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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 

6 月 17 日 会長 釜屋 治男 １年を振り返って  18：30～ 

6 月 24 日 休  会  

7 月 1 日 次年度会長 堀江 卓男 新年度会長方針  18：30～ 

7 月 8 日 会員 小汀 泰之 事業発展会員壮健祈願例会 

■■■ 出席報告 ■■■   

会員数 出席者数 欠席者数 出席率 

38 28 10 (5) 84.85% 

■■■ 欠席者 ■■■   

神田／加藤／板垣／石原俊／園山  

（牧野／河原／黒田／原泰／飯塚俊） 

■■■ 来訪者 ■■■  

な し 

■■■ メークアップ ■■■ 

 6/16 福田(松江)  

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

■■■ 次回例会受付当番 ■■■   

（7 月 1 日）     來間 久／黒田昌弘／久家正義 

（7 月 8 日）     重親政継／槇野良文／松浦剛司 

■■■ 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  6/28   松江南  6/21・28   

火 出雲  6/29   
松江しんじ湖  6/22・29   

7/20  8/17・24・31 

水 
大社  6/23  6/30(－)  7/28  

8/4  8/25  8/11(－) 
松江  6/23・30   

木 (－) ； ビジター受付 なし 
松江東  6/17・24  8/26  

7/1・8/12(－) 

金 出雲南  6/18    

■■■ 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：楽しめる例会にするために心配りをしていただき、あり

がとうございました。夜間例会も親睦が図られました。 

・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。スケジ

ュールの変更も迅速に対応していただきました。 

・情報・雑誌委員会：ロータリーの友の紹介業務を担っていただきました。 

・会員増強・会員維持委員会：会員数は減少しましたが、飯塚俊之委員

長は、出雲市長に就任されました。 

・クラブ広報・公共イメージ委員会：毎週の週報の作成、広報誌も作成に

当たっていただきました。 

・職業奉仕委員会：一畑薬師に職場訪問し、食事作法を学びました。 

・社会奉仕委員会：平安枝垂桜を元気にするための作業を行いました。 

くらしの生活相談会も開催しました。 

 

・国際奉仕委員会：持田委員長には、古切手回収活動に積極的に取り

組んでいただきました。 

・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いただきま

した。 

・ロータリー財団委員会：１００万ドルの食事とポールハリスフェローを奨励い

ただきました。 

・未来ビジョン委員会：中長期計画の中でのクラブリーダーの推挙と支援を

いただきました。 

・会計：会費は据え置いた中で、途中会員数の減少で大変だったと思いま

す。 

・ＳＡＡ：久家会員には、例会のスムーズな運営をしていただきました。 

・原幹事、土江副幹事には大変お世話になりました。 

・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、堀江新会長へ引き継ぎとなります。長いようで短い１年を閉じ

させていただきます。皆さん本当にありがとうございました。 

■■■ 理事会決定事項 ■■■  

飯塚俊之会員より退会届が提出され受理致しました。 

■■■ 幹事報告 ■■■   

１．例会変更 

  〇 大社RC   7/28(水) 早朝例会 6：30～ 稲佐の浜清掃奉仕 

             8/ 4(水) ガバナー公式訪問例会 12：30～   

会場：亀山会館 

             8/25(水) 早朝例会 6：30～ ラジオ体操例会 

      ビジター受付  11：30～12：30   事務局 

  〇 松江東RC  8/26(木) 松江4RC 合同例会(予定) 

      ビジター受付  12：00～12：30   ホテル一畑 

  〇 松江しんじ湖RC   8/24(火)  松江4RC 合同例会(予定)  

中止の場合は休会 

      ビジター受付  12：00～12：30   すいてんかく 

２．休   会 

  〇 大社RC   8/11(水) 定款による   ビジター受付 な  し 

  〇 松江東RC   7/1・8/12(木)      ビジター受付 な  し 

  〇 松江しんじ湖RC   7/20・8/17・31(火)  定款による 

      ビジター受付  12：00～12：30   すいてんかく 

３．２０２２年ロータリー国際大会のご案内 

     ２０２２．６．４ ～ ８  米国テキサス ヒューストン 

     ご希望の方事務局まで 

 

■■■ 委員会報告 ■■■     

次年度プログラム委員会 ： 7 月の例会プログラム予定表配布 

社会奉仕委員会 ： 間もなく次の段階の手当てを行います。 

            枝垂れ桜が満開となり、見事な姿になるよう、時間が

かかるかもしれませんが、皆さんでケアしていければと

思います。 

 



平安枝垂れ桜の手入れ （６月１７日） 

 

 

 

■■■ スマイル ■■■   

釜屋 （本日は最終例会となります。この一年間ありがとうございました。）  

土江 （釜屋会長一年間お疲れさまでした。）  

槇野 （釜屋会長始め役員の皆様、一年間大変お世話になりました。 

感謝申し上げます。）  

恒松 （釜屋会長、原幹事、土江副幹事様、ご苦労様でした。）  

内田 （釜屋会長、原幹事様、役員の皆様本年度ありがとうございまし

た。）  

佐々木 （釜屋会長、原幹事、久家SAA、三好副SAAお疲れ様でした。

土江副幹事は早期登板でしたがもう一年間よろしくお願いしま

す。）  

飯塚大 （釜屋会長、原幹事、理事役員の皆様、一年間大変お疲れさま

でした。）  

持田稔 （釜屋会長一年間お疲れ様でした。そして、理事役員会員の皆

様お疲れさまでした。間もなくオリンピックもやってくるようです。ワクチ

ン接種も全員が打ち終わり、ウィズコロナには新しい時代がきっとや

って来る事をお祈り申しあげます。) 

田中 (コロナのために大半が会員ピーチとなってしまいました。お願いした

会員の方々ありがとうございました。) 

小汀 （釜屋会長をはじめ役員の皆様、この一年ご苦労様でした。ありがと

うございました。）  

堀江 （釜屋会長一年間お疲れさまでした。会員の皆様もお疲れ様でした。

来年度よろしくお願いします。）  

來間 （会長幹事、理事役員の皆様１年間お世話になりました。お疲れ様

でした。 愛宕山のしだれ桜の件、長くかかりそうですが次年度に引

き継がせていただきます。）  

 

大島淳 （今年度出席親睦委員会の委員長をさせていただきました。大変

ありがとうございました。本日は最終例会となります。）  

原伸 （今年度青少年奉仕委員会の委員長をさせていただきました。大変

ありがとうございました。） 

 

■■■ 例会プログラム ■■■   

今年度 最終 夜間例会 

 

 

 


