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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 

12 月 7 日 ホテル ほり江 18：30～ 忘年例会 

12 月14 日 
料亭ひがしや 

小林敏行 様 （出雲中央ＲＣ）

医食同源 

（自分の健康は自分で守る）

12 月21 日 会員 山口 弥 会員スピーチ 

■■■ 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 37 5 (3)   94.87% － % 

■■■ 欠席者 ■■■  

 日野／板垣 （山根／牧野／遠藤）  

■■■ 来訪者 ■■■  

 本常・西本・竹内・吾郷・塩野・石田・浅津・山田（出雲南） 

 岸・中村（出雲中央） 中澤・楠・野津（松江南） 

 堀江・山本・永瀬・中田・溝本・本田（松江しんじ湖） 

■■■ メークアップ ■■■  な し 
 ************************************************************ 

■■■ 次回例会受付当番 ■■■  

（12 月 21 日） 土江光二／飯塚詔夫／飯塚俊之 

（ 1 月 11 日） 板垣文江／石原俊太郎／石原輝男 

■■■ 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  12/18  12/25(－)  

1/22 

松江南  12/18  12/25  

1/1(－)  1/8(－)  1/29 

火 
出雲  12/12  12/26(－)  

1/2(－)  

松江しんじ湖  12/12  12/26 

1/2  1/9  1/30 

水 
大社  12/13  12/27(－)  

1/3(－)   
松江  12/20  12/27  1/3 

木 (－) ； ビジター受付 なし 
松江東  12/21  12/28(－) 

1/4(－)  

金 出雲南    

■■■ 会長挨拶 ■■■   

先週の例会は､クラブの 古参会員である田中久雄会員から､およそ 30

～45 年前の創立初期昭和時代の平田ロータリークラブの様子をお話しいた

だきました。当時の写真を振り返りながらのお話しでしたので､会員歴の長い

先輩会員さんは当時の状況を懐かしく思い出されたのではないかと思います。

また「ロータリーのこと､平田ロータリークラブのことを見つめ直そう」という今年

度のクラブスローガンにぴったりなお話しでしたので､創立15周年以降に入会

された会員の皆さんにもクラブの歴史を知っていただく良い機会になったと思

います。ありがとうございました。 

さて､今日は 2017 年師走ということで､ご家族の皆さん、そして米山記念

奨学生のダシャさんと奥さんを迎えしての忘年例会です。ご家族への感謝を

込めてという出席・親睦委員会の意向に対して多くのご家族の皆さんにもご

出席いただき､ありがとうございます。会員がロ

ータリー活動に力を注げますのは､ご家族のご

協力のおかげです。昭和時代の忘年例会の

ようにはいきませんが今宵のひとときを､ぜひ楽

しんでいただいて､親睦を深めていただきたい

と思います。  

  

■■■ 幹事報告 ■■■  

１．例会変更 

  ○松江南ＲＣ  2018．1/29（月）→ 1/30（火）松江4 クラブ合同例会 

       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  12/12（火）  忘年家族会（夜間）  

             2018．1/30（火）  松江4 クラブ合同例会 

       ビジター受付  12：00 ～ 12：30 すいてんかく 

  ○松江ＲＣ   2018．1/31（水）→ 1/30（火）松江4 クラブ合同例会 

       ビジター受付  12：00 ～ 12：30 ホテル一畑 

  ○大社ＲＣ   2018．1/10（水） 新年会 18：30 ～  ますや旅館 

       ビジター受付  11：30 ～ 12：30 事務局 

２．休  会 

  ○松江南ＲＣ  2018．1/1（月） 1/8（月） 定款により  

       ビジター受付  な  し 

  ○松江しんじ湖ＲＣ 12/26（火） 2018．1/2（火）1/9（火） 定款により 

       ビジター受付  12：00 ～ 12：30 すいてんかく 

  ○松江ＲＣ  2018．1/3（水） 定款により 

       ビジター受付  12：00 ～ 12：30 ホテル一畑 

  ○大社ＲＣ 2018．1/3（水） 定款により  

       ビジター受付  な  し 

■■■ 理事会決定事項報告 ■■■  

１．「２０１８年 青少年新春コンサート」への後援依頼の承認 

  一人一枚（1,000 円）チケット購入協力をお願い致します。 

２．来年 4 月 5 日（木）の例会を､4 月 8 日（日）5 クラブ合同植樹事業

に振替えることを決定しました。 

■■■  委員会報告 ■■■  

出席親睦委員会 ： 12 月の会員誕生・ 

伴侶誕生・結婚記念のお祝い 

■■■ スマイル ■■■   

佐々木 （忘年例会に多くの皆さんにご出席いただきありがとうございます。

楽しんで下さい。） 

曽田 （早いものであと少しで平成29年も暮れようとしております。今年1年

間の皆様に感謝をして、ありがとうございます。） 

小汀 （忘年会、大いに楽しみましょう！） 

伊藤 （孫の大橋健典が日本プロボクシング フェザー級のチャンピョンになり

ました。） 

河原 （ダシャさんご夫妻 ようこそ！） 

槇野 （伊藤会員のお孫さんが全日本プロボクシング フェザー級のチャンピョ

ンとなられました。心よりお祝い申し上げます。） 

飯塚大 （ご家族の皆様、忘年例会へようこそいらっしゃいました。 インドよろ

しくお願い致します。） 

恒松 （今年もダシャさんがお世話になりました。 ダシャさんご夫妻今日はよ

うこそいらっしゃいました。） 

田中浩 （佐々木会長、曽田幹事 前半ご苦労様でした。後半ガンバッテ下

さい。） 

 

 

 



■■■ スピーチ・例会行事 ■■■   

忘 年 例 会       於）ホテルほり江 

 終止和やかな雰囲気にて、忘年例会が行われました。その雰囲気を

写真でご覧下さい。 

 

在籍１０年 表彰 

 福田磨寿穂 会員 

 

 

 

 

 

 

 

 


