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2019-2020 年度 

国際ロータリー会長／ マーク・ダニエル・マローニー   会長／ 持田 稔樹  副会長／ 釜屋 治男 

２６９０地区ガバナー／ 古瀨 倶之          幹事／ 杉原 朋之   会 計／ 板垣 文江 

 
■■■ 例会プログラム ■■■   

例 会 日 卓 話 者 演 題 

7 月 4 日 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～ 

7 月 18 日 各委員長 クラブ協議会(行動計画の発表)

■■■ 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

41 29 12 (6) 85.71% 
6/13  84.21 % 

6/20  86.49 % 

■■■ 欠席者 ■■■  

原伸／大谷良／飯塚俊／石原俊／三好／園山 

（山根／牧野／遠藤／河原／大谷厚／伊藤） 

■■■ 来訪者 ■■■   

田中・松本・大田・浅津・陰山・竹内・金山(出雲南)    

高濱・長谷川・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 11 日） 大島淳司／伊藤義徳／釜屋治男 

（ 7 月 18 日） 福田磨寿穂／加藤 昇／清原正幸 

■■■ 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  8/26 松江南 8/26  7/15・8/12(－) 

火 出雲   松江しんじ湖  7/16  8/13  8/27

水 
大社  7/24  8/7  8/21  

7/17・8/14(－) 
松江 7/31 8/14  8/28 

木 (－) ； ビジター受付 なし 松江東 8/15(－)  8/29 

金 出雲南  8/16(－)  8/23  

■■■ 会長挨拶 ■■■    

■RI 会長、マーク・ダニエル・マローニー氏は、2019-20 年度は、 

「ロータリーは世界をつなぐ」のテーマを発表されました。 

■古瀬俱之ガバナーは地区目標を「Ｉ’ｍ ａ Rotarian！」とされ、 

「会員の増加・退会者ゼロ・楽しいクラブ」にする事だと言われました。   

■今年度より当クラブでも「未来ビジョン委員会」が始動しました。 

■昨年度の創立45 週年記念事業では、「ロータリーは地域と共に」の DVD

を製作しました。    

この地域の「次の担い手」は若者です。 

クラブの「職業奉仕、青少年奉仕」等を通じて「人づくり」に貢献しなければと

考えています。 

この地域唯一の平田高校でも、「地域課題解決学習」に取り組まれていま

す。 

今後3 ヶ年間は継続事業となりますので、当クラブも協力したいと思います。 

■人口減少はもはや避けられず、人口が減るという事は、産業規模も縮小

するという事です。 

そして、後継者問題も大きな課題です。 

私たちの「職業」は、この地域が拠点で、この地域に支えられています。 

すべてはこの「地域を存在させる事」が寛容です。 

「母川回帰」の言葉通り、高校生が地域に出て触れて考えて思い出を残し、

そして、新しい人材となって帰って来てもらう事が大切です。 

これが、この「地域が生き残る道」だと私は思います。 

高校生と共に歩み、夢を託し、新しい地域が創造できるよう頑張りましょう。 

■本年度のクラブテーマは「ロータリーは地域と共に」としました。 

地域と共に歩み、親睦と融和を図り、楽しめるクラブを目指してゆきたいと思

います。 

平田ロータリークラブが昭和・平成・令和と歴史を重ね、次の 50 周年に向け

て第一歩を歩み始めましたので、皆様のご協力を、宜しくお願い申し上げま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■■■ 幹事報告 ■■■   

１．ロータリーレートの変更 

  7/1 より  1 ドル 1０8 円 （現行 11０円） 

２．菊池 捷男
と し お

地区ガバナーエレクト事務所開所のご案内 

   開所日    ２０１9 年７月１日 

   所在地    岡山市北区弓之町13-20-201 

TEL 086-226-2690   FAX 086-899-8690  

E-mail：office@2020-rid2690.jp 

   執務時間   9 時～16 時（土・日・祝日はお休み） 

 

 



３．末長 範彦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 

  ７月１日から８月３0 日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 中濱 賢造 様、 幹事 伊藤 広司 様、 会計 平野 謙治 様 

５．出雲一畑交通株式会社様よりご挨拶状を頂きました。 

   代表取締役社長 大島 伸明 様 ご退任 

   代表取締役社長 立脇  等 様 ご就任 

６．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。 

■■■ 理事会決定事項 ■■■   

１． クラブ年会費について 

今年度からクラブ年会費（現行 216,000 円）を 228,000 円（月額

19,000 円）とする。 

特別積立金1,000 円（毎月）を今年度から再開する。 

２．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。 

３．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  

４．例会無断欠席者負担金、従来通り 1,500 円徴収を決定。 

■■■ スマイル ■■■  

持田稔（2019-2020 年度が始まりました。各理事役員の皆様、各委員長

の皆様、そしてメンバーの皆様、本年度１年間、杉原幹事共々宜

しくお願いします。） 

杉原 （理事、役員、会員の皆様、１年間よろしくお願いします。） 

佐々木 （持田会長、杉原幹事の船出を祝して。 会員の皆さん１年間 

よろしくお願いします。） 

清原 （持田会長、杉原幹事、１年間宜しくお願いします。本年度佐々木

ガバナー補佐をしっかりお支えしていきます。） 

小汀 （いよいよ始まりました。持田年度の益々のご発展をお祈りします。） 

來間 （持田会長さん、杉原幹事さん、役員、理事の皆様 ＲＣ運営どうぞ

よろしくお願いします。） 

槇野・石原輝・原泰・釜屋  

（持田会長、杉原幹事年度のスタートをお祝いして。） 

恒松・田中 （持田会長、杉原幹事、他役員の皆様 １年間宜しくお願い

致します。） 

大島卓 （初例会おめでとうございます。持田会長、杉原幹事、他役員の

皆様本年もよろしくお願い致します。） 

大谷厚 （６月の最終例会に続き新年度初例会も欠席で申し訳ありません。

小汀前会長様、ご苦労様でした。持田新会長様のご活躍をご期

待申し上げます。） 

加藤昇 （小汀直前会長、來間幹事さん、素晴らしい航海をご一緒出来、

感謝 感謝！ 持田会長、杉原幹事さんよい出発を！） 

飯塚詔（小汀前会長様１年間ご苦労様でした。 持田丸の門出を祝し

て。） 

高砂 （持田会長、杉原幹事他理事役員の皆様、そして佐々木ガバナー

補佐、清原グループ幹事、１年間よろしくお願い致します。） 

飯塚大（持田会長、杉原幹事 新年度スタートお目出とうございます。 

新たな１年をお祝いします。） 

内田 （持田丸の船出をお祝いして。会長、幹事、役員の皆様よろしくお

願いします。） 

土江 （昨年度はつたない SAAで申し訳ありませんでした。新年度持田会

長と杉原幹事の船出を祈念いたします。） 

黒田 （前年度会計より、スマイル収入減少傾向にあります。全員スマイル

の回数を考えてみるのはいかがでしょうか。） 

日野 （持田会長、杉原幹事、新年度初例会誠におめでとうございます。

私事ながら6/25付の人事異動で大田支店に転勤となりました。入

会後２年５ヶ月にわたり大変お世話になりました。ありがとうございま

した。皆様のご多幸とご健勝を心よりお祈り致します。） 

■■■ スピーチ・例会行事 ■■■  

       持田稔樹会長年度 初例会 


