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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
各委員長
7 月 11 日
7 月 18 日 ガバナー補佐 吾郷紘一様
前年度会計 河原 治子
今年度会計 石原 輝男

7 月 25 日

■■■ 出席報告 ■■■
会員数 出席者数 欠席者数
41
32
9 (3)

クラブ協議会

決算・予算

出席率
84.21 %

前回補正出席率

―

%

■■■ 次回例会受付当番 ■■■
（7 月 25 日） 小村益造／大島 治／大島卓爾
（8 月 1 日） 福田磨寿穂／園山 繁／曽田敏康
■■■ 近隣クラブ例会情報 （メークアップを考えましょう） ■■■

水
木
金

大社

松江南
松江し ん じ 湖 7/16 8/13
8/27

7/24 7/31 8/21 8/28
8/14(休)

そういえば、私は以前インドへ眼鏡を寄贈したとき、ガヤ・ロータリークラブの方々に
出会い、 同じバッチを着けていることですぐに親しくなれた経験があります。
ロータリーのご縁はよいものと感じております。

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

出雲

（２）私の用意はできています。何時でも、あなたのために奉仕できます。
（３）私は受ける以上のものを、あなたに与えます。私は人のために奉仕します。

園／園山／三好／曽田／福田／土江 （山根／牧野／木村）

火

副会長／ 内田 節夫
会 計／ 石原 輝男

（１）あなたは、私を信用していただいて結構です、私は信用に値する者です。

クラブ協議会 (行動計画発表)

■■■ 来訪者 ■■■
な し
■■■ メークアップ ■■■
な し

出雲中央

会長／ 飯塚 大幸
幹事／ 佐々木哲也

「ロータリアンが徽章を付けているときは、次のことを意味している。

演題

■■■ 欠席者 ■■■

月

（土・日曜・祝祭日 休局）

松江 8/14 8/28
松江東

出雲南

■■■ 会長挨拶 ■■■
ロータリーの徽章
ロータリーは、職業奉仕がその基本にあります。
平田クラブにおいても、会員諸氏はそれぞれの分野のエキスパートの集合であり、
その分野を通じて社会に奉仕を尽くすのが努めであります。

本日はクラブ協議会です。どうそよろしくお願いします。

■■■ 幹事報告 ■■■
１．例会変更
松江 RC 8/28(水) → 8/27(火)松江 4RC 合同例会 (夜間)
受 付 12：00〜12：30 定例会場 (ホテル一畑)
松江しんじ湖 RC 8/27(火) 松江 4RC 合同例会 (夜間)
受 付 12：00〜12：30 定例会場 (すいてんかく)
２．休 会
松江 RC 8/14(水) 定款により
受 付 12：00〜12：30 定例会場 (ホテル一畑)
松江しんじ湖 RC 8/13(火) 定款により
受 付 12：00〜12：30 定例会場 (すいてんかく)
３．地区大会のご案内 (パンフレット配布)
日 時 10/6(日) 10：00〜 津山総合体育館
登録料
10,000 円
申込締切 8/2(金) 登録変更締切 9/2(月)
４．次週は例会終了後、吾郷紘一G補佐クラブ協議会となっております。
入会 3 年未満の会員は、オブザーバー出席可能ですので都合をつ
けて出席をお願い致します。
新入会員候補者の紹介
小松博幸様 Ｓ35．8．15 生
株式会社 山陰合同銀行平田支店 支店長
クラブ細則第 13 条第 5 節により 意義のある方は本日より７日
以内に書面をもってお申し出下さい。

よって、私は今年度の例会での挨拶は、仏教に関わる話しと、ロータリーを学びな
がらロータリーの話しをしたいと思います。
ロータリーの徽章は、１９０５年（明治３８年）にシカゴロータリークラブ会員で、彫刻
家のモンタギュー・Ｍ・ベアがデザインした馬車の車輪をかたどった簡素なもので、
「文明と運動」を象徴するものだったそうです。
最初の頃は、多くのクラブがこれに少し手を加えたものを徽章として採用していまし
たが、1910 年に徽章の意匠を募集し、1912 年の大会で、金色とロイヤルブルーの
歯車を、正式の徽章として制定しました。
その後、幅と歯数が変わり、楔穴が付けられ、1923 年（大正 12 年）に、６本の幅、
２４の歯輪およびーつの楔穴のある今日の徽章が定められています。
ところで、仏教には「法輪」という世界で使われている、似たような印があります。
それは、ブッダの教えが車輪が転がるように伝えられ広まって行くことから、名前がつ
かられています。
同じ「円」であり、なにかの「縁」ロータリーの徽章の着用は、ロータリアンの誇りを示
すと同時に、その責任を表しています。
1993〜94 年度ＲＩ会長ロバート Ｒ．バース氏は、1993 年の国際協議会で、次の
ように述べられました。

■■■ スマイル ■■■
飯塚大 （本日クラブ協議会、よろしくお願いします。前年度 100%例
会出席の方、おめでとうございます。敬意を表します。)
佐々木 (梅雨が明け、毎日暑い日が続いています。体調管理に十
分御注意下さい。)
遠藤 （飯塚大幸、佐々木丸の船出を祝して！）
釜屋 （７月になり、体も頭も夏になりました！)
來間 (平田ロータリークラブ広報誌 季節のたより№35
皆様ありがとうございました。)
■■■ スピーチ・例会行事 ■■■

クラブ協議会 (行動計画発表)
それぞれの委員長から運営計画が発表されました。
詳しくは「2013-2014 年度 クラブ活動・運営計画報告書」をご参考にください。

