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2020-2021 年度 

国際ロータリー会長／ ホルガー・クナーク      会長／ 釜屋 治男   副会長／ 堀江 卓男 

２６９０地区ガバナー／ 菊池 捷男        幹事／ 原  泰久    会 計 ／ 槇野 良文 

 
■■■ 例会プログラム ■■■  

例 会 日 卓 話 者 演 題 

7 月 30 日 
前年度会計 板垣文江 

今年度会計 槇野良文 

前年度 決算報告 

今年度 予算報告 

8 月 6 日 卓話なし  短縮例会 

8 月 13 日 休  会  

8 月 20 日 卓話なし  短縮例会 

   

■■■ 出席報告 ■■■   

会員数 出席者数 欠席者数 出席率 

41 33 8 (5) 91.67 % 

■■■ 欠席者 ■■■   

飯塚俊／大谷良／園山 （牧野／遠藤／伊藤／河原／大谷厚） 

■■■ 来訪者 ■■■   

 北島・岩石（大社） 林・小川(出雲南) 

■■■ メークアップ ■■■   

 7/28 釜屋・原泰(出雲)  7/29 釜屋・原泰(大社) 

*********************************************************** 

■■■ 次回例会受付当番 ■■■   

（8 月 6 日）  三好洋平／原 伸雄／原 孝士 

（8 月 20 日）  大島卓爾／堀江卓男／飯塚大幸 

■■■ 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  8/17(－) 松江南   8/24・31 

火 出雲  8/11(－) 松江しんじ湖   8/11・25   

水 大社 8/5  8/12(－) 松江   8/12  

木 (－) ； ビジター受付 なし 松江東  8/13(－) 

金 出雲南  8/14(－)  8/2１  

■■■ 会長挨拶 ■■■   

本日は、将棋の話をします。 

今期の順位戦も藤井聡太七段は、“無双状態”無傷の３連勝 通算でも

３２勝１敗です。 

７月１６日に最年少でタイトルを獲得した藤井棋聖ですが、明らかにB級２

組の順位戦のレベルではないと思われます。 

８月４、５日には王位戦七番勝負の２連勝中第３局に登場する藤井棋聖。

初タイトルで日本中を大いに沸かせました。 

最近のテレビ番組ではにぎやかですが、藤井聡太七段の強さを伝えられな

いのがワイドショーでしょうか。…出演者やスタッフが将棋を指せないことがそ

の理由と思われます。 

駒を指して、対局中の盤面がくずれることはプロではほとんどありません。 

しかし、羽生義治名人が大一番で終局直前の一手で指がふるえていた映

像がありましたが、確実に勝利されました。 

将棋は、たて９×横９＝８１ますの盤で対面（最近はシールドマスクあり）対

局します。 

８種類の駒がありますが、位の順に 歩 香車 桂馬 銀 金 角 飛車 

王将 です。 

２０駒の先手、後手で４０駒あります。相手玉を詰めるか、投了するまで指

します。終局までに４０駒のうち７駒が使われていない対局は熱戦だそうで

す。 

将棋界で最も歴史あるタイトル・名人を獲得するのは大変ですが、藤井聡

太棋聖には、名人獲得に夢をつなげて勝利を続けていただきたいと思いま

す。 

 

≪ 大社RC 北島清秀 会長 ・岩石秀一 幹事 ご来訪 ≫ 

 

≪ 出雲南RC 林 不動 会長 ・小川 敬 幹事 ご来訪 ≫ 

 

 

■■■ 幹事報告 ■■■   

１．ガバナー事務所より連絡 

「日本事務局より、備前ロータリークラブと赤磐ロータリークラブの合併申

請が、2020年6月30日付けにてRI理事会にて承認された旨、連絡が

ありました。合併後の名称は「備前ロータリークラブ」です。」 

２．会費の引き落とし  8/5  57,000 円（7・8・9 月分） 

３．持田稔樹会員メールアドレス変更のお知らせ 

    tosmoc3v62s@hit-5.net 

４．第４２回平田まつり実行委員会より 

令和２年度平田まつり開催中止のお知らせ 

５．国際ロータリー日本事務局より 

7/20(月) ～ 8/31(月) 在宅勤務のお知らせ 

６．5RC 会長幹事会開催について 

   8/31(月) 18：:30～ ゆたか亭(大社RC ホスト) 

    釜屋会長、原幹事出席致します。  

７．第３２回 出雲全日本大学駅伝(10/11(日)開催予定)  中止 

第４２回 一畑薬師マラソン縦会(10/25(日)開催予定)  中止 



■■■ 理事会決定事項 ■■■  

１．令和 2 年 7 月豪雨災害被災者に対する義援金について 

2700 地区2720 地区へ各1,000 円を決定 

２．8 月より会員の安心安全保障のため、消毒の徹底・検温を行うことを決

定  

３．出張された会員は本人判断により２週間例会欠席のお願いを決定 

(電話連絡者は出席扱いとする) 

４．9 月より通常例会(状況により変更) 

 

■■■ 委員会報告 ■■■  

プログラム委員会 ： 8 月の例会プログラム予定表配布 

 

■■■ スマイル ■■■   

北島 会長・岩石 幹事 （大社） 

（平田ロータリークラブ会長釜屋治男様、幹事原泰久様はじめ、会

員の皆様の益々のご活躍を念じます。 

大社ロータリークラブは今年度創立60 周年を迎えます。今後もご

高配賜りますようよろしくお願いいたします。)   

林 会長・小川 幹事 （出雲南） 

（平田ロータリークラブ 釜屋治男会長様、原泰久幹事様のご活

躍と、会員の皆様のご健勝をお祈り申し上げます。 

佐々木直前ガバナー補佐様、清原直前グループ幹事様 昨年度

は大変お世話になりました。今年度、出雲南は林と小川で頑張り

ますのでよろしくお願い致します。) 

釜屋 （大社クラブ北島会長、岩石幹事、出雲南クラブ林会長、小川幹

事、ようこそいらっしゃいました。）  

原泰 （大社クラブ北島様、岩石様 ご来訪ありがとうございます。昨日もお

世話になりました。出雲南クラブ林様、小川様、ご来訪ありがとうご

ざいます。）  

佐々木 （大社RC北島会長、岩石幹事、出雲南RC林会長、小川幹事

本日はクラブ訪問ありがとうございます。昨年度は大変お世話にな

りました。   

前年度、ガバナー事務所から寄付していただきましたフェースシール

ド、高機能マスクが、先般、医師会を通じて配布されました。感謝

申し上げます。） 

槇野 （出雲南RC林会長・小川幹事、大社RC北島会長・岩石幹事 ４

氏のご来訪を歓迎して。）  

高砂・飯塚大・石原俊 

（大社RC北島会長・岩石幹事様、出雲南RC林会長・小川幹事

様、ようこそいらっしゃいました。） 

恒松 （大社RC、出雲南RC 会長、幹事様ようこそいらっしゃいました。 

１年間御指導宜しくお願い致します。 無事梅雨が明けました。）  

 

 

 

 

 

 

 

■■■ 例会プログラム ■■■ 

「クラブ協議会」     議長 釜屋 治男 

 

２０１９～２０２０年度 決算   板垣 文江 前年度会計 

監査報告  佐々木 哲也 前年度監事 

 

承 認 

 

２０２０～２０２１年度 予算   槇野 良文 今年度会計 

 

承 認 

 


