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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 20 日 会長 小汀泰之 一年を振り返って  18：30～ 

6 月 27 日 休 会  

7 月 4 日 次年度会長 持田稔樹 新年度会長方針  18：30～ 

7 月 11 日 早朝例会 一畑寺 坐禅例会  6：30～ 

■■■ 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

43 29 14 (6) 78.38%    84.62 % 

■■■ 欠席者 ■■■  

原伸／飯塚大／飯塚俊／石原俊／神田／清原／加藤昇／園山 

（山根／牧野／遠藤／河原／大谷／伊藤） 

■■■ 来訪者 ■■■   

吾郷・水谷・大田・浅津(出雲南)  中澤(松江南)  

貴谷・永瀬・堀江・中田・溝本(松江しんじ湖) 

■■■ メークアップ ■■■  

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

■■■ 次回例会受付当番 ■■■  

（ 7 月 4 日） 土江光二／石原輝男／板垣文江 

（ 7 月 11 日） 大島淳司／伊藤義徳／釜屋治男 

■■■ 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 6/24(－)  8/26 
松江南 6/24 8/26  

7/15・8/12(－) 

火 出雲  6/25 
松江しんじ湖  6/25  7/16  

8/13  8/27 

水 
大社  6/26(－)  7/3  7/24  

8/7  8/21  7/17・8/14(－) 
松江 6/26  7/31 8/14 8/28

木 (－) ； ビジター受付 なし 
松江東 6/20  6/27(－)  

8/15(－)  8/29 

金 出雲南  6/28  8/16(－)  8/23  

■■■ 会長挨拶 ■■■    

いよいよ私の会長年度最後の例会を迎えました。会員の皆様方にはいろ

いろとお世話になり、無事に今日の日を迎えることが出来ました。ありがとうご

ざいました。 

・出席･親睦委員会：楽しい会にするために、心配りをして頂きありがとうご

ざいました。また、夜間例会は、いつも和気藹々とした雰囲気を作って下さ

いました。特に45周年の懇親会では、大谷委員長に司会とソングリーダーを

お世話になりました。 

・プログラム委員会：例会を運営する上で、非常に重要な役割があります。

会員スピーチやいろいろな外部講師を招いて下さいました。久家委員長の

関心の所在が垣間見えたようにも思います。 

・情報・雑誌委員会：ロータリーの友誌の紹介や恒例の家庭集会、新入

会員セミナーを実施して頂き、ロータリーの原点を教えていただきました。 

・会員増強・会員維持委員会：本年は、岩浅会員、曽田会員、山口会

員が退会されましたが、神田会員にご入会いただきました。この委員会の皆

様には大変な努力をして頂いています。昨年から引き続いて親睦趣味の会

を開催して頂きました。この会の開催は、私たちロータリーの基盤強化にとて

も役立っているように思います。 

・クラブ広報・公共イメージ委員会：釜屋会員に委員長をお願いしました。

毎週の週報の作成、広報誌の作成に当たって頂きました。私の原稿がいつ

もギリギリでご迷惑をおかけしたこと、切に反省をしています。 

・職業奉仕委員会：優良者表彰と職場訪問例会を企画して頂きました。

皆様覚えておいででしょうが、今回の職場訪問は、私の奉務神社である鹿

島神社へお出かけ頂きました。 

・社会奉仕委員会：福田委員長には、様々な企画に当たって頂きました。

平田まつりでの献血、歳末高齢者福祉募金、愛宕山ちびっ子広場の遊具

清掃、そして初めての試みとして 11/18 には、暮らしの生活相談会も開催し

て頂きました。これらの取組は、わがとこＴＶで取り上げていただき公共イメー

ジアップに貢献できたものと思います。 

・国際奉仕委員会：米山記念奨学生ダ

シャさんの奥様にお出かけ頂きました。また、

佐々木委員長には、古切手回収活動に

も取り組んで頂きました。 

・青少年奉仕委員会：青少年新春コン

サートの後援を継続して頂きました。また、

原泰久委員長には、10/7 初めての試みと

して、「親子ふれあいミニイベント in 木綿街

道」を開催して頂きました。親子リレーマラ

ソンでは、子ども達が木綿街道を駆け抜け

ました。 

・ロータリー財団委員会：槇野委員長に

お世話になりました。 

・会計：会費の据え置きのままでの運営でしたが、途中会員数の減少が

あり、気配りをしながらの運営だったと思います。 

・ＳＡＡ：土江会員には、例会のスムーズな運営をして頂き誠にありがとう

ございました。副ＳＡＡの清原会員には無理を言ってその任について頂きまし

た。ご協力心から感謝しています。 

・45 周年実行委員会：持田副会長には、御無理を言って委員長に就任

して頂きました。大島先生、恒松先生からは高所大所からアドバイスを頂き、

映像も制作でき無事に終えることができました。会員の皆様には本当に支え

て頂きました。ありがとうございました。 

・來間幹事：來間さんには、私の大雑把でいい加減なところをキッチリと補

って頂きました。例会の運営や和やかな雰囲気作りに奔走して頂きました。 

・事務局勝部さん：日々遅くまで、私たちを支えて下さいました。会員を代表

してお礼申し上げます。 

7/1 からは、持田新会長へ引き継ぎとなります。また、佐々木ガバナー補

佐のご活躍を祈念するところです。長いようで短い、また短いようで長い 1 年

を閉じさせて頂きます。ご支援ご協力、本当にありがとうございました。  

■■■ 幹事報告 ■■■   

１．例会変更 

   ○出雲南ＲＣ  8/23（金） 早朝例会   

        ビジター受付  11：30 ～ 12：30  事務局 

   ○松江ＲＣ  8/28（水）→ 8/26（月） 松江4クラブ合同例会（夜間） 

        ビジター受付  12：00 ～ 12：30  ホテル一畑 

   ○松江南ＲＣ  8/26（月） 松江4 クラブ合同例会（夜間） 

        ビジター受付  12：00 ～ 12：30  松江エクセルホテル東急 

 

 



２．休  会 

   ○出雲南ＲＣ  8/16（金）  定款第8 条による 

        ビジター受付   な  し 

   ○松江ＲＣ   7/31・8/14（水）  定款第8 条による 

        ビジター受付  12：00 ～ 12：30  ホテル一畑 

   ○松江南ＲＣ  7/15･8/12（月）  定款第8 条による 

        ビジター受付   な  し 

３．ポール・ハリス・フェローバッジの贈呈  

  槇野良文会員   ４回目  ・  小汀泰之会長  ２回目 

來間  久幹事   １回目 

 
４．米山功労者マルチプル 感謝状の贈呈 

    恒松克己会員   ８回目 

５．表彰 「第５回米山功労クラブ」 

６．ロータリー青少年交換プログラム 2020-21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・台湾など 

   交換期間：2020 年8 月～1 年間 

   募集人数：３名程度 

   応募資格：2020 年8 月末に 15 歳から 18 歳未満生徒 

     〃   クラブ会員が責任を持ち得る家庭の子女 

   応募期限：2019 年9 月13 日（金）  

         各ロータリークラブへの応募期限は 2019 年8 月30 日（金） 

  プログラム参加についての詳細は事務局まで 

７．国際ロータリー第2690 地区 

2018-19 年度・2019-20 年度 合同地区危機管理委員会のご案内 

   日  時  2019年6月23日（日） 14：00 ～ 16：00 (受付 13：30) 

   場  所  ホテルグランヴィア岡山  

    当クラブ佐々木次期ガバナー補佐 出席致します 

■■■ スマイル ■■■  

小汀 （会員の皆様に支えていただいて一年を終

えることができました。本当にありがとうござ

いました。） 

來間 （本日 40 回目 最終例会です。小汀会長

お疲れさまでした。 

皆様のお陰で幹事役を無事に行うことがで

きました。ありがとうございます。 6 月末ま

でもう少しありますがなにもありませんよ

う・・・。本当にありがとうございました。） 

佐々木 （小汀会長、來間幹事、土江 SAA をは

じめ理事・役員の皆さん一年間お疲れさま

でした。） 

持田稔（小汀丸のご帰港おめでとうございます。長い一年もきっと今は短かっ

た事と思います。少し休んでまた頑張りましょう。來間幹事様、素晴

らしいアシストぶりでした。そして、役員の皆様お疲れ様でした。 

早速ですが、次年度もよろしくお願いします。） 

杉原 （小汀会長、來間幹事一年間お疲れさまでした。 

あとはおまかせを・・・。） 

大島卓（本年は創立 45 周年の特別企画等多忙な年でありました。理事役

員の皆さん、各委員長又会員の皆さん 1 年間ご苦労さまでした。 

来年も又新しいロータリーの発見がありますように・・・。） 

飯塚大（小汀会長、來間幹事、役員の皆さん 1 年間大変お疲れ様でした。

素晴らしい年でした。 今日は急に出席できなくなり申し訳ありませ

ん。） 

槇野 （小汀会長、來間幹事始め役員の皆様１年間大変お世話になりま

した。感謝申し上げます。） 

清原 （小汀会長、來間幹事さん１年間お疲れ様でした。本日出張で欠席

させて頂きます。申し訳ありません。） 

田中久（小汀丸無事着岸おめでとうございました。） 

内田 （小汀丸のご帰還お疲れ様です。会長、幹事、役員の皆様子の１年

ありがとうございました。お忙しい中お出かけいただきありがとうござい

ました。） 

恒松・高砂・黒田・石原輝・田中浩・釜屋  

（小汀会長、來間幹事、役員の皆さん１年間ご苦労様でした。） 

■■■ スピーチ・例会行事 ■■■  

最終夜間例会 

     

 


