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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

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 ■■■
卓 話 者
例会日
11 月 8 日 議長 小汀泰之
11 月 15 日
11 月 22 日
11 月 29 日

出雲税務署
署長 三宅 朗 様
休 会
ロータリー財団委員会
委員長 槇野良文

■■■ 出席報告 ■■■
会員数 出席者数 欠席者数
44
31
13 (6)

演 題
年次総会
「神話の国で税の話色々」

ロータリー財団月間に因んで

出席率
81.58 %

前々回補正出席率

82.50 %

■■■ 欠席者 ■■■
河原／原伸／飯塚大／飯塚俊／石原俊／園山／山口
（山根／牧野／遠藤／田中久／岩浅／大谷厚）
■■■ 来訪者 ■■■
11/1 浅津・田中・竹田・石田・川上・福田・亀谷・米原（出雲南）
後藤・福島・紀野（松江）
堀江・中田・永瀬・溝本・神保（松江しんじ湖）
■■■ メークアップ ■■■
な し
************************************************************

■■■ 次回例会受付当番 ■■■
（11 月 15 日） 原 伸雄／三好洋平／持田稔樹
（11 月 29 日） 大谷良治／持田祐輔／大谷厚郎
■■■ 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 11/26(－) 12/10
12/17 12/31(－)

火

出雲

水 大社 11/14(－)
木
金

(－) ； ビジター受付 なし

出雲南 12/21 12/28(－)

松江南 11/19 12/17

12/31

松江しんじ湖 11/20 12/11
12/25
松江 12/19 12/26
松江東 11/22 12/20
12/27(－)

3 日の午前中、「暮し」部門の青色申告会のブースにある税無料相談コーナ
ーにいました。民間の税務関係団体が、こうしたイベントに出店することは、
めったにないのですが 、思いのほかお客さんに足を止めていただき、税金ク
イズ等で、５席が概ね満杯が続きました。特に今年は、メインステージで出
雲税務署、法人会、関税会、青色申告会、税理士会等の税務関係団体
が共同で、来年実施の消費税増税にかかる PR 活動を行ったことが、昨年と
違ったことでした。この未来博に参加してみて、出雲の企業の様々な取組の
一端をうかがい知ることができました。
地元企業である平田からは、国富町ウェルシー（羽毛布団）、昭和開発工
業（住宅のなごみ）、荒木建具店、出雲地区森林組合、高砂醤油本店が
出店しておられました。来年は皆様も、お出かけになってはいかがでしょうか。
本日はこの後、年次総会です。円滑な進行にご協力いただきますよう宜し
くお願い致します。
■■■ 幹事報告 ■■■
１．地区ガバナー 末長範彦様、地区代表幹事 荒井健一様、
地区大会実行委員長 中西巧様より地区大会出席のお礼状を頂きま
した。
２．例会変更
○ 出雲中央 RC
12/17(月) 家族同伴忘年例会
ビジター受付
11：30～12：30 事務局
○ 松江南 RC
12/17(月) 年忘れ家族会(夜間例会)
ビジター受付
12：00～12：30 松江エクセルホテル東急
○ 松江しんじ湖 RC 12/11(火) 年忘れ家族会(夜間例会)
ビジター受付
12：00～12：30 すいてんかく
○ 松江 RC
12/19(水) 家族忘年会(夜間例会)
ビジター受付
12：00～12：30 ホテル一畑
○ 松江東 RC
12/20(木) 夜間例会
ビジター受付
12：00～12：30 ホテル一畑
３．休

会
○ 松江南 RC
12/31(月) 定款による
ビジター受付
12：00～12：30 松江エクセルホテル東急
○ 松江しんじ湖 RC 12/25(火) 定款による
ビジター受付
12：00～12：30 すいてんかく
○ 松江 RC
12/26(水) 定款による
ビジター受付
12：00～12：30 ホテル一畑
○ 松江東 RC
12/27(木) 定款による
ビジター受付 な し

■■■ 会長挨拶 ■■■
みなさんこんにちは。11 月に入りました。今月は、ロータリー財団月間です。
私の家業では、秋祭の奉仕が 11 月 3 日に終わり、次は「紐落とし」、「新嘗
祭」と、秋の行事が続きます。
先日11 月3 日4 日、出雲ドームでは「いずも産業未来博２０１８」が開催
されました。主催は、いずも産業未来博実行委員会、ＮＰＯ法人２１世紀
出雲産業支援センター。産・学・官が力を結集しての開催です。その目的は、
出雲市の企業・団体の製品・技術・研究内容や、全国の先端技術・製品を ■■■ 理事会決定事項 ■■■
一堂に集め、出雲の産業の魅力を「見て」「触って」「体感」することにより広く １．曽田敏康会員より退会届が提出され受理致しました。
情報発信する。また、未来の産業を担う子どもや学生など若者と、地元企 ２．戦略計画委員会設置の決定
業・団体とのマッチングする場を創出することで将来の雇用確保と定住促進
を図る、とされています。
総出店数１０８団体、企画展示１４団体。3 日（土）6,600 人、4 日（日） ■■■ スマイル ■■■
7,100 人計 13,700 人の来場があり、過去最高となったそうです。両日とも、 小汀 （今日は年次総会を迎えました。皆様のご協力をよろしくお願い致し
ます。）
素晴らしい秋晴れに恵まれ、こども連れ、家族連れの皆さんが多く、幅広い
年齢層の集客があり開催目的が概ね達せられているように感じました。私は、

■■■ 委員会報告 ■■■
出席・親睦委員会 ： 11 月の会員誕生・伴侶誕生・結婚記念 祝い

■■■ スピーチ・例会行事 ■■■
「年次総会」
議長 小汀泰之
指名委員会によって次年度理事エレクトを選出いたしましたので、槇野良
文指名委員長から発表していただきます。

２０１９～２０２０年度 理事エレクト
持田 稔樹 ・ 釜屋 治男 ･ 小汀 泰之 ・ 清原 正幸
三好 洋平 ・ 板垣 文江 ・ 加藤 昇 ・ 杉原 朋之
原 泰久
以上 9 名の理事が決定しました。拍手をもってご承認下さい。
直ちに次年度理事の方々で役員エレクトの選考をしたいと思います。

２０１９～２０２０年度 役員エレクト
会長 持田 稔樹
副会長
幹事 杉原 朋之
副幹事
ＳＡＡ 山口 弥
副ＳＡＡ
会計 板垣 文江
監事
以上 役員の方が決定しました。

釜屋 治男
原 泰之
久家 正義
佐々木 哲也

