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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 24 日 
第2690 地区ガバナー  

池上 正 様  18：30～ 

ガバナー公式訪問  

大社ＲＣ・平田ＲＣ合同例会 

8 月 31 日 会員増強セミナー報告 佐々木哲也 会長 

9 月 7 日 松江フォーゲルパーク  納涼例会 17:45 会議所出発 

■■■ 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 28 14 (4)   73.68% 92.31 % 

■■■ 欠席者 ■■■  

恒松／河原／飯塚俊／加藤／板垣／石原輝／杉原／大谷良 

園山／山口 （山根／牧野／田中久／遠藤）  

■■■ 来訪者 ■■■   

池上 正ガバナー・三宅典一地区庶務幹事 

■■■ メークアップ ■■■   
8/23 大島卓・加藤 (大社) 

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

■■■ 次回例会受付当番 ■■■   

（9 月 7 日） 持田稔樹／黒田昌弘／來間 久 

（9 月 14 日） 大谷良治／久家正義／槇野良文 

■■■ 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  8/28(－)  9/11 10/23(－) 松江南  8/28 9/25   

火 出雲  9/19(－)  10/10(－) 松江しんじ湖   

水 大社   松江 8/30   

木 (－) ； ビジター受付 なし 松江東 8/31  9/21(－)

金 出雲南 9/1  9/22    

■■■ 会長挨拶 ■■■   

今日の例会は、国際ロータリー2690 地区ガバナ

ー池上正様、随行幹事三宅典一様のお 2 人をお

迎えして大社・平田クラブ合同での公式訪問例会

です。大社クラブの皆さん、平田へようこそお出かけ

いただきました。大社ＲＣと平田ＲＣは、従来から

毎年のように、ガバナー公式訪問例会を合同例会

として開催しており、今年は平田での開催です。地区内66クラブの内、合同

でガバナー公式訪問例会をおこなっているのは大社と平田だけのようです。 

今年度のイアン・ライズリーＲＩ会長が地球の持続可能性を念頭に提唱さ

れた植樹については、先の５クラブ合同例会で小川美樹会長から発表いた

だいたように、５クラブ合同で植樹事業が決まっています。有意義な事業に

なるよう、翌年 4 月 8 日の実施に向けて計画を進めており、大社ＲＣの皆さ

んともご一緒に事業を行えますことを非常に楽しみにしております。 

池上ガバナーは 7 月 1 日のご就任以来、予定通り順調に公式訪問をお

こなっておられ、昨日までに 23 クラブの訪問を終えられています。例会に先

立っておこなわれた会長幹事懇談会では、クラブの活動計画をお話しさせて

いただき、その中

でいくつかご指

導・ご助言をいた

だきました。この

後は、ガバナーの

卓話を拝聴させ

ていただいて、ＲＩ・地区の方針を、ロータリー活動およびクラブの運営に役立

てていきたいと思います。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

■■■ バナー交換 ■■■ 

今年度「ＲＩテーマ」のバナーをいただきま

した。 

■■■ 幹事報告 ■■■   

１．5RC 合同植樹計画（仮）実行委員会開催について 

   9/8(金) 19：00～ Café ＆ Rest FAVORI(ファウ゛ォリ) 出雲市浜町 

  当クラブ 曽田幹事、社会奉仕委員会 福田副委員長 出席致します。 

２．地区大会について 

   10/22（日） 倉敷市民会館において開催 

   9/8 最終登録〆切りとなっておりますので未定の方、ご検討いただき 

是非ご出席を事務局までお知らせください。 

■■■ スマイル ■■■   

池上 正ガバナーよりスマイルを頂戴いたしました。 

全 員 （池上 正ガバナーの公式訪問を喜んで） 

■■■ スピーチ・例会行事 ■■■  

2017-2018 年度 国際ロータリーのテーマ 

 「ロータリー：変化をもたらす」 

【池上正ガバナー公式訪問、 

盛会裡に開催！】 

 大社ロータリークラブ、平田ロータリークラブ

合同例会は、昨年に続き2690地区ガバナー公式訪問を今年度は平田クラ

ブをホストとし盛会裡に開催されました。池上ガバナーの講演は誠に格調高

く、今年度のＲＩのテーマ「ロータリー：変化をもたらす」を基調に、今年度の課

題☆私たちの年度☆ロータリーの未来☆戦略計画☆ロータリー財団☆公

共イメージの向上を説かれ、またＲＩの最重要の継続活動ポリオ撲滅、そして

会員増強、特に女性会員入会の強化と 10 年、20 年先を見据えた若い年

齢層をターゲットとした、今を見据えた力強い講演をいただきました。 

■■■ 懇親会 ■■■ 

大社ＲＣさん平田Ｒ

Ｃ大人数での“大きな

人の輪・和”ができまし

た。 

とても楽しいひとときでし

た。 

 



■■■ ガバナーとの会長幹事懇話会 ■■■ 

平田ロータリークラブの活動や、方針に関してきめ細かにご指導いただきまし

た。ガバナーの過去の経験談なども交えて、和やかなムードな懇話会でし

た。 


