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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 6 日 会長 佐々木哲也 18:30～ 新年度会長方針 

7 月 13 日 各委員長 クラブ協議会 行動計画発表 

7 月 20 日  休  会  

7 月 27 日 前年度会計 今年度会計 前年度決算 今年度予算 

■■■ 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 32 10 (3)  82.05 % 
6/15  74.36 %  

6/22  89.47 % 

■■■ 欠席者 ■■■  

原泰／大谷良／板垣／高砂／三好／飯塚詔／園山 

（山根／牧野／遠藤）  

■■■ 来訪者 ■■■   

 な し 

■■■ メークアップ ■■■  

 6/23 大島卓（出雲南）  6/26 大島卓（出雲中央） 
************************************************************ 

■■■ 次回例会受付当番 ■■■   

（7 月 27 日） 田中久雄／飯塚大幸／飯塚詔夫 

（8 月 2 日） 山口 弥／飯塚俊之／石原俊太郎 

■■■ 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  7/31 松江南 7/17(－) 8/14 8/28 

火 出雲  7/18(－) 8/2 8/15(－)  松江しんじ湖   

水 大社  7/26 松江 8/16 8/30  

木 (－) ； ビジター受付 なし 
松江東 8/10(－) 8/31 

 9/21(－)  

金 出雲南  7/21  

■■■ 会長挨拶 ■■■   

「新年度会長方針」       佐々木 哲也 会長 

いよいよ新年度が始まりま

した。 梅雨の最中に発生

した台風3 号の余波で、島

根県西部・広島県北部・九

州北部で大雨による大きな

被害が発生しています。被

害の全容はまだ判明していませんが、特に九州北部ではかなり大きな被害

も出ており、非常に心配されるところです。 

イアン・ライズリーＲＩ会長のテーマは「ロータリー ： 変化をもたらす」です。

“「ロータリーとは何ですか」という問いに、私たちは「ロータリー：変化をもたら

す」というテーマで答えます”と述べられており、ロータリークラブとは、奉仕を通

じて 世界に 地域社会に 人々の人生に「変化をもたらす」団体ですという

深い意味が込められていると思います。 

池上正ガバナーの地区スローガンは「Take Action」です。“ACTION なき

VISION は夢に過ぎない。ＲＩ会長のテーマ・ビジョンを元に計画し実践しまし

ょう”と述べられました。 

平田クラブの今年度スローガンは、「ロータリーを見つめ直そう」としました。

来年の 45 周年、その先の 50 周年を前に、ロータリーおよび平田ロータリーク

ラブを見つめ直す１年にしたいと思います。ＲＩは各クラブにいわゆる戦略計画

委員会の設置を勧めています。戦略計画委員会とは、会長・幹事・次年度

会長・次々年度会長・パスト会長などで構成され、ロータリーの単年度制で

は解消できない問題点に対して、中長期のビジョンに基づいて、複数年度に

向けたクラブ方針や目標に対応できる組織です。当クラブでも設置を考える

時期ですが、組織を作れば良いというものではありません。設置した組織が

機能するためには、クラブが抱える諸問題を会員共通の認識とすることが先

決です。当クラブが抱える問題を認識し合う意見交換例会を、今年度に数

回開催し、戦略計画委員会を設置する環境を整えていきたいと思います。 

また当クラブを見つめ直す一環として委員会業務を一部見直します。ロータ

リー地域雑誌「ロータリーの友」の紹介は前年度までクラブ広報委員会の担

当でした。ロータリーの友は会員に向けたロータリー情報が満載された雑誌

です。ロータリーを深く理解するという視点にたち、会員へのロータリー情報提

供に役立てていただくよう今年度から情報委員会での担当とし、委員会名も

情報・雑誌委員会との名称に改称します。 

一方、クラブ広報委員会は、クラブ細則改正手続きでクラブ広報・公共イメ

ージ委員会と名をあらためました。週報・広報誌（季節のたより）発刊・ホー

ムページという業務のほか、い

ずれはロータリーの公共イメー

ジ向上に向けた新たな視点で

の活動への発展も期待したい

と思います。 

会員の皆さん、１年間どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

■■■ 幹事報告 ■■■   

１．ロータリーレートの変更 

  7/1 より  1 ドル 1１１円 （現行 11０円） 

２．例会変更 

○ 出雲ＲＣ      8/2（火）   ５クラブ合同例会  

      ビジター受付  11：30 ～ 12：30 ホテル武志山荘 

○ 松江ＲＣ     8/30（水）→8/29（火） 松江4ＲＣ合同例会 

      ビジター受付  12：00 ～ 12：30  Ｈ 一畑 

○ 松江東ＲＣ    8/31（木）  

      ビジター受付  12：00 ～ 12：30  Ｈ 一畑 

○ 松江南ＲＣ    8/28（月）→8/29（火） 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 

３．休   会 

○ 出雲ＲＣ  7/18・8/15（火） 定款により  ビジター受付  な し 

○ 松江ＲＣ      8/16（水）   定款により 

        ビジター受付  12：00 ～ 12：30  Ｈ 一畑 

○ 松江東ＲＣ    8/10・9/21（木）     ビジター受付  な し 

○ 松江南ＲＣ    7/17・8/14（月） 

      ビジター受付 8/14 12：00～12：30 松江エクセルホテル東急 

４．末長範彦地区ガバナーエレクト事務所開設のご案内 

    開所日   ２０１７年７月１日 

    所在地   岡山市北区富田町2-9-8  

TEL 086-222-2690   FAX 086-222-2691  

E-mai l： ｏｆｆｉｃｅ@ｒｉｄ2690.jp 

 



５．庄司尚史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 

６．平田ライオンズクラブ新役員の方ご挨拶に来訪 

 会長 山本 健志 様、 幹事 西谷 啓翠 様、 会計 伊藤 広司 様 

７．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。  

８．5ＲＣ合同例会出欠について    8/2（水） 18；30 ～ 島根ワイナリー 

■■■ 理事会決定報告 ■■■   

１．平田まつり協賛金（20,000 円）および一畑薬師マラソン広告料（37,800 

円）を例年通り拠出することに決定。 

２．夜間例会開催時の自己負担金について 

例年通り出席者より 2,000 円の自己負担を決定  

３．例会無断欠席者負担金、従来通り 1,500 円徴収を決定。 

■■■ 前年度理事会決定報告 ■■■  

小村益造会員より退会届が提出され受理致しました。 

■■■ 委員会報告 ■■■   

１．ロータリー財団委員会： ポールハリス・フェローへの協力者のご紹介 

 ご寄付をいただき、ありがとうございました。 

飯塚大幸会員（2） 

石原俊太郎会員 

杉原朋之 〃 

持田稔樹 〃 

小汀泰之 〃 

田中浩史 〃 

 

２．出席・親睦委員会 ：  

7 月の会員誕生・ 

伴侶誕生・結婚記念祝い 

 

■■■ スマイル ■■■   

佐々木 （,新たな１年が始まります。理事・役員の皆様、会員の皆様よろし

くお願い致します。） 

曽 田 （2017-2018 佐々木会長年度がスタートしました。幹事として一生

懸命頑張りますのでよろしくお願い致します。） 

大島卓 （初例会おめでとうございます。山口会員も本日より出席、これもお

めでとうございます。佐々木会長、曽田幹事１年間ご苦労さまです。

よろしくお願い致します。） 

伊藤・田中久・槇野 （佐々木会長年度の門出をお祝いして。） 

高砂・内田・清原 （佐々木会長、曽田幹事他役員の皆様の門出を祝って。

1 年間よろしくお願い致します。） 

黒田・大島治・飯塚大・持田稔 

（佐々木会長、曽田幹事の新年のスタートを祝して。） 

恒松 （佐々木会長様、ご指導宜しくお願い致します。） 

石原輝 （前田中会長、小汀幹事１年間ご苦労様でした。新年度佐々木

会長、曽田幹事の船出を祝して。） 

 

 

大谷厚 （６月最終例会を欠席して大変失礼致しました。田中前会長様 

前役員の皆様お疲れ様でした。お世話になりました。そして佐々木

新会長様はじめ役員の皆様１年間お世話になります。ご活躍をご

期待申し上げます。） 

加藤昇 （田中会長、小汀幹事さん素晴らしい一年をありがとうございます

佐々木会長、曽田幹事さん良き一年をお祈り致します。） 

田中浩 （佐々木会長、曽田幹事 新しい年度が始まりました。よろしくお願

い致します。） 

釜屋 （佐々木会長、曽田幹事様よろしくお願いします。） 

石原俊 （佐々木会長、曽田幹事の新年度を祝して。私も会員増強、頑張

ります。） 

日野 （佐々木会長様、曽田幹事様はじめ役員の皆様、今年一年よろしく

お願い致します。） 

■■■ スピーチ・例会行事 ■■■  

新年度初例会 

 

 前年度田中会長の 

乾杯により、初例会の

夜の宴が始まりまし

た。 

 思いを新たに、それ

ぞれのお役目に対して、

熱く語らいながら。 

 

 

  お疲れ様でした。 

《週報への皆様のご協力よろしくお願いします。》 

    


