
 

２０１９年７月５日〈金〉第１例会  第２８１０回 

例会場：益田商工会議所２階会議室  事務局 TEL23-3392 FAX23-4069 

～～～～プログラム～～～～ 

◎開会の言葉              １２：３０                廣兼幹事 

◎点鐘                                     田上会長 

◎国歌斉唱・ロータリーソング〈奉仕の理想〉 

◎四つのテスト                          ロータリー情報小委員会 

◎ゲストスピーカー＆ビジター紹介                        田上会長 

益田西ロータリークラブ会長  佐々木 真孝（ささき しんこう）様【事務用機器販売】 

幹事  尾木 啓次（おぎ けいじ）様【飲食業】 

２０１９－２０２０学年度 米山記念奨学生  李 萌（り もう）さん （出身：中国） 

島根県立大学 博士課程 北東アジア超域専攻 （カウンセラー：矢冨会員） 

★米山記念奨学金 ７月分をお渡しします。 

◎７月慶祝報告   お誕生祝：市原会員、青木久仁子会員    ご結婚祝：なし 

― 乾 杯 ― 

◎食事案内《すし正》                             青木ＳＡＡ 

★ＭＹ箸をご利用の方は｢ＭＹ箸ＢＯＸ｣に割り箸をお返し下さい。次週ＭＹ箸率を発表します★ 

◎会長挨拶                                   田上会長 

◎スマイル報告                                青木ＳＡＡ 

◎幹事報告                                   廣兼幹事 

１．次週１２日(金)例会終了後、第２回〈７月〉理事会を行います。 

２．７日(日)「第１回地区インターアクト委員会」、「クラブインターアクト委員長会議」開催（於:

出雲）。田原ＩＡＣ小委員長が出席されます。 

３．７月のロータリーレートは、１ドル＝１０８円です（６月レート１ドル＝１１０円）。今年

度からロータリーレートの発表は毎月初めとなりました。 

４．配付物･･･『ロータリーの友』７月号（P36古瀨ガバナー掲載、P56ポリオ｢撲滅｣→｢根絶｣に

変更）、ガバナー月信 Vol.１（P11地区ホームページ URL訂正→[正] www.rid-2690.com）、 

ガバナー月信用ファイル  

５．その他 

◎委員会報告                            クラブ管理運営委員会 

総 員 出 席 欠 席 長 欠 Ｍ Ｕ 出席率 

１９名 名  名  名  名  ％  

◎スピーチ           「年度はじめにあたって」 

  田上会長 

  廣兼幹事 

  青木ＳＡＡ 

◎閉会点鐘               １３：３０               田上会長 

 

ＭＵ 7/3（益田西ＲＣ）田上会員、廣兼会員 

創立Ｓ３６年 1 月２４日 THE ROTARYCLUB OF MASUDA 承認Ｓ３６年３月１６日 

会長 田上尚志 副会長 村木 繁 幹事 廣兼重孝 副幹事 久城恵治 会計 岩本 誠 ＳＡＡ 青木久仁子 

http://www.rid-2690.com）、


益田ロータリークラブ 前例会記録 <６月２１日> 

2018-2019年度最終例会『トラットリア･スタジオーネ』 
 

◎新入会員入会式 

日新建設 株式会社 常務取締役  宮地 幸浩（みやじ ゆきひろ）様 

【職業分類：総合建設業】 （スポンサー：田上会員） 

 

◎２０１８－２０１９年度 出席１００％会員表彰（１３名） 

田原会員、佐々井会員、右田会員、矢冨会員、高橋会員、永島会員、増野会員、 

青木正美会員、市原会員、田上会員、村木会員、廣兼会員、岩本会員 

 

◎次期会長、幹事へ バッジ、ゴングの引継ぎ 

 

◎会長へ今年度テーマ幕の贈呈 

 

◎会長挨拶                                   市原会長 

  皆さん こんにちは。 

  とうとうこの日が来ました。 

  思えば会長になったときはドタバタで初めての誕生日、慶祝報告も以前はなにげなく見ていた

のでいざやるとなるとどういう風にやっていたかできなく、あたふたしたのを覚えています。 

  最初は“ガバナー補佐”という耳慣れないことばを“瓦そば”と聞き間違え家内に笑われたこ

のような私を皆さまはこの一年支えていただき大変ありがとうございました。 

  また本日は出席しておられませんが高橋会員におかれましては本日で御勇退ということでガ

バナー補佐等をやっていただき長い間ありがとうございました。 

  そして本日宮地様に益田ロータリークラブに入会していただき私の最後の会長としての例会

になり嬉しさと安心を感じます。 

  おかげで無事会長年度を終えることができました。 

  田上年度では出席、参加等できる限り協力させていただきます。 

  昨日第５グループのガバナー補佐、会長、幹事会が江津ＲＣ主幹のもと、益田西クラブの齋藤

会長、村上幹事と一緒に、村木幹事と参加してきました。 

  大田も江津も浜田も益田西もみんな最終例会を終えていて晴れ晴れとしていました。 

  各会の報告をして最後に砂田ガバナー補佐の謝辞で「最終例会は終わりでなくまだ道半ば」と

言われていましたが、それでもみんなホットした感じでした。 

  みなさんには地区大会、ＩＭ等の対外事業、ＥＭ菌のプール清掃、春日山登山、大喜庵清掃他

の事業に多数参加いただきありがとうございました。 

  毎週のあいさつがなくなるのできっと今度は１週間が長く感じると思います。 

  本当に１年間ありがとうございました。 

 

◎幹事報告 

１．次年度第１回〈６月〉理事会報告 

 ①７月例会予定について（予定表添付） 

 ②会員退会届について･･･高橋会員６月末退会を 承認。 

③ＩＡ指導者講習会について･･･１１月９日(土)･１０日(日)｢国立三瓶青少年交流の家｣にて開

催。ロータリアンの宿泊先は｢さひめ野｣とする。７月２３日(火)会場下見を実施。 

④委員会構成について･･･会員退会、新入会を反映させる。ＩＡＣ小委員会を補充する。 

⑤創立６０周年について･･･委員長：市原会員。実行委員：田上会員、村木会員、増野会員｡ 

⑥その他･･･1.２０２０－２１（村木会長）年度に創立６０周年、第５グループガバナー補佐輩

出（右田会員を推薦）、第３・４・５グループ合同ＩＭのホスト に当たる。 

2.ロータリーで旅行を企画してはどうか？他のクラブへ訪問など。 

２．次週２８日(金)は年度末休会。次回例会は新年度第１例会７月５日(金)１２:３０～です。 

３．その他 



 

◎委員会報告                            クラブ管理運営委員会 

総 員 出 席 欠 席 長 欠 Ｍ Ｕ 出席率 

２０名 １４名 ４名 ０名 ２名 ８０％ 

 

☆☆☆懇☆親☆会☆☆☆ 

☆開会挨拶                        村木幹事 

☆乾  杯                        市原会長 

   ☆懇 親 会 

☆万歳三唱                       田上副会長 
 

 

◎スマイル報告 

＊一年間本当にお世話になりました。……市原会員（多額） 

 

＊宮地様ご入会おめでとうございます。出席１００％表彰の皆様おめでとうございます。 

……田上会員 

 

＊宮地幸浩さん、入会おめでとうございます。最終例会、今年度一年間お世話になりました。新

年度もよろしくお願いします。……村木会員 

 

＊２０１８－２０１９年度最終例会 市原会長おつかれ様でした。新入会員 宮地様、今後ともよ

ろしくお願いします。出席１００％表彰ありがとうございます。……廣兼会員 

 

＊宮地会員、ようこそＲＣへ。宜しく御願い致します。市原会長、一年間お疲れ様でした。田上

会長、これから宜しく御願いします。……久城会員 

 

＊①宮地様 入会ありがとうございます。 

②出席１００％うれしいです。……佐々井会員 

 

＊①前回欠席 

②最終例会を無事迎えました。……右田会員 

 

＊①出席１００％達成、ありがとうございます。 

②新会員 宮地様、よろしくお願いします。……矢冨会員 

 

＊１００％感謝、本日最終例会 役員の皆様お疲れ様でした。……永島会員 

 

＊①市原会長、一年間お疲れ様でした。 

②例会１００％出席 ありがとうございます。……増野会員 

 

＊今年度最終例会、１年間 皆様ありがとうございました……青木正美会員 

 

＊①市原会長様、会員の皆様 １年間お疲れ様でした。宮地様、よろしくお願いします。 

②出席１００％？？頑張りました。……岩本会員 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

２０１９．７．１～２０２０．６．３０ 

 

益田ロ－タリ－クラブ 
理事・役員・委員長・委員名簿 

 

  

 

委 員 会 名 小委員会名 小委員長 委     員 

会員勧誘 

増野泰樹 

  

田原裕司  森本恭史  佐々井智惠子 

右田 明   矢冨邦久  永島一忠 

青木正美  市原 浩   田上尚志 

村木 繁   廣兼重孝  大畑雅之 

永瀬貴史  宮地幸浩 

クラブ広報 

田上尚志 ホームページ・広報 田上尚志 久城恵治  松本結衣 

ロータリー情報 市原 浩 青木久仁子  大畑雅之 

クラブ管理運営 

村木 繁   岩本 誠  永瀬貴史  宮地幸浩 

奉仕プロジェクト 

永島一忠 プロジェクト 森本恭史 松本結衣  廣兼重孝 

ＩＡＣ 田原裕司 青木正美  久城恵治 

ロータリー財団 

矢冨邦久   田上尚志 

 

 

〔地区委員〕 

地区インターアクト委員会 委員  田原裕司 

 

 

理 

事 

会 

会 長  田上尚志    副会長  村木 繁    幹 事  廣兼重孝    副幹事  久城恵治 

Ｓ・Ａ・Ａ  青木久仁子    会 計  岩本 誠    直前会長  市原 浩 

理事  佐々井智惠子    理事  矢冨邦久    理事  永島一忠    理事  増野泰樹 


