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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 

8 月18 日 ガバナー補佐  渡部 孝 様   

8 月23 日 ニューウェルシティ出雲 18：30～ ５RC 合同例会 

8 月31 日 
第2690 地区ガバナー  

庄司 尚史 様 

ガバナー公式訪問  

大社・平田ＲＣ合同例会 

■■■ 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

42 31 11 (4)  81.58 % 
7/28  84.62 % 

8/8   76.92 % 

■■■ 欠席者 ■■■  

黒田／堀江／杉原／土江／三好／山口／園山  

（山根／牧野／板垣／田中久）  

■■■ 来訪者 ■■■   

 ガバナー補佐 渡部 孝・グループ幹事 福間正純（出雲） 

■■■ メークアップ ■■■   

 な し 
************************************************************ 

■■■ 次回例会受付当番 ■■■   

（8 月 31 日） 清水 真／高砂明弘／恒松克己 

（9 月 8 日） 田中久雄／内田節夫／遠藤 栄 

■■■ 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  8/22  9/26 
松 江南  8/22  8/29

9/12 

火 

出雲  8/23  9/20(－)  10/11(－) 

10/18  10/25  11/22(－) 

12/13  12/27(－)  1/3(－) 

松江しんじ湖   

  9/13  9/20 

水 大社  8/24  8/31 松江  9/14 

木 (－) ； ビジター受付 なし  松江東  

金 出雲南  8/19  8/26   

■■■ 会長挨拶 ■■■   

テレビも新聞もオリンピック一色で、チャンネルを回すとすべてがオリンピッ

クか高校野球を放送している時間帯があります。 

さて先般 8 月 8 日の一畑電車「酔電」を使った、新しい試みの納涼例

会は出席親睦委員会、また大谷会員には大変にお世話になりました。私

は熱烈な鉄道マニアではないですが、乗り物好きと酒好きにはたまらない

納涼例会で、ビール 3 杯と美味しい食事で大満足の小旅行でした。願わ

くばもう少し長く乗っていたかった気持ちです。 

本日は 2690 地区第4 グループガバナー補佐がおいでになっています。

国際ロータリーの会長のジョン・F・ジャーム氏また庄司尚史2690地区ガバ

ナーの方針をお聞きします。今回のお話を聞いたうえで、31 日に大社ロー

タリークラブと合同で行われるガバナー公式訪問例会にのぞみますと、より

一層理解を深めることと思います。 

■■■ 幹事報告 ■■■  

１．出雲一畑交通㈱平田営業所様、ほり江様よりお中元をいただきまし

た。 

２．8/31（水） 庄司ガバナー公式訪問例会（亀山会館） 

出欠表回覧 （現地集合です） 

３．8/23（火） ５ＲＣ合同例会 

 平田商工会議所 １７時４５分 ご集合出発いたします。 

４．平田まつり実行委員会会長 玉木邦博様より平田まつり協賛のお礼

状を頂きました。 

５．地区大会（10/30）出席のお願い （ご思案中の方）  

 新入会員候補者の紹介  

久家 正義 様  Ｓ24．9．27 生  

㈲ 風月堂 代表取締役 

クラブ細則に従い 意義のある方は本日より７日以内に書面をもっ

てお申し出下さい。 

■■■ 委員会報告 ■■■  

８月の会員誕生・伴侶誕生・結婚記念祝い 

 

■■■ スマイル ■■■  

渡部 G 補佐・福間グループ幹事 

（本年度第４グループのガバナー補佐・グループ幹事を務めるこ

とになりました。 一年間宜しくお願い致します。） 

田中浩・小汀・大島卓・大谷厚・石原俊 

（渡部ガバナー補佐様、福間グループ幹事様、ようこそおいで下さい

ました。本日はよろしくお願い致します。) 

恒松・持田稔・佐々木・曽田 

（渡部ガバナー補佐様、福間グループ幹事様ようこそいらっしゃいま

した。1 年間ご指導よろしくお願い致します。） 

大島治・飯塚大 （渡部ガバナー補佐様、福間グループ幹事様 ようこそい

らっしゃいました。） 

原孝 （渡部 孝ガバナー補佐のご来訪を歓迎して。1 年間のご活躍を 

ご祈念します。） 

高砂 （渡部ガバナー補佐様、福間グループ幹事様 本年のご活躍、  

お祈りいたします。） 

加藤昇 （渡部ガバナー補佐、福間グループ幹事 1 年間更なる活躍を 

お祈り申し上げます。） 

 

 



■■■ スピーチ・例会行事 ■■■  

「ガバナー補佐 訪問例会」 

  第４グループ ガバナー補佐  渡部 孝 様  

 

2016～17 年度 2690 地区  庄司 尚史 ガバナー 

     地区スローガン  「地域のため 世界のため」  

 

◎地区目標 

 優先項目Ⅰ ： クラブのサポートと強化  

・目標１ ： 会員増強 （純増３％） 

・目標２ ： ＲＩ会長賞の取得 （各グループから 1 クラブ以上） 

 優先項目Ⅱ ： 人道的奉仕の重点化と増加  

・目標３ ： ポリオ撲滅に協力 

          （ポリオプラスへ寄付 ３０米ドル／人） 

・目標４ ： ロータリー財団への支援 

          （年次基金への寄付 １５０米ドル／人） 

・目標５ ： ロータリー財団への支援 

          （ロータリーカード普及率 ４０％） 

・目標６ ： 米山奨学会への支援 

          （普通寄付5,000 円／人、特別寄付10,000 円／人） 

 優先項目Ⅲ ： 公共イメージと認知度の向上  

・目標７ ： 財団100 周年記念チャリティーイベントの開催 

          （各グループから２クラブ以上） 

・目標８ ： 地区補助金の活用 （プロジェクト４０件以上） 

 

 

■■■ 渡部ガバナー補佐 クラブ協議会 ■■■    

例会に続いて、クラブ協議会が開催されました。 

平田ロータリークラブの行動計画を会長、幹事、各委員長から渡部ガバ

ナー補佐に説明しました。 

 

 

 


