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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

演 題
Merry Christmas and
a Happy New Year

12 月 22 日 多久和 ミッシェル 様
休 会
12 月 29 日
休 会
１月 5 日
１月 12 日 ホテルほり江 18：30 ～
１月 19 日 会員 伊藤義徳・大島卓爾
１月 26 日 会員 飯塚詔・來間・土江

■■■ 出席報告 ■■■
会員数 出席者数 欠席者数
43

34

9 (4)

新年例会
年男の抱負
年男の抱負

出席率

前々回補正出席率

87.18 %

12/1
12/8

97.44 %
87.18 %

■■■ 欠席者 ■■■
清水・飯塚俊・土江・園山・山口 （山根／牧野／大谷厚／田中）
■■■ 来訪者 ■■■
な し
■■■ メークアップ ■■■
12/11 佐々木・曽田・原孝・高砂 (岡山)
12/13 高砂・大島卓・加藤昇（出雲） 高砂（松江しんじ湖）
12/14 高砂・福田（松江） 大島卓・黒田・加藤昇（大社)
12/15 高砂（松江東）
12/19 高砂・福田（松江南）
************************************************************

■■■
（
（
■■■

次回例会受付当番 ■■■
1 月 19 日） 清水 真／園山 繁／曽田敏康
1 月 26 日） 田中久雄／杉原朋之／高砂明弘
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 12/26

火

出雲

12/27(－)

水 大社

12/28(－)

木
金

2/20（－）
1/3(－)

(－) ； ビジター受付 なし
出雲南 12/23(－) 12/30(－)
1/20 1/27

松江南 12/26 1/2(－)
1/9(－) 1/23
松江しんじ湖 12/27 1/3
1/24
松江 12/28 1/4 1/25
松江東 12/29(－) 1/5(－)
1/26

■■■ 会長挨拶 ■■■
外は春のような陽気で、今日が 2 学期の終業式の学校が多いが、気温
は入学式のころのように感じます。私も不摂生か消毒不足で37度以上の
発熱があって少々朦朧としています。明後日はクリスマスです。これは当
然のことながらキリスト教の行事ですが、日本では国民的な行事になって
いて、テレビでは渋谷や銀座の街の賑わいが放送されています。
かと思えは、10 日もすれば正月を迎えて、一斉にお寺や神社に初詣のお
参りをします。日本では多くの宗教が混在していて調和が保たれているが、
ベルリンではクリスマスの市場にトラックが突っ込んで、すかさずＩＳが犯行
声明を出しました。日本はそれらを思うと平和で穏やかな国で、来年も平
和な国が続くよう、今年最後の例会の挨拶とします。
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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

■■■ 幹事報告 ■■■
１．例会変更
○出雲南 RC
H29．1/20(金) 夜の例会（新年会）
〃 1/27(金) 職場訪問例会
ビジター受付 11：30～12：30 事務局
○松江RC
H29．1/25(水) → 1/26(木) 4RC 合同例会
ビジター受付 12：00～12：30 ホテル一畑
○松江東 RC
H29．1/26(木) 4RC 合同例会
ビジター受付 12：00～12：30 ホテル一畑
○松江南RC
H29．1/23(月) → 1/26(木) 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 H29．1/24(火) → 1/26(木) 4RC 合同例会
ビジター受付 12：00～12：30 すいてんかく
２．休 会
○出雲南 RC
12/23(金) 祝日 12/30(金) 定款により
ビジター受付 な し
○松江 RC
H29．1/4(水) 定款により
ビジター受付 12：00～12：30 ホテル一畑
○松江東 RC
H29．1/5(木)
ビジター受付 な し
○松江南 RC
H29．1/2・9(月)
ビジター受付 な し
○松江しんじ湖 RC
H29．1/3(火) 定款により
ビジター受付 12：00～12：30 すいてんかく
３．「２０１７年 平田青少年新春コンサート」チケット配布
複数ご希望の方事務局まで
４．会費の引落

１／６

１・２・３月分（54,000 円）

５．地区ガバナーエレクト 池上 正様、地区 R 財団委員長伊藤文利様
より 12/11(日)開催の次期クラブ R 財団委員長研修会・補助金管理
セミナー出席のお礼状をいただきました。
６．出雲一畑交通㈱平田営業所様、ホテルほり江様よりお歳暮を頂きま
した。
■■■ 理事会決定報告 ■■■
平田ロータリークラブ細則の改正手続きについて
下記の日程で、改正を行う。
① H29.1/19（木） 11：40～12：10 理事会
② H29.2/2（木） 資料配付
③ H29/2/23（木） クラブ協議会

○

■■■ スマイル ■■■
田中浩・小汀・來間
（多久和ミッシェル様本日はようこそ！スピーチ楽しみにしています。）
加藤昇 （ミッシェルさんようこそ。ご主人共々お世話になっています。
娘、孫達が大変お世話になり感謝しています。）
飯塚大 （Welcome to our club Michele さん！）
石原俊 （ミッシェルさんようこそ！
お茶会・忘年会では家内がお世話になりました。 みなさん
来年もよろしくお願い致します。）
伊藤 （永らく休みましたのでスマイルします。）

■■■ スピーチ・例会行事 ■■■

「 Merry Christmas and a Happy New Year 」
多久和 ミッシェル 様
私が生まれたのは、１９７７年アメリ
カのアイオワ州で松江位の小さな人
口の町で生まれました。アイオワは１０
月ごろから４月ごろまで雪ですが、夏
は気温が４０度位になり、季節感が
大きく変わります。
アメリカではクリスマスは大変楽しみにしています。イルミネーションなどで
家の外も中も飾りムードを盛り上げます。準備も大忙しですが楽しんでい
ます。またクリスマスは家族で教会へ行き、帰ってからクリスマスのため作っ
た料理をいただきます。そして、プレゼント交換をします。
２００５年に結婚し、今は３人の母です。旦那とのめぐり合いはマラソン
です。今もマラソンを続けています。
略歴
1977 年
1995 年
1997 年
1999 年
2002 年
2003 年
2005 年
2008 年

アメリカのアイオワ州に生まれる。３人姉妹の長女
コー大学入学、日本のことと出会った。
名古屋に半年留学
卒業、島根県多伎町に中学校のＡＬＴとして従事。
剣道・マラソンも始める
松江市の小学校へ。
斐川町の中小学校へ。
結婚。
ミッシェル’s 英会話 Schooｌ に働いている。
また、国際交流関係にも活躍。

