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2013-2014 年度
国際ロータリー会長／ ロンＤ・バートン
２６９０地区ガバナー／ 森本 信一
■■■ 例会プログラム ■■■
例会日
卓話者
会長
飯塚大幸
7月 4日
7 月 11 日 各委員長
7 月 18 日 ガバナー補佐 吾郷紘一様
■■■ 出席報告 ■■■
会員数 出席者数 欠席者数
41
32
9 (3)

演題
新年度会長方針 18：30〜
行動計画発表

出席率
84.21 %

前回補正出席率

89.47

%

■■■ 欠席者 ■■■
來間／園山／内田／原孝／福田／石原俊 （山根／牧野／木村）

■■■ 来訪者 ■■■
西本・亀谷・古川・井上・本常(出雲南)
布野(出雲)
堀江(松江しんじ湖)
■■■ メークアップ ■■■
6/24 大島卓・加藤喜・遠藤・加藤昇(出雲南)
***************************************************

■■■ 次回例会受付当番 ■■■
（7 月 18 日） 園
裕／持田稔樹／小汀泰之
（7 月 25 日） 小村益造／大島 治／大島卓爾
■■■ 近隣クラブ例会情報 （メークアップを考えましょう） ■■■
月
火

出雲中央
出雲
大社 7/24 7/31 8/21 8/28
水
8/14(休)
木
金 出雲南

松江南
松江しんじ湖

7/16

松江
松江東

■■■ 会長挨拶 ■■■

「ロータリーを活かそう」
平田ロータリークラブは、本年度、創立４０周年を迎えます。昭和４９年
（１９７４）５月３０日、チャーターメンバー２３名、出雲南ロータリークラブが
スポンサーとして設立いたしました。地域に根ざした奉仕活動の灯を受け
継ぎ、次の１０年に向けてしっかりと新たな奉仕の道を歩んで行きたいと思
います。
クラブテーマは、「ロータリーを活（い）かそう」をとさせていただきました。私
たちは「ロータリーに入ってよかった」と心から喜びを感じることができるよう、
ロータリーを楽しみ、ロータリーを活かす、自分に対しても、社会に対しても、
そういう節目でありたいと思います。
ロン・Ｄ・バートンＲＩ会長は、ＲＩテーマを「ロータリーを実践し みんなに
豊かな人生を」（Engage Rotary Change Lives）と定められました。私はこ
こに、仏教で言う「自利と利他」の精神を感じました。すなわち「ロータリー
の奉仕活動を行い、他人に豊かさを、そして自分も豊かに」という、分りや
すく、含蓄をかんじます。
周年実行委員会も立ち上がり、何かと多忙な一年になることと思います。
職業奉仕の原点をしっかりと押さえ、お互い素晴らしい異業種の交流をな
して、会員の一層の親睦をはかり、豊かなロータリー活動が展開されます
よう微力を尽くす所存です。会員の皆様のご協力をどうかよろしくお願いい
たします。

（土・日曜・祝祭日 休局）

会長／ 飯塚 大幸
幹事／ 佐々木哲也

副会長／ 内田 節夫
会 計／ 石原 輝男

■■■ 幹事報告 ■■■
１．例会変更
大社 RC 7/24(水) 早朝例会 ６：30〜 稲佐の浜清掃奉仕
7/31(水) → 8/1(木) G 公式訪問合同例会
8/21(水) 家族会 18：30〜 ガーデン桃山
8/28(水) → 8/30(金) 5RC 合同例会
18：30〜 出雲ロイヤルホテル
受 付 11：30〜12：30 事務局
２．休 会
大社 RC 8/14(水) 定款により
受 付 なし
３．ロータリーレートの変更 ７/1 より 1 ドル 99 円 (現行 100 円)
４．森本信一ガバナー事務所開所 (津山市)
7/1 より (6/30 までエレクト事務所)
５．松本裕二ガバナー・エレクト事務所開設 (益田市)
7/1 より (6/30 まで準備室)
６．平田ライオンズクラブ新役員の方、ご挨拶に来訪。
会長 狩野正文様、幹事 槇野博巳様、会計 岡 幸雄様
７．桐原会員から退会届が提出され、6 月 30 日退会を了承しました。
８．大谷良治様の入会に対し意義の申し立てがございませんでしたので
入会が決定致しました。
９．例年通り、7〜9 月および翌年 6 月を、クールビズ期間とします。
１０．歴代会長会 開催のお知らせ
7／9（火） 18：30 〜 ホテルほり江
■■■ 理事会決定報告 ■■■
１．平田まつり協賛金および一畑薬師マラソン協賛金を、例年通り拠出
することに決定。
２．盆休み・正月（年末年始）休みの扱いについて、クラブ定款 6 条に規
定された「一般に認められた祝日」とし、1 年に取りやめることができる
4 回とは別扱いとするとすることを決定。
３．夜間例会開催時の自己負担金について、１回あたり 2,000 円の自己
負担を決定
４．米山記念奨学会 今年度の寄付金額について。
従来、１人年間 3,000 円の寄付に留まっていましたが、今年度から
半期1,000 円ずつ、年間2,000 円を、7 月と 1 月の会費徴収時に負
担いただき、年間 5,000 円の普通寄付とすることを決定。

■■■ 新会員 入会式 ■■■
大谷 良治 会員

Ｓ 40．11．11 生

大谷印刷企画 代表
職業分類 ： 印刷企画
推薦者 ： 遠藤 栄 ・ 園

裕

所属委員会 ： 出席親睦委員会

■■■ 委員会報告 ■■■
出席・親睦委員会： ７月の会員誕生・伴侶誕生・結婚記念お祝い

■■■ スマイル ■■■
飯塚大 （一年間どうぞ宜しくお願い致します。黒田前会長、釜屋前
幹事さま一年間本当にお疲れさまでした。
大谷良治さまの入会を祝して。)
佐々木 (2013 年度がはじまりました。理事、役員、委員長さんはじ
め会員の皆さん一年間よろしくお願い致します。
大谷良治会員、ご入会ありがとうございます。)
黒田 （前年度は色々とお世話になりました。また飯塚丸、佐々木丸
の船出を祝して。）
卓
大島 (前年度黒田会長他理事、役員の皆さんご苦労さまでした。
今年の飯塚会長他皆さん、よろしくお願い致します。)
槇野 (飯塚丸の船出を祝して。)
伊藤 (飯塚大幸会長、佐々木幹事 お世話をかけます。)
田中久 (飯塚丸、佐々木丸の出港を祝して。)
大島治 (飯塚会長、佐々木幹事さんのスタートを祝って)
飯塚詔・持田稔(飯塚大幸会長、佐々木幹事のご活躍を祈念して。)
小村 (新飯塚会長出発おめでとうございます。)
河原 (黒田前会長、幹事様 お疲れさまでした。)
石原輝 (飯塚会長、佐々木幹事の新年度(40 周年)スタートを祝し
て。)
遠藤 (大谷良治君の入会を祝して！ 黒田、釜屋丸一年間無事
事故なくご苦労でした。)
高砂 (平田 RC 丸 飯塚艦長、佐々木指令長他役員様の船出を
祝して。)
祐
持田 (飯塚会長様、佐々木幹事様始め、新執行部の門出をお
祝い申し上げます。皆様よろしくお願い致します。)
板垣 (黒田前会長、幹事様お疲れ様でした。今年度飯塚会長、幹
事様には大変お世話になります。よろしくお願いします。
私も入会して一年が経ちました。皆様、今後共よろしくご指導
下さいませ。)
田中浩 (飯塚会長、佐々木幹事、清原 SAA 一年間よろしくお願い
いたします。)

園

(陸前高田市慈恩寺和尚、古川敬光氏に来春ご来島のお願
いの挨拶に行ってまいります。)
來間 (本日は欠席失礼します。 7/1(月)季節のたより№35 発行す
ることができました。副 SAA よろしくお願い致します。
清原 (SAA お願いします。)
■■■ スピーチ・例会行事 ■■■

初 例 会 懇 親 会

