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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 

5 月 17 日 クラブ協議会 クラブ細則の改正 

5 月 24 日 
久多美剣道ｽﾎﾟ-ﾂ少年団 

指導者 常松 照雅 様 

何故？｢現場はそのまま 110

番｣なのか 

5 月 31 日 会員増強会員維持委員会 
夜間例会 （親睦趣味の会） 

18：30～ 

■■■ 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

44 30 14 (5)   76.92 % ―  % 

■■■ 欠席者 ■■■  

高砂／飯塚詔／持田祐／板垣／松浦／園山／堀江／大谷良 

飯塚俊 （山根／牧野／遠藤／大谷厚／岩浅）  

■■■ 来訪者 ■■■  

 な し 

■■■ メークアップ ■■■   

 な し 
************************************************************ 

■■■ 次回例会受付当番 ■■■  

（5 月 24 日） 山口 弥／石原輝男／伊藤義徳 

（5 月 31 日） 土江光二／釜屋治男／加藤 昇 

■■■ 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  5/28(－)  6/18 

6/25(－)   
松江南  6/18  6/25   

火 出雲  6/26   松江しんじ湖  6/19  6/26  

水 大社 5/30  6/6  6/20  6/27(－) 松江  6/20  6/27   

木 (－) ； ビジター受付 なし 松江東  6/21  6/28(－)  

金 出雲南  6/22  6/29(－)  

■■■ 会長挨拶 ■■■   

 先週は 2100 回例会のお祝いでした。おいしい料理とお酒が並び、ついつ

い飲み過ぎてしまいました。また新たな次の節目に向けて､今日は2101回の

例会です。 

 私の自宅から職場までの通勤時間は歩いて 1～2 分ですが、勝手口を出

て診療所に向かう際に北西方向にそびえたつ旅伏山を毎日のように見てい

ます。旅伏駅など一畑電車からみえる旅伏山の風景ですが､目の前に迫り

立つような山という印象を受けます。一方、毎週水曜日にるんびにぃ苑での

診療を終えて帰路につく途中のラーバン中の島からみる旅伏山は、なだらか

な印象で、自宅から見る山と同じとはとても思えません。 

 この様に目に見える物であっても、どこから見るか、どのくらいの距離から見

るかによって見え方は大きく違ってきます。ましてや目に見える形ではないロ

ータリーは、皆さん一人一人捉え方が違って当然かもしれません。 

 また、先月開催された地区研修・協議会に向かう米子道での車内で再確

認したことですが、米子道の片側１車線範囲にあるセンターポールを走行中

の車内から見ると、100ｍ位手前の位置ではポールの存在が見えましたが、

真横を走行中にはポールそのものは肉眼では見えなくなってしまいます。 

 ある物を正しく判断するためには、一つの方向からの視点に留まることなく

様々な視点・広い視野で全体像を捉える意識が必要であるとともに､適切

なタイミングで、目の前のことだけでなく、先を見据えた視野で捉えることも重

要ではないかと改めて認識しました。 

■■■ 幹事報告 ■■■  

１．例会変更 

  ○出雲南RC  6/22（金） 夜の例会（本年度最終例会） 

    ビジター受付 11：30～12：30 出雲ロイヤルホテル内事務局 

  ○大社RC   6/6（水）  早朝例会 6:30～  会場:神光寺 

  ○大社RC   6/20（水） 最終例会 18:30～  会場:亀山会館 

    ビジター受付 11：30～12：30 事務局  

２．休  会 

  ○出雲南RC  6/29（金） 定款による 

    ビジター受付 なし 

  ○大社RC   6/27（水） 定款による 

    ビジター受付 なし 

３．親睦趣味の会出欠、本日締切 

■■■ 委員会報告 ■■■   

情報・雑誌委員会 ： ロータリーの友 5 月号の紹介 

■■■ スマイル ■■■   

佐々木 （本日のクラブ細則審議、よろしくお願いします。） 

■■■ スピーチ・例会行事 ■■■   

「クラブ協議会」  ～  クラブ細則の改正 

議長  小汀 泰之 副会長  

クラブ細則第4条第1節に基づき、佐々木会長が仮議長に就きましたが、

議案説明者となるため、同第 4 条第 3 節に準拠し、小汀副会長が本日の

議長を務めました。 

 

 佐々木会長から、特定の要件を満た

した場合に会費を減額できる新たな規

定について説明され、審議の結果、クラ

ブ細則改正案は承認されました。 

 

 その後、戦略計画委員会（仮称）の現

時点での構想案について佐々木会長か

ら説明がありました。 

 

 

また、議長の小汀泰之副会長よりも

５月１３日の「次期会員増強 ・ロータリ

ー財団合同セミナー（岡山）」でありまし

た講演の中で、心に残った言葉に関して、

簡単な報告もありました。 

 


