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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28 日 
前年度会計 田中 久雄 

今年度会計 黒田 昌弘 
クラブ協議会 （決算・予算）

8 月 8 日 一畑電車 「酔電」 18:30 ～ 納涼例会 

8 月11 日 休 会 （祝日）  

8 月18 日 ガバナー補佐  渡部 孝 様  

■■■ 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

43 33 10 (4)  84.62 % 85.00 % 

■■■ 欠席者 ■■■  

飯塚俊／石原俊／石原輝／園／山口／園山  

（山根／牧野／木村／板垣） 

■■■ 来訪者 ■■■   

 森山 (出雲南) 

■■■ メークアップ ■■■   

 7/24 田中浩・佐々木・飯塚詔・加藤昇・黒田・持田祐・大島治・ 

大島卓・曽田・高砂・田中久・土江・内田・石原輝・ 

清原・福田 （献血） 

 7/27 持田稔・大島卓 （大社） 

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

■■■ 次回例会受付当番 ■■■   

（8 月 18 日） 山口 弥／佐々木哲也／園山 繁 

（8 月 23 日） 土江光二／曽田敏康／杉原朋之 

■■■ 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 8/15(－)  8/22  9/26 
松江南 8/15  8/22 

  8/29  9/12 

火 

出雲 8/16(－)  8/23  9/20(－) 

10/11(－) 10/18 10/25 11/22(－) 

12/13  12/27(－)  1/3(－) 

松江しんじ湖  8/9  

8/16  9/13  9/20

水 大社 8/3  8/10(－)  8/24  8/31 松江 8/17  9/14 

木 (－) ； ビジター受付 なし  松江東  

金 出雲南 8/12(－)  8/19  8/26   

■■■ 会長挨拶 ■■■   

戦時下のアメリカやイギリスの大使館 

 8 月の例会は、納涼例会・ガバナー補佐公式訪問・5 クラブ合同例会・

ガバナー公式訪問と続き、通常の例会に戻るのは 9 月になります。先般

の平田まつりでの「献血」では暑いさなかに、福田社会奉仕委員長をはじ

めお疲れ様でした。 

 さて、8月15日は終戦の日で、当然のことながら戦後の世代の私はその

時代は知りません。8 月15 日の終戦。8 月30 日にマッカーサーが厚木飛

行場に到着。9 月2 日には東京湾の戦艦ミズーリでの調印。アメリカ大使

館公邸における 9 月 27 日の昭和天皇とマッカーサーの会見と続く歴史の

中で、以前より不思議に思っていたことは、戦時下の東京のアメリカやイギ

リスの大使館はどうなっていたのか疑問に思っていました。なぜならば、戦

前からの番町の立派な白亜のイギリス大使館は今現在もそのまま、赤坂

溜池のアメリカ大使館も昭和 50 年ごろに建て替えられるまで残っていまし

た。いろいろ調べてみると、開戦後まもなく大使館は閉鎖され、管理は中

立国のスイスなどに委託され、ウイーン条約によって保護されているとはい

え、場合によっては敵国の大使館故に破壊されてもおかしくもない施設は、

終戦までほとんど無傷で守られていました。戦後に戻ってきた大使館職員

は、敵国といえども条約によって守られた大使館に、手を触れなかった日

本の素養の高さに驚いたようです。間もなく終戦の日をむかえますが、不

思議に思っていた戦時下の東京の大使館についてのお話です。 

■■■ 幹事報告 ■■■  

１．会費の引落  8/3  54,000 円 （7・8・9 月分） 

２．ロータリーレートの変更  8/1 より １ドル １０２円 （現行 １１０円） 

３．例会変更 

○ 松江RC      9/14(水) → 9/15 (木) 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    9/12(月)  → 9/15 (木) 松江4RC 合同例会   

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  9/13(火) → 9/15 (木) 松江４RC 合同例会  

ビジター受 付  12：00～12：30 すいてんかく 

４．休  会 

○ 松江しんじ湖RC  9/20(火)  定款第6 8 条による 

ビジター受 付  12：00～12：30 すいてんかく 

５．「クラブ米山記念奨学会委員長研修会」 

ならびに 「米山記念奨学生・米山学友親睦会」 開催のご案内 

日  時     9/11(日) 10：15～    受付 

                 10：45～12：45  委員長研修会 

                 12：45～14：45  親睦会 

会  場     米子全日空ホテル 

 当クラブより 恒松克己米山記念奨学会副委員長 

米山奨学生 ダシャさん出席 

６．地区大会出席のお願い 

   ご案内をしております 10/30(日) 開催の地区大会 

   まだご返事をされていない方、是非ご出席いただきますようお願い致

します。 

■■■ 理事会決定事項 ■■■   

園 裕 会員から退会届が提出され、承認いたしました。 

■■■ 委員会報告 ■■■   

社会奉仕委員会 ： 7／24(日) 平田まつり協賛 「献血運動」の報告 

■■■ スマイル ■■■  

森山(出雲南) （田中会長、小汀幹事、原SAA 一年間ご苦労様です。) 

田中浩 （出雲南 RC 森山宗育様、ダシャ様 平田へようこそ。先般の献

血では暑い中大変お世話になりました。) 

小汀 （森山先生、ダシャ様 ようこそいらっしゃいました。 7/24平田まつり

献血イベントご苦労様でした。私は当日別の会合の為参加できま

せんでした。 お詫び致します。） 

福田 （社会奉仕委員会の今年度 初の事業である 7/24(日)の平田ま

つり協賛の献血は会員の皆様、事務局の勝部さんのご協力により、

目的を達成することができました。有難うございました。） 

大谷厚 （次回の例会で一畑電車をご利用頂き有難うございます。 

本日は都合により早退させて頂きます。） 

 



高砂 （大社RCの主催で、昨夜2014－15年度会長・幹事OB会が日

御碕で楽しく開催され、大変に盛り上がりました。） 

 

■■■ スピーチ・例会行事 ■■■  

「クラブ協議会」     議長 田中 浩史 

２０１５～２０１６年度 決算   田中 久雄 前年度会計 

監査報告   飯塚 大幸 前年度監事 

  代 理    清原 正幸 前年度幹事 

承 認 

 

２０１６～２０１７年度 予算   黒田 昌弘 今年度会計 

承 認 

 

■■■ 平田まつり協賛 献血運動 ■■■ 

７／２４（日）    於） 平田まつり会場 

申込者 ４０名。 うち 献血者 ３６名 

 

 

 

 

 


