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2017-2018 年度
国際ロータリー会長／ イアン H.S. ライズリー 会長／ 佐々木 哲也
副会長／ 小汀 泰之
２６９０地区ガバナー／ 池上 正
幹事／ 曽田 敏康
会 計／ 高砂 明弘
■■■ 例会プログラム ■■■
例会日
卓 話 者
ホテル
ほり江
18：30～
1 月 11 日
1 月 18 日 会員 持田稔樹・曽田敏康
１月 25 日 ㈱ 山陰一畑クッキング

演 題

■■■ 幹事報告 ■■■
1．池上 正ガバナーより 2018-2019 年度ガバナーノミニー候補者として

新年例会

きくち

年男の抱負

菊池 捷男会員（岡山西ＲＣ） 1943 年 10 月 23 日生

としお

民事弁護士（弁護士法人菊池総合法律事務所 代表弁護士・所長）
の推薦がありました。
■■■ 出席報告 ■■■
当クラブより立候補若しくは推薦者がなければ信任状を提出致します。
会員数 出席者数 欠席者数 出席率 前々回補正出席率
２．例会変更
12/14 86.84 %
○ 出雲 RC 2/20(火) ロータリー創立 113 年記念例会（夜間）
44
35
9 (3)
85.37%
12/21 92.31 %
3/13(火) 3100 回記念例会（夜間）
■■■ 欠席者 ■■■
ビジター受付 11：30～12：30 ホテル武志山荘
來間／三好／堀江／大谷良／山口／園山（山根／牧野／遠藤） ３．休
会
■■■ 来訪者 ■■■
○ 出雲 RC 2/13（火） 3/20（火） 5/1（火） 定款により
12/28 ・1/4 中田・堀江・溝本・永瀬（松江しんじ湖）
ビジター受付 な し
12/28 浅井・須山・西本・布野・松本・川上・槇野・石飛・大国・田中 ４．ロータリーレートの変更 1/1 より １ドル 114 円 （現行１12 円）
本常・竹内（出雲南）
５．万田の郷・るんびにぃ苑様より 歳末募金寄付のお礼状を頂きました。
1/4 三島・山本・井上・錦織（出雲南）
６．次週 1/18(木) 5ＲＣ会長・幹事会を当クラブホストで開催致します。
■■■ メークアップ ■■■
■■■ 入会式 ■■■
な し
松浦 剛司 会員 Ｓ42．11．12 生
************************************************************
■■■ 次回例会受付当番 ■■■
ひらた CATV㈱ 常務取締役
（1 月 18 日） 日野寿明／伊藤義徳／釜屋治男
職業分類 ： ケーブルテレビ
（1 月 25 日） 持田稔樹／加藤 昇／清原正幸
推薦者 ： 加藤 昇 ・ 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） ■■■
所属委員会 ： 出席親睦委員会
月
火
水
木
金

出雲中央 1/22
出雲 2/13(－) 2/20 3/13
3/20(－) 5/1(－)
大社
(－) ； ビジター受付 なし
出雲南 1/19 1/26

職場訪問例会

松江南 1/29
松江しんじ湖 1/30
松江 1/31
松江東

■■■ 会長挨拶 ■■■
明けましておめでとうございます。2018 年の初めを皆さん健やかにお迎え
になられたことと思います。ロータリー年度も折り返しを迎えました。残る半年､
引き続き､ご協力をよろしくお願いいたします。
年末の 12 月 27 日には歳末高齢者福祉募金を万田の郷・るんびにぃ苑
に寄付させていただきました。ご報告にあわせて､忘年例会でのご協力に感
謝申し上げます。
今日は新年の夜間例会です。現在は恒例となっていますが､当初は昼の
例会だったそうです。さかのぼること 25 年前､田中久雄会長・大島治幹事の
年度から夜間の例会に変更され､今日に至っているとのことです。この後､
皆さんと楽しみたいと思います。
また今日は 3 名の新入会員を迎えることになり大変うれしく思っています。
後ほど入会式をおこないますが､同時に 3 名の入会はあまり例がありません。
3 名の年齢は 40 台50 台ですので､クラブも少し若返ることになります。さらな
る会員増強を含めクラブに新たな風が吹き込まれることを期待しています。
最後になりますが､寒波が襲来するとともに､インフルエンザも流行期に入っ
ています。体調管理にもご注意いただきますよう､よろしくお願いいたします。

岩浅 慎龍 会員 Ｓ46．12．28 生
宗教法人 大龍寺 代表役員
職業分類 ： 仏教
推薦者 ： 杉原朋之 ・ 石原俊太郎
所属委員会 ： 出席親睦委員会
大島 淳司 会員 Ｓ48．10．24 生
㈲ 大島屋 代表取締役
職業分類 ： 事務用品販売
推薦者 ： 飯塚俊之 ・ 石原俊太郎
所属委員会 ： 出席親睦委員会
■■■ 委員会報告 ■■■
出席・親睦委員会 ： 1 月の会員誕生・伴侶誕生・結婚記念祝い

■■■ スマイル ■■■
佐々木 （あけましておめでとうございます。残る半年間引き続きよろしくお願
いします。
松浦様、岩浅様、大島様 3 名の御入会を歓迎いたします。）

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
曽田 （新年明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願い致します。
新入会員の 3 名の皆様、首を長くして待っておりました。ロータリーを
歳末高齢者福祉募金
社会奉仕委員会
楽しんで下さい！）
12 月7 日忘年例会の際にご協力いただきました歳末高齢者福祉募金を
大谷厚・河原・内田・持田稔・清原
（あけましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いします。 「万田の郷」・「るんびにぃ苑」に寄付いたしました（12 月 27 日）。
松浦様、岩浅様、大島様のご入会おめでとうございます。ご活躍を
期待申し上げます。)
槇野・飯塚詔・黒田・石原輝
（松浦様、岩浅様、大島様の入会をお祝い致します。）
大島卓 （初例会おめでとうございます。本年もよろしくお願いします。）
伊藤 （あけましておめでとうございます。年賀状に変えましてスマイル致しま
す。）
加藤 （岩浅さん、松浦さん、大島さんようこそ！ 新風をロータリーに！）
万田の郷
るんびにぃ苑
飯塚大 （新年おめでとうございます。松浦様、岩浅様、大島様ようこそ平田
ロータリークラブへ。 るんびにぃ苑へ歳末たすけ合いのご芳志を賜り
ありがとうございました。）
小汀 （あけましておめでとうございます。この一年が差し昇る旭日の如くいや
広にたち栄えますようにお祈り致します。本年も倍旧によろしくお願い
致します。）
石原俊 （3 人の入会を祝して。 関係者の皆さん、推薦者の皆さん大変お
世話になりました。）

■■■ スピーチ・例会行事 ■■■
新年例会
新たに、3 人のメンバーを迎え、新年にふさわしい新年会となりました。

