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2018-2019 年度
国際ロータリー会長／ バリー ・ラシン
２６９０地区ガバナー／ 末長 範彦
■■■ 例会プログラム ■■■
例会日
卓 話 者
会長
小汀
泰之
7月 5日
7 月 12 日 各委員長
7 月 19 日 前年度会計 今年度会計
■■■ 出席報告 ■■■
会員数 出席者数 欠席者数
45

34

11 (4)

演 題
新年度会長方針

18：30～

クラブ協議会 「行動計画発表」
クラブ協議会 ｢決算・予算｣

出席率

前々回補正出席率

82.93 %

6/14 85.00 %
6/21 95.12 %

■■■ 欠席者 ■■■
原泰／原孝／原伸／飯塚俊／松浦／板垣／園山
（山根／牧野／遠藤／大谷）
■■■ 来訪者 ■■■
海田(出雲) 山本(出雲南) 堀江・中田(松江しんじ湖)
■■■ メークアップ ■■■
6/26 大島卓(出雲) 7/7 飯塚詔(大社)
************************************************************

■■■ 次回例会受付当番 ■■■
（7 月 12 日） 清原正幸／大谷厚郎／佐々木哲也
（7 月 19 日） 松浦剛司／園山 繁／曽田敏康
■■■ 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 7/30(－)
火

8/13(－)

出雲

大社 7/4 7/25 8/22
8/8・8/15・9/19・9/26(－)
木
(－) ； ビジター受付 なし
出雲南 7/20 8/10(－) 8/24
金
8/31(－)
水

松江南 8/13 8/20 9/3
松江しんじ湖 7/17 8/14
9/4 9/18
松江

8/15

9/5

松江東 9/6 8/16・9/27(－)

URL9：00
： http：//hirata-rotary.jp/
Mail休局）
：
～ 17：00 （土・日曜・祝祭日
office@hirata rotary jp
会長／ 小汀 泰之
副会長／ 持田 稔樹
幹事／ 來間 久
会 計／ 黒田 昌弘

感動を呼び起こす、感動を吹き込むと言う意味を持っています。2017-18 年度イ
アン H.S ライズリー前会長のテーマ「ROTARY MAKING A DIFFERENCE（ロータ
リー：変化をもたらす）」の延長線上に本年度のテーマがあるとの位置づけでした。
そこでは、時代の変化に対応した持続可能な RI 活動の展開が必要であり、その
活動を実現するためは、ロータリーが持続可能な組織であり、また年度を超えた
戦略計画を持たなければならないとの強い思いがあります。私たちのロータリー活
動を一層鼓舞し、素晴らしいロータリアンとなろう、素晴らしいロータリーのリーダー
となろう。そして、地域社会のために、国のために、よりよい世界のために奉仕しよ
うという呼びかけであります。
末長範彦地区ガバナーは「チャレンジしよう」をスローガンに掲げられました。地
区目標に対して果敢にチャレンジしてほしいと述べられています。
強調されたのは「財団へ寄附することが目的ではなく、財団からの補助金を使
って事業をすることが本来の目的だ！」ということでした
佐々木前会長、曽田前幹事年度のテーマ「ロータリーを見つめ直そう」を踏まえ
持続可能性を意識した年度にしていきたい。そのためには、長期的視点に立った
「戦略計画委員会（仮称）」が欠かせないと思っています。
PETSでは「人生は出会いであり、出会いの連続です。ロータリーは出会いの最
高の場所なのです」というフレーズを学びました。本年度のクラブテーマは「ロータリ
ーを出会いの最高の場所にしよう」としました。クラブの持続可能性の原点は、ク
ラブが会員同士親しくなって互いに信頼し合える関係を創っていける場であること、
いわば一体感の創出にあると思います。クラブが「出会い」の最高の場所であるよ
う、その雰囲気づくりまた環境づくりに努力していきたいと思います。そして、職業
奉仕の原点に立ち返り、異業種交流を通じた会員の一層の親睦が図られ、ロー
タリー活動がより展開できるよう微力を尽くす所存です。
地域に根ざした奉仕活動の灯を受け継ぎ、50 周年に向けて着実に奉仕の道
を歩みたいと思います。会員の皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

■■■ 会長挨拶 ■■■
「新年度会長方針」

小汀 泰之 会長

私の会長年度最初の例会をとても
緊張して迎えました。この、7 月を
迎える直前の 6 月 30 日は「水無
月の祓い(みなづきのはらい)」また
は「夏越の祓い（なごしのはらい）」
別名「茅の輪くぐり（ちのわくぐり）」
■■■ 幹事報告 ■■■
の日でした。7 月 1 日に訪れた出
１．例会変更
雲大社北島國造館には茅の輪」
○ 松江ＲＣ
9/5（水） 松江 4ＲＣ合同例会（夜間）
が設けられていました。そこをくぐ
ビジター受付
12：00 ～ 12：30 ホテル一畑
り抜けることで、今年前半の穢れ
○ 松江東ＲＣ
9/6（木） 夜間例会
を祓って無事に過ごせたことに感
ビジター受付
12：00 ～ 12：30 ホテル一畑
謝し、後半も元気に過ごせるように祈る行事が行われたしるしでした。私の神社
○ 松江南ＲＣ
9/3（月）→9/５（水） 松江 4ＲＣ合同例会
でも「夏越の祓（なごしのはらい）」のお祭りをし、今後の無病息災を祈願したとこ
ビジター受付
12：00 ～ 12：30 松江エクセルホテル東急
ろです。
○ 松江しんじ湖ＲＣ 9/4（火）→9/5（水） 松江 4ＲＣ合同例会
さて、2018～19 年度の RI 会長バリー・ラシン氏は、テーマを「BE THE
ビジター受付
12：00 ～ 12：30 すいてんかく
INSPIRASION(インスピレーションになろう⇒ロータリー活動を一層鼓舞しよう)」と ２．休
会
定められ、その合い言葉は「SUSTAINABILITY（持続可能性）」であるとして提示
○ 松江ＲＣ
8/15（水） 定款第８条による
されました。inspire の名詞形が inspiration です。その言葉は、人を奮い立たせる、
ビジター受付
12：00 ～ 12：30 ホテル一畑

松江東ＲＣ
8/16・9/27（木）
ビジター受付 な し
松江南ＲＣ
7/16（祝日） 8/13・20（月） 9/17・24（祝日）
ビジター受付 8/13・20 12：00～12：30 松江エクセルホテル東急
○ 松江しんじ湖ＲＣ 9/18（火） 定款第８条による
ビジター受付
12：00 ～ 12：30 すいてんかく
３．池上 正地区ガバナー事務所閉鎖のお知らせ
6 月末日をもって閉鎖
9 月末まで直前地区ガバナー事務所として執務
４．平田ライオンズクラブ新役員の方ご挨拶に来訪
会長 西谷 啓翠 様、 幹事 中濱 賢造 様、 会計 儀満 茂子 様
５．例年通り、7～9 月および翌年 6 月を、クールビズ期間とします。
６．園山 繁会員より、島根県議会 第87代副議長就任のご挨拶状を頂き
ました。
○
○

■■■ 委員会報告 ■■■
出席・親睦委員会 ： 7 月の会員誕生・伴侶誕生・結婚記念祝い

高砂 （前佐々木会長・曽田幹事その他役員の皆様ご苦労様でした。小
汀会長、來間幹事、その他役員の皆様の１年間のご活躍をお祈り
します。）
飯塚大 （小汀会長、來間幹事年度の船出をお祝い申しあげます。佐々木
前会長・曽田前幹事一年間本当にお疲れさまでした。）
内田 （小汀会長・來間幹事・役員の皆様の新しい船出を祝って。この１年
よろしくお願いします。）
田中浩 （小汀会長、來間幹事、土江 SAA 他役員のみなさま１年間よろし
くお願いします。）
石原輝 （小汀会長、來間幹事他 一年間よろしくお願いします。）
曽田 （小汀会長、來間幹事他本年の役員様にとってすばらしい一年となり
ますように心からお祈り申し上げます。）
清原 （小汀会長、來間幹事、土江 SAA、他新年度役員の皆様のご活躍
を祈念いたします。）
杉原 （副幹事として小汀会長をしっかりサポートしていきたいと思います。
みなさん一年間よろしくお願いします。）
■■■ スピーチ・例会行事 ■■■

■■■ スマイル ■■■
小汀 （この一年間、会員の皆様のご支援よろしくお願い致します。）
來間 （新年度を迎えて小汀会長今年度１年どうぞよろしくお願いします。
皆様、幹事となりますがどうぞよろしくお願いします。）
持田稔 （小汀会長・來間幹事様、１年間宜しくお願いします。）
佐々木 （小汀会長、來間幹事の船出を祝して。土江 SAA、山口副 SAA
よろしくお願いします。岩浅会員、今日は例会へようこそ。）
大島卓 （初例会おめでとうございます。理事役員の皆さんご苦労さまです。
本年もよろしくお願い致します。）
槇野・飯塚詔 （小汀会長、來間幹事年度の船出を祝して。）
河原 （新年度の会長小汀氏、幹事來間氏のスタートを祝して！）
恒松 （７月１日2009-10年度ガバナー補佐同窓会を開催し、小汀会長様、
内田節夫様にお世話になりました。 小汀会長・來間幹事様、本
年度ご指導宜しくお願い致します。）
田中久 （小汀丸 出航を祝して。）
加藤 （佐々木前会長・曽田前幹事さん素晴らしい一年をありがとうござい
ます。小汀会長、來間幹事の出航に当たり素晴らしい航海になる
様、共々に頑張りましょう！）
黒田 （小汀会長、來間幹事の船出を祝して。佐々木前会長・曽田前幹
事ご苦労様でした。）

