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2016-2017 年度
国際ロータリー会長／ ジョンＦ．ジャーム
２６９０地区ガバナー／ 庄司 尚史
■■■ 例会プログラム ■■■
例会日
卓 話 者
ニューウェルシティ出雲
18：30～
8 月 23 日
8 月 31 日
9月 8日

第 2690 地区ガバナー
庄司 尚史 様
公益財団法人 隊友会
島根県隊友会 会長
持田 佳郎 様

■■■ 出席報告 ■■■
会員数 出席者数 欠席者数
42
22
20 (5)

演 題
５RC 合同例会
ガバナー公式訪問
大社・平田ＲＣ合同例会
憲法改正論議
何故、今を考える

出席率
59.46 %

前々回補正出席率

―

%

■■■ 欠席者 ■■■
原泰／飯塚俊／石原輝／加藤昇／清原／來間／持田稔／持田祐
杉原／大谷良／三好／大島治／恒松／山口／園山
（山根／牧野／板垣／伊藤／田中久）
■■■ 来訪者 ■■■
な し
■■■ メークアップ ■■■
8/19 加藤昇（出雲南）
8/22 持田稔・加藤昇・大島卓（出雲中央）
************************************************************

■■■ 次回例会受付当番 ■■■
（9 月 8 日） 田中久雄／内田節夫／遠藤 栄
（9 月 15 日） 持田稔樹／福田磨寿穂／河原治子
■■■ 近隣クラブ例会情報 （メークアップを考えましょう） ■■■
月
火
水
木
金

出雲中央 9/26
出雲 8/23 9/20(－) 10/11(－)
10/18 10/25 11/22(－)
12/13 12/27(－) 1/3(－)
大社 8/24 8/31
(－) ； ビジター受付 なし
出雲南 8/26

松江南 8/29

URL9：00
： http：//hirata-rotary.jp/
Mail休局）
：
～ 17：00 （土・日曜・祝祭日
office@hirata rotary jp
会長／ 田中 浩史
副会長／ 佐々木 哲也
幹事／ 小汀 泰之
会 計／ 黒田 昌弘

暑い夏もそろそろ終わりを告げようとしています。今日８月２３日は二十
四節気の処暑（暑さが峠を越し後退し始める頃）とあります。
一昨日閉会式を迎えましたリオ・オリンピック２０１６では、日本は史上最
多の４１個のメダルを獲得！！連日テレビの前で感激し、鳥肌は立つわ
目頭は熱くなるわ で睡眠不足の日々が続きましたが、日本選手団の活
躍のおかげで清々しい気持ちで今日を迎えることが出来ました。
皆様 改めまして 本日は第４グループ５クラブ合同例会にご参加いた
だきありがとうございます。本年は出雲ロータリークラブより渡部孝ガバナー
補佐、福間正純グループ幹事を擁立させていただいています。皆様のご
協力に心より感謝申し上げます。本年でこの合同例会は１９回目を迎え
ますが、一番近いクラブ同志がお互いに元気なクラブであることを確認し
合う意味においても、また年に一度の懇親の場としても、今日まで続けら
れていることは、大変意義あることと考えます。
今日はのちほど庄司ガバナーの元気なクラブづくりのための一環として、
各クラブの新会員紹介コーナーを設けました。他のクラブの若い会員さん
を知っていただくと共に新会員さん達にとって良い刺激となり、それがそれぞ
れのクラブの活性化に繋がればとの思いで企画致しました。自分のクラブ
の新会員さんが登壇されましたら、是非応援し盛り上げていただきますよ
うお願い致します。
今宵ひとときが皆様にとって楽しい時間となりますことを願いまして担当
クラブの会長挨拶とさせていただきます。

第２６９０地区

ガバナー補佐

渡部 孝 様

9/12

松江しんじ湖
9/13 9/20
松江 9/14
松江東

■■■ 会長挨拶 ■■■

出雲 RC 会長

石原 一徳 様

本日の 5 クラブ合同例会には多数の皆様のご出席を頂きありがとうござ
いました。まず皆様にお礼を申し上げます。
お蔭を持ちまして、各クラブ協議会の訪問を終えることが出来ました。
本当にありがとうございました。どのクラブの会長方針も揃って、明るく楽し
いクラブ運営をしようと言うことでした。
世界的な秩序の崩壊の連鎖が起こっているとき、ロータリーも例外では
なく、2016 年規定審議会での柔軟性と言う秩序破壊が起きようとしてい
ます。しかし第 4 グループの 5 クラブは、職業奉仕を大切に、自己の向上
に依って、社会奉仕するロータリーを追求致しましょう。
本日は楽しい有意義な集いとなりますことを祈念いたしまして、私の挨
拶とさせていただきます。 有難うございます。
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第２６９０地区 ガバナー 庄司 尚史 様より メッセージ
本日は、合同例会おめでとうございます。
第４グループ５クラブの皆さまが、出雲ロータリークラブの主催のもと一同に
合同例会を開催されることは、日頃の各クラブの皆さまの熱心な活動が
あればこそとの感銘いたしております。
「地域のため 世界のため」の地区スローガンをもとに、クラブのサポートと
強化、人道的奉仕の重点化と増加、公共イメージと認識度の向上を地
区目標に掲げさせていただきました。特にこの中でも人道的観点から、ポ
リオ撲滅に協力し推進に期待したいと思います。
また、本年はロータリー財団 100 周年記念でもチャリティーイベントの開催
をお願いしているところでございます。2690 地区カバナーとしても、10 月に
開催する地区大会において 100 周年記念チャリティーゴルフ大会をおこな
います。
その地区大会ですが、10 月 28 日～30 日開催いたします。28 日はチャ
リティーゴルフ大会・29 日は地区指導者育成セミナーと RI 会長代理歓迎
晩餐会・30 日は本会議と大懇親会を企画しております。特に 30 日は自
衛隊美保基地での開催であり、日頃なかなか立ち入りできない C2 格納
庫でおこないます。また、境港らしくマグロ・カニ・白イカなど盛り沢山の料
理を準備しお待ちしております。奮ってのご参加をお願いいたします。
今後の各クラブのますますのご発展と皆様のご健勝をお祈りしております。
■■■ スマイル ■■■
田中浩・小汀
（５クラブ合同例会の開催をお喜び申し上げます。渡部ガバナー補佐様、
福間グループ幹事様、そして石原会長様、武志幹事様をはじめ出雲
RC の皆様には大変お世話になります。 よろしくお願いいたします。）
■■■ スピーチ・例会行事 ■■■

第４グループ ５ロータリークラブ合同例会
於） ニューウェルシティ出雲

