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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 

6 月 21 日 会長 佐々木哲也 １年を振り返って  18：30～  

6 月 28 日  休 会  

7 月 5 日 会長 小汀 泰之 新年度会長方針  18：30～  

7 月 12 日 各委員長 行動計画発表 

■■■ 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

45 37 8 (4)   90.24 % 87.50  % 

■■■ 欠席者 ■■■  

 加藤／板垣／原伸／土江 （山根／牧野／遠藤／岩浅）  

■■■ 来訪者 ■■■  

 な し  

■■■ メークアップ ■■■   

 6/18 持田祐・高砂・加藤（出雲中央） 

 6/19 高砂（松江しんじ湖）   6/20 高砂（大社） 
************************************************************ 

■■■ 次回例会受付当番 ■■■  

（7 月 5 日） 大谷良治／持田稔樹／持田祐輔 

（7 月 12 日） 清原正幸／大谷厚郎／佐々木哲也 

■■■ 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  6/25(－)  7/30(－)  

8/13(－) 
松江南  6/25   

火 出雲  6/26   
松江しんじ湖  6/26  

7/17  8/14  

水 
大社  6/27(－)  7/4  7/25  8/22 

  8/8・8/15・9/19・9/26(－) 
松江  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(－)  7/20  

8/10(－)  8/24  8/31(－) 
 

■■■ 会長挨拶 ■■■   

 ついに、私の会長年度最後の例会を迎えました。会員の皆さんにいろいろ

とお世話になり、無事にこの日を迎えることができました。幅広い世代の方に

各委員会の委員長をお引き受けいただきました。 

 出席・親睦委員会： 今年度は 5 クラブ合同例会や夜間開催でのガバナ

ー公式訪問の影響を受け、例年8月に開催する納涼例会が9月になってし

まいましたが、ダシャさんと奥さんにも参加いただき、松江フォーゲルパークで

楽しい趣向でおこなわれました。また 12 月の納涼例会の日が、久しぶりとな

るメークアップ出席率100％を達成できました。 

 プログラム委員会： 例会を運営する中で非常に重要な委員会です。会

員スピーチといろいろな外部講師を招いていただきました。また、途中で無理

をお願いした例会スケジュールの変更にも迅速に対応していただきました。 

 情報・雑誌委員会： 毎年恒例の家庭集会に加えて、今年度から新たに

ロータリーの友の紹介業務を担っていただきました。  

 会員増強会員維持委員会： 今年1 月に 3 名、そして 6 月にも 1 名の新

入会員を獲得していただき、純増3 名となりました。また昨年に引き続いて、

親睦趣味の会を開催していただきました。楽しいクラブ運営、そして会員維

持にも効果を期待できるイベントになっていると思います。 

 クラブ広報・公共イメージ委員会： 内田委員長には 2 年連続となる委員

長をお引き受けいただきました。毎週の例会記録となる週報作成とともに、

広報誌作成も軌道にのり、まもなく発刊できる状況になっています。 

 職業奉仕委員会： 優良者表彰と 1 月の雪の降る中での山陰一畑クッキ

ングへの職場訪問をおこなっていただきました。 

 社会奉仕委員会： 平田まつりでの献血、歳末高齢者福祉募金のほか、

今年度の目玉事業である5クラブ合同での植樹プロジェクトには、曽田幹事

とともに事前協議に何度も出かけていただき、無事に事業を終えることがで

きました。この事業は、わがとこニュースでの放送に加えて、情報ネットしまね

でも紹介され、当クラブの活動を平田地域に限らず、県内に広くＰＲできたと

思います。 

 国際奉仕委員会： ２月には委員長自ら例会スピーチをしていただきまし

た。また、米山記念奨学生ダシャさんのカウンセラーを、2016 年 4 月から今

年3月までの2年間、恒松会員にお引き受けいただいたことに感謝を申し上

げます。ガバナー月信 5 月号を見ますと、今年 4 月からは、出雲・出雲南・

出雲中央の 3 つのクラブが米山記念奨学生の世話クラブとなっています。第

3 グループも継続3 名、新規2 名の計5 名、第5 グループも島根県立大学

の留学生を継続1 名、新規1 名の計2 名となっており、今後も米山記念奨

学生の世話クラブの話は避けられないのではないかと思います。 

 青少年奉仕委員会： 当クラブが立ち上げに尽力した青少年新春コンサ

ートの後援を継続していただきました。新規の青少年奉仕事業立ち上げは

なかなか難しい問題を抱えていると思います。 

 ロータリー財団委員会： 100 万ドルの食事とポール・ハリス・フェローを奨励

いただきました。 

 会計： 会費は据え置いたままで、例回数を39回と調整したこと、また、新

入会員の入会金収入により、健全な会計を維持することができました。 

 ＳＡＡ： 例会の席次を抽選によって決めていただき、例会前の食事中など

様々な顔ぶれで、親睦を深めていただいたと思います。また、非常にスムー

スで適切に例会を進行していただきました。 

 幹事： 曽田幹事には私の足らないところをうまく補助していただき、日々

の例会が和やかな例会になったと思います。 

 事務局 勝部さん： 日々遅くまで事務局で仕事をしていただきました。会

員を代表して、御礼を申し上げます。 

 10日後の7月1日からは小汀次期会長への引き継ぎとなりますが、まさに

これがロータリークラブだなと思います。 

1 年間、皆さんに本当にありがとうございました。 

■■■ 幹事報告 ■■■  

１．例会変更 

  ○大社ＲＣ  7/4 （水） 初例会 18：30～（ますや旅館） 

           7/25（水） 稲佐の浜清掃奉仕  6:30～ 

              8/22（水）  家族会 18：30～（湖畔の温泉宿くにびき） 

    ビジター受付  11：30 ～ 12：30  事務局 

 

 



２．休  会 

  ○大社ＲＣ  8/8・8/15・9/19・9/26（水） 定款第8 条による 

    ビジター受付  な し 

３．ロータリー青少年交換プログラム 2019-20年度派遣学生募集のご案内 

  交換地域：アメリカ合衆国・カナダ 

  交換期間：2019 年8 月～1 年間 

  応募資格：2018/8 時点で 15 歳から 18 歳未満学生 

    〃  地元ロータリークラブの推薦があること 他 

  プログラム参加についての詳細は事務局まで 

４．松江ＲＣ次年度会長西村 康様より 

  不昧公２００年祭記念 高校生茶道交流会開催ＰＲチラシ配布のお願

い。 各テーブルに１枚配布しています。 

■■■ 理事会報告 ■■■  

 岩浅会員から会費減額申請書が提出され、クラブ細則第 6 条に則って理

事会で承認いたしました。なお、会費減額の期間は、2018年7月から2019

年3 月までです。 

■■■ スマイル ■■■   

佐々木 （一年間、理事、役員をはじめすべての会員の皆さんにいろいろ 

お世話になり、本当にありがとうございました。） 

曽田 （早いもので幹事をおおせつかり一年が過ぎようとしております。つたな

い幹事ではありましたが一年間本当にありがとうございました。 

次年度小汀会長年度の御活躍をお祈り致します。） 

石原輝・内田・黒田・板垣 （佐々木会長、曽田幹事他役員の皆様、 

一年間ご苦労様でした。） 

河原・恒松・飯塚詔 （佐々木会長、曽田幹事一年間ご苦労様でした。） 

大谷厚・飯塚俊 （佐々木会長はじめ役員の皆様、一年間大変ご苦労様で

した。お世話になりました。） 

伊藤・清原 （佐々木会長一年間お疲れ様でした。） 

大島卓 （役員の皆さん一年間ご苦労様でした。立派な一年でした。） 

槇野 （佐々木会長、曽田幹事さん一年間大変お世話になりました。 

感謝申し上げます。） 

持田稔 （佐々木会長一年間お疲れ様でした。そして役員の皆様大変お世

話になりました。） 

槇野 （佐々木会長、曽田幹事さん一年間大変お世話になりました。 

感謝申し上げます。） 

田中浩 （佐々木会長、曽田幹事、持田ＳＡＡ一年間お疲れ様でした。） 

飯塚大 （佐々木会長、曽田幹事一年間大変お疲れさまでした。毎回の会

長挨拶、幹事報告楽しく拝聴いたしました。） 

持田祐 （皆様、一年間大変お世話になりました。ありがとうございました。 

次年度の皆様、ご活躍をお祈りします。） 

石原俊 （会員増強ならびに親睦趣味の会では会員の皆様に大変お世話に

なりました。次年度も留年・・・ならぬ 会員増強・維持委員長を留

任しますが、どうかよろしくお願い致します。） 

園山 （お陰様で第87 代副議長に就任させていただきました。） 

 

 

 

■■■ スピーチ・例会行事 ■■■   

最終夜間例会 

まずは、乾杯のご挨拶。 

佐々木会長、曽田幹事への感謝とねぎ

らいの言葉で乾杯でした。 

 

 

 

 

 

 

 締は、次年度小汀会長でした。 

どうぞ、次年度よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

佐々木会長、曽田幹事さん 

一年間大変お世話になりました。 


