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2021-2022 年度 

国際ロータリー会長／ シェカール・メータ     会長／ 堀江 卓男   副会長／ 杉原 朋之 

２６９０地区ガバナー／ 岩﨑 陽一       幹事／ 土江 光二   会 計 ／ 佐々木哲也 

 
■■■ 例会プログラム ■■■  

例 会 日 卓 話 者 演  題 

12 月 23 日 会員 多久和 優美 新入会員スピーチ 

12 月 30 日 休  会  

1 月 6 日 休  会  

1 月 13 日 ホテルほり江 18：30～ 新年例会 

1 月 20 日 会員 槇野 良文 会員スピーチ 

■■■ 出席報告 ■■■   

会員数 出席者数 欠席者数 出席率 

38 30 8 (3) 85.71 % 

■■■ 欠席者 ■■■   

神田／小汀／松浦／石原輝／園山 （牧野／黒田／原泰） 

■■■ 来訪者 ■■■   

な  し 

■■■ メークアップ ■■■ 

12/17 内田・大島卓(出雲南) 

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

■■■ 次回例会受付当番 ■■■   

（1 月 13 日）     重親政継／田中浩史／恒松克己 

（1 月 20 日）     原 伸雄／内田節夫／福田磨寿穂 

■■■ 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  1/24・31 12/27(－)  

1/3(－)  2/21(－) 

松江南  12/27  1/3・24    

2/7・21 

火 出雲    
松江しんじ湖  12/21・28    

1/4・25  2/1・22 

水 大社  1/5(－)  1/12  松江  1/26   

木 (－) ； ビジター受付 なし 
松江東  12/23・30(－)  

1/6(－)  1/27  .2/10(－) 

金 
出雲南  12/24・31(－)    

1/14・21 
 

■■■ 会長挨拶 ■■■   

今年最後の例会となりました。 

先日、忘年例会で頂いた歳末福祉募金をるんびにぃ苑さんと万田の郷さ

んへ私と土江幹事、社会奉仕委員長の福田さんと持って行き、寄付をさせ

て頂きました。両施設ともにお話の中心はコロナで、特に万田の郷さんは大

変でしたと言っておられました。 るんびにぃ苑さん８０床でスタッフ１００人、

万田の郷さん３００床でスタッフ３００人の施設でありますので感染対策が

大変なのが分かりました。 

 話は変わりますが、原泰久会員ですがしばらく休会をしておられましたが、

この度、退会届が提出されましたので土江幹事と原泰久会員の所に行き

お会いしてきました。１２月６日に退院されていましたので自宅でお会いし

お話をさせて頂きました。少し足を引きずる感じで出てこられ、体は元気そ

うで笑いながら普通にお話をしましたが、所々言葉が出なかったり、と後遺

症があるように感じましたし、ご本人や奥さんも言っておられました。 

残念ですがこの度の退会はしかたないと感じたところであります。皆さんによ

ろしくとの事でありましたのでお伝え致します。 

 さて、皆さんにとって今年一年どんな年でありましたでしょうか。私は、うど

ん屋を開店し、ロータリーの会長もさせて頂き内容の濃い一年でありました。

今年もコロナで仕事もロータリーも振り回された一年でありました。来年こそ

は、コロナも収まり仕事もロータリーもコロナ前の時のように活気が取り戻せ

たらと思っております。 

皆さんにとって来年一年が健康で良い年になる事を願って挨拶とさせて頂

きます。 

本日の例会行事は、多久和会員のスピーチです。楽しみにしております。

本日もよろしくお願い致します。 

■■■ 幹事報告 ■■■  

１．会費の引落し   1/ 7  57,000 円 （1．2．3 月分） 

２．ホテルほり江様よりお歳暮を頂きました。 

３．忘年例会に皆様から頂戴しました募金を１２月２１日(火)に堀江会長、

福田社会奉仕委員長、土江幹事で「万田の郷」「るんびにぃ苑」へ  

お届け致しました。 

４．岩﨑ガバナー事務所 年末年始休業期間 

2021 年12 月28 日（火）～2022 年1 月4 日（火） 

５．友末ガバナーエレクト事務所・ロータリーの友事務所 年末年休業期間 

2021 年12 月29 日（水） ～ 2022 年1 月5 日（水） 

６．事務局 年末年始休局 

2021 年12 月30 日（木） ～ 2022 年1 月5 日（水） 

■■■ 理事会決定事項 ■■■  

原 泰久会員より退会届が提出され受理致しました。 

■■■ スマイル ■■■   

堀江 （今年一年お世話になりました。来年もよろしくお願い致します。 

多久和会員のスピーチ楽しみにしております。） 

土江 （本日の卓話会員のスピーチ楽しみにしております。）  

恒松 （多久和さんのスピーチ楽しみにしています。 

今朝ミュージカル愛と地球と競売人が１０月に上演決定しました。） 

飯塚大 （るんびにぃ苑に対し貴重な歳末の福祉募金ご芳志を頂き誠にあ

りがとうございました。  

多久和会員のスピーチ楽しみにしています。） 

釜屋 （本年最後の例会ですね。 

多久和会員、スピーチよろしくお願いします。） 

來間 （多久和さん、スピーチ楽しみにしています。） 

持田祐 （多久和さん、スピーチよろしくお願いします。） 

三好 （今年一年大変お世話になりました。 

多久和会員、スピーチ楽しみです。） 

多久和 （今日は新入会員スピーチの場を与えて下さりありがとうございま

す。暖かい気持ちで聴いて頂けるとうれしいです。） 



■■■ 例会プログラム ■■■   

 

新入会員スピーチ 

 ～ 多久和 優美について ～  

 

会員 多久和 優美 
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歳末高齢者福祉募金      社会奉仕委員会    

 

12 月 2 日忘年例会の際にご協力いただきました歳末高齢者福祉

募金を「万田の郷」・「るんびにぃ苑」に寄付いたしました（12月21日）。 

 
万田の郷 

 

るんびにぃ苑 


