月末日をもって閉鎖 

  ７月１日から８月３１日まで直前地区ガバナー事務所として執務 

５．平田ライオンズクラブ 新役員の方、ご挨拶に来訪。 

  会長 岡  幸雄 様、 幹事 梶谷 直子 様、 会計 中濱 賢造 様 

６．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。  

 

 

 

 



 

■■■ 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 ■■■  

田中浩・小汀 （本年度何とぞよろしくお願い申し上げます。) 

佐々木 （田中浩史会長、小汀幹事１年間よろしくお願いします。） 

曽田 （田中丸の船出、心からお祝い申し上げます。） 

大島治・黒田・飯塚大・持田稔・石原俊 

    （田中会長・小汀幹事、新年度の船出を心よりお祝い致します。） 

河原 （新年度が始まりました。田中会長・小汀幹事の出発を祝して！） 

清原 （田中会長・小汀幹事、原泰久SAA、持田副SAA 本年度宜しく

お願いします。がんばって下さい。） 

大島卓 （初例会おめでとうございます。理事、役員の皆さんよろしくお願

い致します。） 

槇野 （田中年度の成功をお祈り致します。） 

原孝 （田中、小汀丸の１年間無事を祈願して。） 

加藤昇 （田中会長、小汀幹事さん素晴らしい一年を共に！） 

高砂 （田中会長・小汀幹事様、その他役員の皆様の船出をお祝いしま

す。） 

石原輝 （田中、小汀丸の門出を祝して。写真科学、醗酵科学などの話

が時々聞かれることを楽しみにしています。） 

内田 （新年度の旅立ちに際し、安全を祈ります。田中会長様、小汀幹

事様１年間お世話になります。） 

原泰 （１年間宜しくお願いします。） 

持田祐 （田中会長・小汀幹事はじめ皆様、１年間よろしくお願い致しま

す。 皆様よりのスマイル！お待ちしております。） 

河原 直前会長、清原 直前幹事様よりスマイルを頂きました。 

 

■■■ スピーチ・例会行事 ■■■  

新年度初例会 

 

 
 

 

 
 


