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2022-2023 年度 

国際ロータリー会長／ ジェニファー・ジョーンズ    会長／ 杉原 朋之   副会長／ 清原 正幸 

２６９０地区ガバナー／ 友末 誠夫         幹事／ 大島 淳司   会 計 ／ 小汀 泰之 

 
■■■ 例会プログラム ■■■  

例 会 日 卓 話 者 演  題 

10 月 6 日 会 員 恒松 克己 会員スピーチ 

10 月 13 日 休  会  

10 月 20 日 社会奉仕委員会 地区補助金事業 

10 月 27 日 議長 杉原朋之 年次総会 

11 月 3 日 休  会  (祝 日)  

■■■ 出席報告 ■■■   

会員数 出席者数 欠席者数 出席率 

35 28 8 (2) 81.82 % 

■■■ 欠席者 ■■■   

 石原俊／持田祐／林／小汀／多久和／園山 （牧野／黒田） 

■■■ 来訪者 ■■■  な し 

■■■ メークアップ ■■■   

10/1 杉原・大島 （津山 地区大会）   

12/2 杉原・大島淳・清原・松浦・恒松・高砂・來間・土江・神田 

荒木・遠藤 （津山 地区大会） 

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

■■■ 次回例会受付当番 ■■■   

（10 月 27 日） 荒木克之／土江光二／恒松克己 

（11 月 10 日） 遠藤 寛／福田磨寿穂／原 孝士 

■■■ 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     松江南  10/31  11/21 

火 出雲  10/18  10/11(－) 松江しんじ湖  10/11・18  11/1・29 

水 
大社  10/12  11/16  

11/9・30(－)   
松江  10/26・11/30(－)   

木 (－) ； ビジター受付 なし 松江東  10/13・11/24(－)   

金 出雲南  10/7・14    

■■■ 会長挨拶 ■■■   

皆さんこんにちは・・・ 

先日、10 月1，2 日津山市で 2690 地区の地区大会が開催されました。 

早朝より参加していただいた会員の皆様、また登録をしていただきました会

員の皆様、この場をおかりして厚くお礼申し上げます。 

大会ではいいニュースがありました、本会議の地区大会表彰で「ロータリー

財団地区奉仕賞」、メジャードナーを恒松会員が受賞され、また平田ロー

タリークラブも「地区目標達成賞」を受賞いたしました。 

3 年ぶりに懇親会もあった地区大会でしたが、大会自体をもう少しコンパク

トにすべきではないかと思います。またもう一度、地区大会を見つめ直す必

要があると感じました。 

来年は松江で開催されます。またみなさんと一緒に参加したいと思います。 

さて、新型コロナの第7波もピークアウトしつつあり、今月11日より新たな全

国旅行支援が始まります。 

これまでの地域限定のエリア割から全国の範囲に割引対象が広がるという

ことで、ここ数年で一番の人の動きがあることが予想されます。 

この機会に少しでもリフレッシュするのも良いかと思います。 

また人の動きが変わるという事は世の中の情勢や流行も変わっていく可能

性が高いです。 

こういう時こそ新たなビジネスチャンスが生まれるのだと思いますので日々の

情報にもアンテナを立てていくことが大切だと思います。 

 

■■■ 幹事報告 ■■■  

１．ロータリーレートの変更  10/1 より  １ﾄﾞﾙ１４５円 (現行１３９円) 

２．地区大会において表彰 (2021－22 年度) 

  ☆地区目標達成賞  (R 財団の年次基金への寄付 １人150 ドル 

以上達成クラブ) 

  ☆R 財団地区奉仕賞 メジャードナーレベル 1  恒松克己 会員 

(累計寄付10,000 ドル以上) 

 

３．地区ガバナー 友末誠夫様、地区大会実行委員長 須江英典様より

地区大会参加のお礼状を頂きました。 

(回覧の 10/2 津山朝日新聞夕刊地区大会開催掲載) 

４．例会変更 

   ○ 大社RC   11/16(水) 18：30～ 神在月例会    

会場：島根ワイナリー 

       ビジター受付 11：30～12：30  事務局 

５．休  会 

   ○ 大社RC   11/9・30(水)  定款による  

       ビジター受付  な  し 



６．世界ポリオデー2022 サイクルプロジェクトのご案内 (資料回覧) 

    2750 地区宮崎陽市郎GE(東京三鷹RC)が、エンド・ポリオをアピール

する目的で、自転車で日本縦断(日本海側)をされます。 

2022.10. 1 宗谷岬 (稚内)   スタート 

2022.10.16 雲州平田駅  13：30 着 予定 (ご挨拶) 

2022.10.23 佐多岬 (鹿児島)  ゴール 

   10/ 16(日)ご都合の良い皆様お出かけ頂き、ご声援お願い致します。 

７．事務局引っ越し 11/3 (木 祝日) 

昨日までに次年度役員・理事の立候補、推薦がございませんでしたので 現

理事をもって指名委員と致します。 

 

■■■ 理事会決定事項 ■■■   

10/20(木)実施の地区補助金事業について 承認可決 

 

■■■ 委員会報告 ■■■   

出席・親睦委員会 ： 10 月の会員誕生 ・伴侶誕生 ・結婚記念 祝い 

 

社会奉仕委員会 ： 10/20(木) 地区補助金事業例会のご案内 

  [当日の流れ] 

集合場所  ：  愛宕山公園中央広場 

服 装  ：  ロータリーポロシャツ または ブルゾン 

８：００   例会  

８：１５   中央広場、ちびっこ広場清掃 

９：１５   会場準備 

１０：００   寄贈式開会 

１０：３０   閉会 解散 

皆様、ご参加・ご協力お願い致します 

 

■■■ スマイル ■■■   

杉原 （先日は津山にて地区大会お疲れ様でした。たくさんのご登録ありが

とうございました。 

恒松会員スピーチ楽しみにしています。よろしくお願い致します。）  

大島淳 （恒松会員スピーチよろしくお願いします。）  

 

 

恒松 （スピーチの時をありがとうござ

います。 

地区から メジャードナーの

表彰をうけました。）  

 

 

 

 

 

持田稔 （恒松先生、本日はスピーチよろしくお願いします。）  

荒木 （先日の津山の地区大会お疲れ様でした。）  

遠藤 （先日、地区大会では大島幹事、松浦副幹事には大変お世話に

なりました。） 

 

■■■ 例会プログラム ■■■ 

会員スピーチ 

会員 恒松 克己 

 

 

 

 


