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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
前年度会計
今年度会計
7 月 19 日
7 月 26 日

演 題

出雲市役所 政策企画課
ｼﾞｵﾊﾟｰｸ係長 荒木真一 様
ホテル ほり江 18：30～

8月 2日
■■■ 出席報告 ■■■
会員数 出席者数 欠席者数
45
32
13 (5)

クラブ協議会 ｢決算・予算｣
「島根半島・宍道湖中海
ジオパークが目指すもの」
納涼例会

出席率
80.00 %

前々回補正出席率

82.93 %

■■■ 欠席者 ■■■
飯塚大／飯塚詔／飯塚俊／日野／原伸／恒松／山口／園山
（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 ■■■
（7 月 26 日） 大島淳司／高砂明弘／田中浩史
（8 月 2 日） 大島卓爾／恒松克己／内田節夫
■■■ 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(－) 8/13(－)
火 出雲
大社 7/25 8/22
水
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(－)

松江南 8/13 8/20 9/3
松江しんじ湖 8/14 9/4 9/18
松江 8/15

9/5

松江東 9/6

8/16・9/27(－)
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会長／ 小汀 泰之
副会長／ 持田 稔樹
幹事／ 來間 久
会 計／ 黒田 昌弘

■■■ 幹事報告 ■■■
１．古瀬俱之地区ガバナーエレクト事務所開設のご案内
開所日
２０１７年７月１日
所在地
出雲市渡橋町 831 出雲ロイヤルホテル内
TEL 0853-20-0990 FAX 0853-31-5181
E-mai l： furuse-2690@izumochuo-rotary.p001.jp
２．5RC 会長・幹事会開催について
本日大社 RC ホストにより、 ゆたか亭において開催
小汀会長、來間幹事 出席
■■■ 理事会決定事項 ■■■
１．平田まつり協賛金（20,000 円）および一畑薬師マラソン広告料（37,800
円）を例年通り拠出することに決定。
２．夜間例会開催時の自己負担金について例年通り出席者より 2,000 円
の自己負担を決定
３．例会無断欠席者負担金 1,500 円徴収を決定。
■■■ スマイル ■■■
小汀 （本日は予算審議の日になっています。ご協力頂きますよう宜しくお
願い致します。
次年度ガバナー補佐を佐々木会員にお引き受け頂きました。私も
しっかりお支えしたいと思います。）
佐々木 （前年度の会計報告審議を
よろしくお願いします。
2019-20 年度のガバナー補
佐をお引き受けすることになり
ました。皆さんのご協力をよろ
しくお願い致します。）

■■■ 会長挨拶 ■■■
本日は、懸案となっていました 2019-20 年度（持田年度）平田クラブからガ
バナー補佐を選出する件について内諾を得ることができましたので、本日開 ■■■ スピーチ・例会行事 ■■■
催した理事会で決定しました。今日のクラブ協議会の冒頭、会員の皆様へ
「クラブ協議会」
議長 小汀 泰之
そのご報告と経緯についてお話し、ご承認頂きたく存じます。
まず、佐々木会長年度 5 月 24 日に、歴代会長会を開催し小汀年度で
高砂 明弘 前年度会計
の 45 周年実行委員会委員長の選任と、次年度の持田会長年度でのガバ ２０１７～２０１８年度 決算
ナー補佐の選任についてお諮り致しました。その際、45 周年実行委員会委
監査報告
河原 治子 前年度監事
員長及び次期ガバナー補佐については、佐々木前年度会長と小汀でしか
るべく協議をして決めるようにご委任を頂きました。
承 認
内 45 周年実行委員会委員長は、持田次年度会長に就任のご承諾を頂
き、例会時に皆様にご報告し､ご賛同頂きました。一方、ガバナー補佐の選
黒田 昌弘 今年度会計
任については、5 月 29 日、佐々木前会長の下で、歴代ガバナー補佐の 3 ２０１８～２０１９年度 予算
人の皆様、持田次年度会長、そして小汀も参画させて頂き慎重に検討致
承 認
しました。その後、紆余曲折もありましたが、最終的には、佐々木前会長に
ガバナー補佐をお引き受け頂くことになりました。
それを受け 7 月 12 日、歴代会長会を開催し、歴代会長の皆様方にその
経緯と結果をご報告し、ご賛同頂き本日(19日）を迎えたところです。本日の
クラブ協議会での承認をお願いしたところ、満場一致をもってその就任が承
認されました。
佐々木会員の５クラブを総括するガバナー補佐へのご就任については、ク
ラブを挙げて支えていけるように、私も努力していきたいと思います。会員の
皆様方のご協力をお願い致します。

