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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／ 古瀨俱之          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 

12 月 12 日 ホテル ほり江 18：30～ 忘年例会 

12 月 19 日 出雲税務署長 唯間 秀隆 様 「マルサ」について 

12 月 26 日 休 会  

１月 2 日 休 会  

１月 9 日 ホテル ほり江 18：30～ 新年例会 

 

■■■ 出席報告 ■■■   

会員数 出席者数 欠席者数 出席率 

42 32 10 (7) 77.14% 

■■■ 欠席者 ■■■   

加藤／松浦／園山 

（山根／牧野／遠藤／河原／高砂／黒田／伊藤） 

■■■ 来訪者 ■■■   

 那須(出雲)  福田・伊藤・大田・竹内(出雲南)  今井(松江) 

 中澤(松江南)  堀江・中田・溝本・平川(松江しんじ湖) 

■■■ メークアップ ■■■   

12/10 加藤(出雲)  持田祐(松江しんじ湖) 
*********************************************************** 

■■■ 次回例会受付当番 ■■■   

（12 月 19 日）  土江光二／松浦剛司／三好洋平 

（ 1 月 9 日）  大島淳司／持田祐輔／小汀泰之 

■■■ 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  12/23   
松江南  12/23  12/30(－)  

1/6  1/27  2/10   

火 
出雲  12/24(－)  12/31(－) 

1/14(－)  2/18  2/25(－) 

松江しんじ湖 1/7  1/28   2/25

12/24・31(－)   

水 大社  1/8   1/1・29(－)   松江  12/18  12/25  1/29  

木 (－) ； ビジター受付 なし 

松江東 12/19  1/30  

12/26(－)  1/2・23(－)  

2/27(－)   

金 
出雲南  12/20  12/27(－)  

1/3(－)  1/17  1/31   
 

■■■ 会長挨拶 ■■■   

今晩は、本日は忘年例会です。 宜しくお願いします。 

皆さんは今年はどんな年でしたでしょうか？ 

私にとっては 45 周年から始まり、令和元年を迎え、7 月一日からは毎週の挨

拶のネタ探しに明け暮れた年でした。 

この出雲地方はと言うと、非常に穏やかな年ではなかったでしょうか？ 

特段の事件もなく、大きな災害も無く、非常に平凡な良い年だったと思いま

す。 

突然ですが、「鏝絵」をご存知でしょうか？  

 

 

漆喰で「家紋」を作り蔵の妻壁に付けたり、お寺に「龍」が作られ奉納されたり

しています。 

しかし、出雲には無い建築の文化です。 技術です。 

何故無いかと言うと、出稼ぎに出る必要が無く、技術を持ち帰った者がいなか

ったそうです。 

出稼ぎに出なくていいほど、出雲の国は衣食住や仕事が満ち足りていたから

だそうです。 

まさに平凡で住みやすい国だったようです。 

今も昔も、出雲の国は住みやすい土地だったようです。 

本日は忘年会です。 

大いに楽しみ、懇親をさらに深めて頂きますようお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■■■ 幹事報告 ■■■   

１．出雲一畑交通㈱平田営業所様よりお歳暮を頂戴いたしました。 

２．例会変更 

   ○出雲RC    2020/2/18（火）  夜の例会  

      ビジター受付   11：30 ～ 12：30  ホテル武志山荘 

   ○出雲南RC  2020/1/17（金）  職場訪問例会 

             2020/1/31（金）  夜の例会  

      ビジター受付   11：30 ～ 12：30   

              出雲ロイヤルホテル ロイヤルパレス 2F「桐の間」 

  注）出雲ロイヤルホテル耐震工事のため、令和２年１月～２月末までの間 

     事務局は現在の 1F から宴会場2F に移動 

     サイン受付の際には、ご注意下さい。 

３．休   会 

   ○出雲RC    2020/1/14・2/25（火）  定款による 

      ビジター受付  な   し              

   ○出雲南RC  2020/1/3（金）  定款による 

      ビジター受付  な   し     

■■■ スマイル ■■■   

持田稔（本日は忘年会にお出かけ頂きありがとうございます。短い時間で 

が大いに盛り上げ、親睦を一層深めて頂きますようお願い致します。） 

釜屋 （忘年例会にようこそ。） 

石原俊（本日の忘年会よろしくお願いします。 本日は所用にて遅参しまして

失礼しました。） 

 



■■■ スピーチ・例会行事 ■■■ 

 

 

 

乾 杯 

 

 

 

 

新入会員紹介  重親会員 

 

 

 

 

在籍 10 年バッチ贈呈 

 

 

 

 

余興 手相診断 

 

 

 

 

 

歳 末 募 金 

 

 

 

 

 

 

 

シクラメン鉢植え贈呈 

 

 

 

 

手に手つないで 

 

 

 

 

 

忘  年  例  会 


