
退 任 挨 拶
「退任挨拶」 会　長  竹　本　千代子　会員
　時代は平成から令和に移り、いよいよここに退任の日を迎えました。新天皇陛下と上皇さま誕生という喜ばしき時
代の変わり目に、会長を務めさせていただいたこと、大変光栄に存じます。行き届かぬ点も多 あ々ったかと思います
が、皆様のお力により、無事会長としての役目を終えることができました。思い返せば会長就任の矢先、私どもも含
め豪雨災害により甚大な被害が発生し、困難な中でのスタートとなりました。それでも皆様の力に支えられ、徐 に々
乗り越えることができましたこと、感謝いたします。梅雨のシーズンに入り教訓を生かした準備にも力を注ぎたいと思っております。今年
度スタート早 に々インターアクト地区大会のホストクラブとして、不安の中、時間の短縮をしながら無事終えることができたことが、昨日の
ようです。秋には地区大会に続き、青少年奉仕活動である「高校生による歴史文化研究フォーラム」を開催し、今回も岡山の歴史文化
の奥深さに心打たれました。また、素晴らしい人材が育っていることに感激いたしました。若い人々の学びの心や郷土愛を育むお手伝
いができる岡山北西ロータリーの活動に改めて誇りを感じました。冬から春にかけては、岡山東RC、岡山北RC、岡山西南RCはそれぞ
れ50周年、岡山後楽園RCは30周年、岡山岡南RCは25周年を迎えられ、心に残る記念式典にも参加させていただきました。そして、6
月のハンブルク（ドイツ）での国際大会への参加。また、毎週の例会の卓話やお月見、クリスマス家族例会、お花見などの家族例会も思
い出深いものとなりました。これらは、ひとえに各委員長様はじめ各委員の皆様のお力によるものです。
　山下副会長には、仕事による例会欠席と、国際大会出席による例会欠席の際、会長代行を務めていただき助かりました。入江会員
増強委員長には、6人の会員増強を目指し努力を重ねていただき、7人の素晴らしい新会員の入会が叶いました。しかしながら転勤で
の退会、一身上の都合よる退会、また、残念ながらお一人が帰らぬ人となり結果5人の方が退会となりました。岡本プログラム委員長に
は、『入りて学び、出でて奉仕せよ』を実践するプログラムに毎回心を砕いてくださり、その尊い努力により、充実した例会を重ねることが
できましたこと心から感謝いたします。西岡親睦活動委員長、福元家族部会委員長には、会員相互はもちろんのことご家族の皆様に
もクラブ活動をご理解いただけるよう手厚く、ご家族皆様の幸せを願い、特にクリスマス家族例会では心温まる運営をいただきました。
笠原出席部会委員長には、出席率向上のため努力を頂いたにもかかわらず、出席率は低迷致しました。私の不徳の致す所と深く反
省致しております。楠会報部会委員長には、読みやすい見やすい週報の発行をしていただき、岡山北西ロータリーの良さを十二分に
発信していただきました。岩本ロータリー情報委員長には、急遽、情報委員長をお願いしたにも関わらずロータリーヘの理解をより深め
る活動に真心のご尽力をいただきました。川西友好クラブ委員長には、京都朱雀RC様との実り多い交流に務 めていただき、淡路・徳
島の交流会は忘れられない思い出となりました。橘高社会奉仕委員長には、社会奉仕活動に邁進していただき、「第4回高校生による
岡山の歴史・文化研究フォーラム」では学校担当をしていただき、また 「子どもシェルターモモ」さんとの共同清掃活動などご尽力いた
だきました。平松職業奉仕委員長には、優秀な従業員を表彰する「優良従業員表彰」を実施して頂きました。また「外国人無料健康診
断・健康相談」実施に際しては、 多大なご尽力をいただきました。相原国際奉仕委員長には、済生会病院、岡山旭川RCさんとコラボ
での、「外国人無料健康診断・健康相談」を実施いただき国際奉仕事業の目的を果たすことができました。末吉青少年奉仕委員長に
は、「第4回高校生による岡山の歴史・文化研究フォーラム」を見事成功に導かれました。日笠インターアクト委員長には、新年度早々、
災害直後の状況でインターアクト地区大会のホストクラブとして無事に成功させてくださいました。横山ロータリー財団委員長には、重
要な計画を実現すべく、努力を重ねてくださり、 寄付金の増強も叶いました。小松原会場監督、日笠伸之副会場監督には、お出迎えか
らお見送りまで細やかな心遣いをくださいました。また特別会計の財源であります、皆様からの心温まるスマイルを多額にしていただき、
ジョークを交えながらの発表を見事にしていただきました。鈴木副幹事には、例会進行を歯切れよく見事に進めていただきました。仲田
幹事には、毎日のように報告、連絡、相談を、お互いにしながら、この一年を乗り切ることができました。冷静で穏やかな性格の仲田幹事
に心から感謝いたします。
　各委員の皆様をはじめ会員お一人お一人のお力をいただき、会長を務めさせていただくことができましたこと、改めて御礼申し上げ
ます。 この一年は、私の人生の中でも身に余る、思い出深い一年となりました。
　この一年、「直き・諒・多聞を友とし、クラブに友愛を」をスローガンにいたしましたが、ロータリアンの皆様の「正直、誠実、見聞豊かなお
人柄」に心打たれる日々 でした。今後も、皆様のご厚情を胸に精進を重ねてまいりたいと決意しております。
　来年度には、東京オリンピックが開催され、その翌年には私たちのクラブも三十周年記念が控えています。重要なバトンを次期山下
会長にお渡しし、これからは、会長を務めさせていただいた経験を活かし岡山北西RCのさらなる発展に努めます。この一年、本当にあ
りがとうございました。
「退任挨拶」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幹　事　仲　田　錠　二　会員
　先ずは、竹本会長、ひな壇の皆様、会員の皆様一年間大変お世話になりました。至らぬ私ですが会員皆様
のお陰で今日の日を迎えることができました。
　簡単ですが自分なりにこの一年を振り返りながら退任の挨拶としたいと思います。
　まず今年度は長年の懸案事項、６ロータリーの事務局移転というバトンを樋口前年度幹事より引き継ぎました。
ここで６ロータリーの事、事務局の事、なぜ移転をしなといけないかをあまり知らない方のためにお話をさせて頂
きます。６ロータリー事務局の移転話は５年前からあり、事務局のある木材会館の築年数が古く耐震工事もできていません。とくに火
災が起きた場合は逃げ場がなくなる構造になっています。６ロータリーで３名の人員を雇用していますが、その方々の命を守る義務
が当年度会長だけでなく雇用者であるロータリー全会員にあります。当年度にどうしても実施したかったのですが、力及ばず、６ロー
タリー事務局移転検討会議へとバトンを渡すことになりました。７月28日、29日両日でインターアクト地区大会が倉敷山陽ハイツ、北西
ロータリー主幹で行われました。台風という予想外のハプニングもありましたが、無事事故もなく終わることが出来ました。日笠インター
アクト委員長には大変お世話になりました。11月25日には地区補助金事業、第４回高校生による岡山の歴史文化研究フォーラムが
さん太ホールで14チームの高校生に参加して頂き盛大に開催する事ができました。事前の高校訪問も含め沢山の会員に参加して
頂いた事に感謝いたします。特に末吉青少年奉仕委員長には感謝しきれないぐらいお世話になりありがとうございました。12月24日
のクリスマス家族例会ではみんなでダンスを踊るなど、趣向を凝らせたものとなり西岡親睦委員長の見事な采配で楽しく過ごす事

ができました。福元家族委員長の子供たちへのプレゼントも大変お手間をかけて頂き感謝いたします。創立夜間例会・花見夜間例
会等藤木会員の細かい配慮と心温まる演出には流石プロだなと感激いたしました。４月13日・14日は京都朱雀ロータリーとの親睦旅
行に６年目で初めての参加でしたが、いままで長年の方々の親睦の御蔭で朱雀の方々は暖かく、談笑したり一緒にカラオケをしたり
と大変盛り上がり、次々年度に京都に行くのが楽しみになりました。川西友好クラブ委員長には準備の為、事前に同じコースを回っ
ていただき、感謝とともに頭が下がる思いでした。４月22日は子どもシェルターモモの方と岡山駅前の合同清掃活動を行いました。
大人の引きこもりが社会問題にもなっていますが、子どもシェルターモモは成人している方もおられ、今後も北西ロータリーで社会
復帰ができるお手伝いをしていければと思いました。橘高社会奉仕委員長には、今後ロータリアンとして社会に何を返していけば良
いかという新しい気付きを頂き感謝いたします。５月19日には第３回外国人無料検診を行いました。当日は40名ほどの外国人がこられ、
今までの米山奨学生、国際交流センターのボランティアが通訳をして下さり、米山奨学生とロータリーはこうやって繋がっていくのだな
と実感できました。何回にも渡る事前の打ち合わせを含め相原国際奉仕委員長には大変お世話になりました。４回あったＩＤＭは
岩本ロータリー情報委員長のお蔭で自分自身も大変勉強になったのと同時に、ロータリーはまだまだ奥が深い団体だなと感じることがで
きました。また、ロータリーの先輩として行動を見習っていこうと思いました。岡本プログラム委員長にはユダヤ教徒の卓話で、私の剣道の
師、広瀬佳司先生を呼んで頂きました。それ以外に靴の先生・樹木の先生・働き方改革の先生など多岐にわたる講師を卓話に呼んで
頂き、とても楽しいプログラム構成を作って頂いたことに感謝いたします。優良従業員表彰では平松職業奉仕委員長にお世話になり
ました。横山会員の職場で渡辺先生にお会いした折、ありがとうございましたと、感謝された時、これは良い事業だなと思いました。
楠会報部会委員長、性格通りのきっちりした誌面、流石だなと感謝した一年でした。入江会員増強委員長、純増６名にはなりません
でしたが、新たな7名を迎え入れ、ご協力に感謝いたします。　横山ロータリー財団委員長には好適環境水の事にご尽力頂きなが
ら、前に進めることが出来なかったので申し訳なく思います。いつか私なりにお手伝いが出来ればと思います。竹本会長、山下副会
長、鈴木副幹事、小松原Ｓ.Ａ.Ａ.、日笠副Ｓ.Ａ.Ａ.、皆様と一緒にひな壇が出来たことを誇りに思います。良かったこと、悪かったこと、
色々ありますが、北西ロータリーを良いクラブにする為に、少し落ち着いたら反省会をしましょう！！
　振り返ってみると被選理事会を含めると１年半本当にロータリーにどっぷりの日々 でした。竹本会長に正式に幹事依頼を受け、年
度が始まる前、本当に仕事と両立できるのか心配になり、前年度幹事の樋口会員に『月曜日仕事できますか』と質問した時に、『仕
事をしようとするから無理が出る、その日はまるまるロータリーだと思うと、逆に空いている時間はいっぱいあるよ』と教えて頂き、目か
らうろこでした。　
　幹事になるとロータリーの事がよく分かると言われますが、まさにその通りでした。また色々な事に参加するとロータリーが楽しく
なってくるよと言われるのもその通りでロータリーの一つの柱に親睦があるのがよく理解できました。次年度は会計となりますが、私の
出来る事で、精いっぱい北西ロータリーに、また北西ロータリーを通じて社会に貢献できればと思います。
　皆様、至らない私ですが一年間幹事をさせて頂き誠にありがとうございました。北西ロータリー会員の皆様に再度感謝を申し上
げ、幹事退任挨拶とさせて頂きます。

出席の状況　
会員数　53名（内出席免除者　１名）　出席者数　36名（内出席免除者出席　０名）　欠席者数　17名
出席率　69.23％　　前々回訂正　86.54％　　　　
欠席者　藤木, 藤岡, 五島, 樋口, 日笠（常）, 加戸, 鴨井, 小林, 児島, 小菅, 森永, 西岡, 大饗, 田原, 丹治, 氏房, 山田

会 長 報 告 会　長　竹　本　千代子
　ふり返れば早いもので、 あっという間に最終月の最終例会を迎えてしまいました。今月はロータリー親睦活動月間で
す。先日家族旅行で親睦を深めましたが、趣味というものも、仕事や世代を超えて人 を々結びつけてくれます。当クラブ
でも、ゴルフ、山登り、野球、歴史、写真などの同好会があり、絆が深まり新たな親睦が生まれています。大いに参加して
親睦を深めて下さい。
　備中松山藩の財政を建て直し、十万両の蓄財を成し遂げた山田方谷は、陽明学を実践した人物と言われています
が、その陽明学を唱えたのは、中国の儒学者である王陽明（おうようめい）です。王陽明の名言に次のようなものがあり
ます。「その好むところ見て、以てその人を知るべし。」その人の好むもので、その人の真の姿が分かるというわけです。
趣味を通して、ますます素顔のお付き合いを深めてまいりましょう。
幹 事 報 告 幹　事　仲　田　錠　二
① 先日の「新会員歓迎会」には多くの皆様にご参加いただきありがとうございました。
② 「旧ひな壇慰労会のご案内」を配付しております。
③ 他クラブ週報を回覧いたします。

スマイル報告　 　　　
ひな壇一同 : 一年間ご協力ありがとうございました。至らないところ多々あったと思いますが、会員皆様の御蔭で、

楽しくひな壇を務めさせていただきました。無事次年度に襷をお渡しすることができます。感謝！！
横山会員 : 一年間いろんな所に連れて行ってもらい、美味しいお酒も一緒に飲ませていただき楽しかったです。

ありがとうございました。
小松原会員 : スマイル200万円達成です。日笠副S.A.A.の一年間の頑張りに感謝して200万円達成のための最

後のスマイルを致します。皆様、一年間ご協力頂き、誠にありがとうございました。

岡本（和）会員 : ひな壇の皆様、一年間調和のとれた会の運営を拝見させていただきありがとうございました。ま
た、プログラム委員長として大変お世話になりました。

岡本（浩）会員 : 竹本会長はじめひな壇の皆さん、一年間大変御苦労様でした。様々思いを込めて感謝です。
次年度へも何分の御協力をお願いします。

堀川会員 : 竹本会長ひな壇の皆さん、一年間ご苦労様でした。また、スマイル表彰ありがとうございました。
坪井会員 : 都合により6月末日で退会することになりました。皆様には大変お世話になり感謝申し上げます。街で

私を見かけましたら「ヤア」と声を掛けて下さい。ありがとうございました。最後のスマイルをします。
平松会員 : 竹本千代子会長、仲田錠二幹事お二人のご高配に心から感謝申し上げます。「クラブに友愛を」を

忘れずに皆様とともに歩んでいきたいと思います。
岩本会員 : 藤木さん今日はご欠席ですが、昨日の済友会では大変お世話になりました。参加者皆様から好評で

した。やはり音楽があるといいし、演出も良かったです。ありがとうございました。
笠原会員 : 昨日野球部の皆様、お疲れ様でした。良い試合でしたが、惜敗してしまいました。日笠さん、運転あり

がとうございました。今度は勝つぞ！！
入江会員 : 会長をはじめ、ひな壇の皆様一年間お疲れ様でした。

昨日の野球に参加の会員、お疲れ様でした。惜しい試合でした。
福元会員 : 20周年の結婚記念日に花束をいただき有難うございました。山あり谷ありで忍耐を学びました。

竹本会長、仲田幹事、ひな壇の皆様、一年間お疲れ様でした。
末吉会員 : 竹本会長、仲田幹事、ひな壇の皆様、一年間お疲れ様でございました。
相原会員 : 竹本会長はじめ、ひな壇の皆様、1年間お疲れ様でした。特に仲田幹事、大変な1年間でしたね。本

当にお疲れ様でした。
森本会員 : ひな壇の皆様、1年間お疲れ様でした。

ゴルフコンペで優勝できましたのでスマイルします。
久松会員 : ひな壇の皆様、1年間ありがとうございました。また、会報部会委員長 楠さん、お疲れ様でした。
 16件 131,200円（累計 1,989,419円）

退 会 挨 拶 　　坪　井　雅　弘　会員
　この度、私の都合により６月末日をもって岡山北西RCを退会します。
入会して７年６か月になりますが、会員の皆様には大変お世話になり、誠に有難うございました。岡山
北西RCはいいクラブです。これからも若い会員の斬新なアイデアと行動力をいかんなく発揮して頂き、
益々岡山北西RCが魅力のあるクラブになる様に念じています。本当に有難うございました。
表　彰　式

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７月お祝い行事

ゴルフ同好会 ゴルフ同好会幹事　久　松　哲　生
　6月22日鬼ノ城カントリー倶楽部にてゴルフコンペを行いました。一時的でしたが雨の降る中、森本
会員が優勝されました。
優勝者　森本剛仁会員
　初めての優勝でしたが勝因は川本会員や大賀会員が参加されていないこととハンデのおかげです。
次回のコンペで2週連続優勝を目指します。

野球同好会 野球同好会　監督　笠　原　英　司
　６月23日、四国リーグに参戦して参りました。試合は接戦であり、２－
２で最終回までいき、最終的には、６－２で負けましたが、審判の方々
から久 に々良い試合だったと言われました。
　野球部の皆様も緊張感をもった試合だったので、とても良かったで
す。今後は勝ちにいきます。

第12回 理事・役員会議事録 　　　
日時　2019年６月17日㈪13：30～14：30　　場所　ホテルグラ
ンヴィア岡山４階「エメラルドの間」
１、開　会 
会　　　長　竹本千代子
 
司会・幹事　仲田　錠二
２、出席者 副　幹　事　鈴木　一生
　　竹本千代子　山下浩一　仲田錠二　鈴木一生　小松原隆代　日笠伸之　樋口芳紀　平松 信
　　橘高正剛　　相原利行　岡本和夫　西岡貞則　横山俊彦　　計13名　
３、会長挨拶 会　　　長　竹本千代子
４、協議事項
① ４月～６月のプログラムについて（岡本和夫）／承認
② 家族旅行の収支について（西岡）／承認
　　・資料に基づき説明があった
③ 年度末表彰について（仲田）／承認
　　・ホームクラブ出席100％対象者　７名

　　・スマイル表彰　５名
④出席免除について（仲田）／承認
　　・大饗会員を出席規定の適用免除とする
⑤６RC事務局移転検討会議の設立について（仲田）／承認
　　・岡山東RCの会長が議長として、

今年の６ロータリーの会長を選任し「事務局移転検討会議」を設立する
・スムーズな意思決定を行い、優良物件を確保するため事務局移転に関わる決定事項を一任する
・移転が終わり次第解散とする

⑥６RC事務局運営会議の設立について（仲田）／継続
　　・年度をまたぐ諸問題に対応するため（事務局員の雇用等）
　　　６ロータリーの前年度会長、当年会長の１２名、２年任期
⑦６RC事務局再雇用契約、並びに賞与・昇給について（仲田）／承認
⑧その他
５、報告事項
　次々年度の会長人事について
　・指名委員会等の経緯について説明があり、平松会員が再度指名された旨報告がありました
６、閉　　会 副　会　長　　山下　浩一

旧ひな壇慰労夜間例会案内 　親睦活動委員会　小松原　隆　代　会員

会 長
副 会 長
幹 事
副 幹 事
理事・Ｓ.Ａ.Ａ.
副 Ｓ . Ａ . Ａ .

山 下 浩 一
岡 本 浩 三
西 岡 貞 則
森 本 剛 仁
笠 原 英 司
楠 　 慎 平

◆理事・役員（2019.7～2020.6）
会 計
理事・職業奉仕
理事・社会奉仕
理事・国際奉仕
理事・青少年奉仕
理事・会員増強

仲 田 錠 二
氏 房 信 明
鈴 木 一 生
野 田 洋 市
山 田 喜 広
樋 口 芳 紀

理事・プログラム
理事・親睦活動
理事・ロータリー財団
直 前 会 長
次 期 会 長

堀 川 辰 也
小松原　隆　代
小 松 忠 男
竹　本　千代子
平 松 　 信

「ロータリーを楽しもう（Enjoy Rotary）」
「I’m a Rotarian!」地区のスローガン

クラブのスローガン

2019～2020年度国際ロータリーのテーマ ◆本日のプログラム ◆次回のプログラム

E-mail : hokusei@ok6rc.jp　http://okayama-hokusei-rc.jp

ロータリーは世界をつなぐ
７月１日
就任挨拶
会  長　山下  浩一 会員
幹  事　西岡  貞則 会員

７月８日
就任挨拶
副会長 岡本 浩三 会員
副幹事 森本 剛仁 会員
S.A.A. 笠原 英司 会員

副S.A.A. 楠　 慎平 会員
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退 任 挨 拶
「退任挨拶」 会　長  竹　本　千代子　会員
　時代は平成から令和に移り、いよいよここに退任の日を迎えました。新天皇陛下と上皇さま誕生という喜ばしき時
代の変わり目に、会長を務めさせていただいたこと、大変光栄に存じます。行き届かぬ点も多 あ々ったかと思います
が、皆様のお力により、無事会長としての役目を終えることができました。思い返せば会長就任の矢先、私どもも含
め豪雨災害により甚大な被害が発生し、困難な中でのスタートとなりました。それでも皆様の力に支えられ、徐 に々
乗り越えることができましたこと、感謝いたします。梅雨のシーズンに入り教訓を生かした準備にも力を注ぎたいと思っております。今年
度スタート早 に々インターアクト地区大会のホストクラブとして、不安の中、時間の短縮をしながら無事終えることができたことが、昨日の
ようです。秋には地区大会に続き、青少年奉仕活動である「高校生による歴史文化研究フォーラム」を開催し、今回も岡山の歴史文化
の奥深さに心打たれました。また、素晴らしい人材が育っていることに感激いたしました。若い人々の学びの心や郷土愛を育むお手伝
いができる岡山北西ロータリーの活動に改めて誇りを感じました。冬から春にかけては、岡山東RC、岡山北RC、岡山西南RCはそれぞ
れ50周年、岡山後楽園RCは30周年、岡山岡南RCは25周年を迎えられ、心に残る記念式典にも参加させていただきました。そして、6
月のハンブルク（ドイツ）での国際大会への参加。また、毎週の例会の卓話やお月見、クリスマス家族例会、お花見などの家族例会も思
い出深いものとなりました。これらは、ひとえに各委員長様はじめ各委員の皆様のお力によるものです。
　山下副会長には、仕事による例会欠席と、国際大会出席による例会欠席の際、会長代行を務めていただき助かりました。入江会員
増強委員長には、6人の会員増強を目指し努力を重ねていただき、7人の素晴らしい新会員の入会が叶いました。しかしながら転勤で
の退会、一身上の都合よる退会、また、残念ながらお一人が帰らぬ人となり結果5人の方が退会となりました。岡本プログラム委員長に
は、『入りて学び、出でて奉仕せよ』を実践するプログラムに毎回心を砕いてくださり、その尊い努力により、充実した例会を重ねることが
できましたこと心から感謝いたします。西岡親睦活動委員長、福元家族部会委員長には、会員相互はもちろんのことご家族の皆様に
もクラブ活動をご理解いただけるよう手厚く、ご家族皆様の幸せを願い、特にクリスマス家族例会では心温まる運営をいただきました。
笠原出席部会委員長には、出席率向上のため努力を頂いたにもかかわらず、出席率は低迷致しました。私の不徳の致す所と深く反
省致しております。楠会報部会委員長には、読みやすい見やすい週報の発行をしていただき、岡山北西ロータリーの良さを十二分に
発信していただきました。岩本ロータリー情報委員長には、急遽、情報委員長をお願いしたにも関わらずロータリーヘの理解をより深め
る活動に真心のご尽力をいただきました。川西友好クラブ委員長には、京都朱雀RC様との実り多い交流に務 めていただき、淡路・徳
島の交流会は忘れられない思い出となりました。橘高社会奉仕委員長には、社会奉仕活動に邁進していただき、「第4回高校生による
岡山の歴史・文化研究フォーラム」では学校担当をしていただき、また 「子どもシェルターモモ」さんとの共同清掃活動などご尽力いた
だきました。平松職業奉仕委員長には、優秀な従業員を表彰する「優良従業員表彰」を実施して頂きました。また「外国人無料健康診
断・健康相談」実施に際しては、 多大なご尽力をいただきました。相原国際奉仕委員長には、済生会病院、岡山旭川RCさんとコラボ
での、「外国人無料健康診断・健康相談」を実施いただき国際奉仕事業の目的を果たすことができました。末吉青少年奉仕委員長に
は、「第4回高校生による岡山の歴史・文化研究フォーラム」を見事成功に導かれました。日笠インターアクト委員長には、新年度早々、
災害直後の状況でインターアクト地区大会のホストクラブとして無事に成功させてくださいました。横山ロータリー財団委員長には、重
要な計画を実現すべく、努力を重ねてくださり、 寄付金の増強も叶いました。小松原会場監督、日笠伸之副会場監督には、お出迎えか
らお見送りまで細やかな心遣いをくださいました。また特別会計の財源であります、皆様からの心温まるスマイルを多額にしていただき、
ジョークを交えながらの発表を見事にしていただきました。鈴木副幹事には、例会進行を歯切れよく見事に進めていただきました。仲田
幹事には、毎日のように報告、連絡、相談を、お互いにしながら、この一年を乗り切ることができました。冷静で穏やかな性格の仲田幹事
に心から感謝いたします。
　各委員の皆様をはじめ会員お一人お一人のお力をいただき、会長を務めさせていただくことができましたこと、改めて御礼申し上げ
ます。 この一年は、私の人生の中でも身に余る、思い出深い一年となりました。
　この一年、「直き・諒・多聞を友とし、クラブに友愛を」をスローガンにいたしましたが、ロータリアンの皆様の「正直、誠実、見聞豊かなお
人柄」に心打たれる日々 でした。今後も、皆様のご厚情を胸に精進を重ねてまいりたいと決意しております。
　来年度には、東京オリンピックが開催され、その翌年には私たちのクラブも三十周年記念が控えています。重要なバトンを次期山下
会長にお渡しし、これからは、会長を務めさせていただいた経験を活かし岡山北西RCのさらなる発展に努めます。この一年、本当にあ
りがとうございました。
「退任挨拶」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幹　事　仲　田　錠　二　会員
　先ずは、竹本会長、ひな壇の皆様、会員の皆様一年間大変お世話になりました。至らぬ私ですが会員皆様
のお陰で今日の日を迎えることができました。
　簡単ですが自分なりにこの一年を振り返りながら退任の挨拶としたいと思います。
　まず今年度は長年の懸案事項、６ロータリーの事務局移転というバトンを樋口前年度幹事より引き継ぎました。
ここで６ロータリーの事、事務局の事、なぜ移転をしなといけないかをあまり知らない方のためにお話をさせて頂
きます。６ロータリー事務局の移転話は５年前からあり、事務局のある木材会館の築年数が古く耐震工事もできていません。とくに火
災が起きた場合は逃げ場がなくなる構造になっています。６ロータリーで３名の人員を雇用していますが、その方々の命を守る義務
が当年度会長だけでなく雇用者であるロータリー全会員にあります。当年度にどうしても実施したかったのですが、力及ばず、６ロー
タリー事務局移転検討会議へとバトンを渡すことになりました。７月28日、29日両日でインターアクト地区大会が倉敷山陽ハイツ、北西
ロータリー主幹で行われました。台風という予想外のハプニングもありましたが、無事事故もなく終わることが出来ました。日笠インター
アクト委員長には大変お世話になりました。11月25日には地区補助金事業、第４回高校生による岡山の歴史文化研究フォーラムが
さん太ホールで14チームの高校生に参加して頂き盛大に開催する事ができました。事前の高校訪問も含め沢山の会員に参加して
頂いた事に感謝いたします。特に末吉青少年奉仕委員長には感謝しきれないぐらいお世話になりありがとうございました。12月24日
のクリスマス家族例会ではみんなでダンスを踊るなど、趣向を凝らせたものとなり西岡親睦委員長の見事な采配で楽しく過ごす事

ができました。福元家族委員長の子供たちへのプレゼントも大変お手間をかけて頂き感謝いたします。創立夜間例会・花見夜間例
会等藤木会員の細かい配慮と心温まる演出には流石プロだなと感激いたしました。４月13日・14日は京都朱雀ロータリーとの親睦旅
行に６年目で初めての参加でしたが、いままで長年の方々の親睦の御蔭で朱雀の方々は暖かく、談笑したり一緒にカラオケをしたり
と大変盛り上がり、次々年度に京都に行くのが楽しみになりました。川西友好クラブ委員長には準備の為、事前に同じコースを回っ
ていただき、感謝とともに頭が下がる思いでした。４月22日は子どもシェルターモモの方と岡山駅前の合同清掃活動を行いました。
大人の引きこもりが社会問題にもなっていますが、子どもシェルターモモは成人している方もおられ、今後も北西ロータリーで社会
復帰ができるお手伝いをしていければと思いました。橘高社会奉仕委員長には、今後ロータリアンとして社会に何を返していけば良
いかという新しい気付きを頂き感謝いたします。５月19日には第３回外国人無料検診を行いました。当日は40名ほどの外国人がこられ、
今までの米山奨学生、国際交流センターのボランティアが通訳をして下さり、米山奨学生とロータリーはこうやって繋がっていくのだな
と実感できました。何回にも渡る事前の打ち合わせを含め相原国際奉仕委員長には大変お世話になりました。４回あったＩＤＭは
岩本ロータリー情報委員長のお蔭で自分自身も大変勉強になったのと同時に、ロータリーはまだまだ奥が深い団体だなと感じることがで
きました。また、ロータリーの先輩として行動を見習っていこうと思いました。岡本プログラム委員長にはユダヤ教徒の卓話で、私の剣道の
師、広瀬佳司先生を呼んで頂きました。それ以外に靴の先生・樹木の先生・働き方改革の先生など多岐にわたる講師を卓話に呼んで
頂き、とても楽しいプログラム構成を作って頂いたことに感謝いたします。優良従業員表彰では平松職業奉仕委員長にお世話になり
ました。横山会員の職場で渡辺先生にお会いした折、ありがとうございましたと、感謝された時、これは良い事業だなと思いました。
楠会報部会委員長、性格通りのきっちりした誌面、流石だなと感謝した一年でした。入江会員増強委員長、純増６名にはなりません
でしたが、新たな7名を迎え入れ、ご協力に感謝いたします。　横山ロータリー財団委員長には好適環境水の事にご尽力頂きなが
ら、前に進めることが出来なかったので申し訳なく思います。いつか私なりにお手伝いが出来ればと思います。竹本会長、山下副会
長、鈴木副幹事、小松原Ｓ.Ａ.Ａ.、日笠副Ｓ.Ａ.Ａ.、皆様と一緒にひな壇が出来たことを誇りに思います。良かったこと、悪かったこと、
色々ありますが、北西ロータリーを良いクラブにする為に、少し落ち着いたら反省会をしましょう！！
　振り返ってみると被選理事会を含めると１年半本当にロータリーにどっぷりの日々 でした。竹本会長に正式に幹事依頼を受け、年
度が始まる前、本当に仕事と両立できるのか心配になり、前年度幹事の樋口会員に『月曜日仕事できますか』と質問した時に、『仕
事をしようとするから無理が出る、その日はまるまるロータリーだと思うと、逆に空いている時間はいっぱいあるよ』と教えて頂き、目か
らうろこでした。　
　幹事になるとロータリーの事がよく分かると言われますが、まさにその通りでした。また色々な事に参加するとロータリーが楽しく
なってくるよと言われるのもその通りでロータリーの一つの柱に親睦があるのがよく理解できました。次年度は会計となりますが、私の
出来る事で、精いっぱい北西ロータリーに、また北西ロータリーを通じて社会に貢献できればと思います。
　皆様、至らない私ですが一年間幹事をさせて頂き誠にありがとうございました。北西ロータリー会員の皆様に再度感謝を申し上
げ、幹事退任挨拶とさせて頂きます。

出席の状況　
会員数　53名（内出席免除者　１名）　出席者数　36名（内出席免除者出席　０名）　欠席者数　17名
出席率　69.23％　　前々回訂正　86.54％　　　　
欠席者　藤木, 藤岡, 五島, 樋口, 日笠（常）, 加戸, 鴨井, 小林, 児島, 小菅, 森永, 西岡, 大饗, 田原, 丹治, 氏房, 山田

会 長 報 告 会　長　竹　本　千代子
　ふり返れば早いもので、 あっという間に最終月の最終例会を迎えてしまいました。今月はロータリー親睦活動月間で
す。先日家族旅行で親睦を深めましたが、趣味というものも、仕事や世代を超えて人 を々結びつけてくれます。当クラブ
でも、ゴルフ、山登り、野球、歴史、写真などの同好会があり、絆が深まり新たな親睦が生まれています。大いに参加して
親睦を深めて下さい。
　備中松山藩の財政を建て直し、十万両の蓄財を成し遂げた山田方谷は、陽明学を実践した人物と言われています
が、その陽明学を唱えたのは、中国の儒学者である王陽明（おうようめい）です。王陽明の名言に次のようなものがあり
ます。「その好むところ見て、以てその人を知るべし。」その人の好むもので、その人の真の姿が分かるというわけです。
趣味を通して、ますます素顔のお付き合いを深めてまいりましょう。
幹 事 報 告 幹　事　仲　田　錠　二
① 先日の「新会員歓迎会」には多くの皆様にご参加いただきありがとうございました。
② 「旧ひな壇慰労会のご案内」を配付しております。
③ 他クラブ週報を回覧いたします。

スマイル報告　 　　　
ひな壇一同 : 一年間ご協力ありがとうございました。至らないところ多々あったと思いますが、会員皆様の御蔭で、

楽しくひな壇を務めさせていただきました。無事次年度に襷をお渡しすることができます。感謝！！
横山会員 : 一年間いろんな所に連れて行ってもらい、美味しいお酒も一緒に飲ませていただき楽しかったです。

ありがとうございました。
小松原会員 : スマイル200万円達成です。日笠副S.A.A.の一年間の頑張りに感謝して200万円達成のための最

後のスマイルを致します。皆様、一年間ご協力頂き、誠にありがとうございました。

岡本（和）会員 : ひな壇の皆様、一年間調和のとれた会の運営を拝見させていただきありがとうございました。ま
た、プログラム委員長として大変お世話になりました。

岡本（浩）会員 : 竹本会長はじめひな壇の皆さん、一年間大変御苦労様でした。様々思いを込めて感謝です。
次年度へも何分の御協力をお願いします。

堀川会員 : 竹本会長ひな壇の皆さん、一年間ご苦労様でした。また、スマイル表彰ありがとうございました。
坪井会員 : 都合により6月末日で退会することになりました。皆様には大変お世話になり感謝申し上げます。街で

私を見かけましたら「ヤア」と声を掛けて下さい。ありがとうございました。最後のスマイルをします。
平松会員 : 竹本千代子会長、仲田錠二幹事お二人のご高配に心から感謝申し上げます。「クラブに友愛を」を

忘れずに皆様とともに歩んでいきたいと思います。
岩本会員 : 藤木さん今日はご欠席ですが、昨日の済友会では大変お世話になりました。参加者皆様から好評で

した。やはり音楽があるといいし、演出も良かったです。ありがとうございました。
笠原会員 : 昨日野球部の皆様、お疲れ様でした。良い試合でしたが、惜敗してしまいました。日笠さん、運転あり

がとうございました。今度は勝つぞ！！
入江会員 : 会長をはじめ、ひな壇の皆様一年間お疲れ様でした。

昨日の野球に参加の会員、お疲れ様でした。惜しい試合でした。
福元会員 : 20周年の結婚記念日に花束をいただき有難うございました。山あり谷ありで忍耐を学びました。

竹本会長、仲田幹事、ひな壇の皆様、一年間お疲れ様でした。
末吉会員 : 竹本会長、仲田幹事、ひな壇の皆様、一年間お疲れ様でございました。
相原会員 : 竹本会長はじめ、ひな壇の皆様、1年間お疲れ様でした。特に仲田幹事、大変な1年間でしたね。本

当にお疲れ様でした。
森本会員 : ひな壇の皆様、1年間お疲れ様でした。

ゴルフコンペで優勝できましたのでスマイルします。
久松会員 : ひな壇の皆様、1年間ありがとうございました。また、会報部会委員長 楠さん、お疲れ様でした。
 16件 131,200円（累計 1,989,419円）

退 会 挨 拶 　　坪　井　雅　弘　会員
　この度、私の都合により６月末日をもって岡山北西RCを退会します。
入会して７年６か月になりますが、会員の皆様には大変お世話になり、誠に有難うございました。岡山
北西RCはいいクラブです。これからも若い会員の斬新なアイデアと行動力をいかんなく発揮して頂き、
益々岡山北西RCが魅力のあるクラブになる様に念じています。本当に有難うございました。
表　彰　式

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７月お祝い行事

－１－

例会プログラム例会プログラム

ゴルフ同好会 ゴルフ同好会幹事　久　松　哲　生
　6月22日鬼ノ城カントリー倶楽部にてゴルフコンペを行いました。一時的でしたが雨の降る中、森本
会員が優勝されました。
優勝者　森本剛仁会員
　初めての優勝でしたが勝因は川本会員や大賀会員が参加されていないこととハンデのおかげです。
次回のコンペで2週連続優勝を目指します。

野球同好会 野球同好会　監督　笠　原　英　司
　６月23日、四国リーグに参戦して参りました。試合は接戦であり、２－
２で最終回までいき、最終的には、６－２で負けましたが、審判の方々
から久 に々良い試合だったと言われました。
　野球部の皆様も緊張感をもった試合だったので、とても良かったで
す。今後は勝ちにいきます。

第12回 理事・役員会議事録 　　　
日時　2019年６月17日㈪13：30～14：30　　場所　ホテルグラ
ンヴィア岡山４階「エメラルドの間」
１、開　会 
会　　　長　竹本千代子
 
司会・幹事　仲田　錠二
２、出席者 副　幹　事　鈴木　一生
　　竹本千代子　山下浩一　仲田錠二　鈴木一生　小松原隆代　日笠伸之　樋口芳紀　平松 信
　　橘高正剛　　相原利行　岡本和夫　西岡貞則　横山俊彦　　計13名　
３、会長挨拶 会　　　長　竹本千代子
４、協議事項
① ４月～６月のプログラムについて（岡本和夫）／承認
② 家族旅行の収支について（西岡）／承認
　　・資料に基づき説明があった
③ 年度末表彰について（仲田）／承認
　　・ホームクラブ出席100％対象者　７名

　　・スマイル表彰　５名
④出席免除について（仲田）／承認
　　・大饗会員を出席規定の適用免除とする
⑤６RC事務局移転検討会議の設立について（仲田）／承認
　　・岡山東RCの会長が議長として、

今年の６ロータリーの会長を選任し「事務局移転検討会議」を設立する
・スムーズな意思決定を行い、優良物件を確保するため事務局移転に関わる決定事項を一任する
・移転が終わり次第解散とする

⑥６RC事務局運営会議の設立について（仲田）／継続
　　・年度をまたぐ諸問題に対応するため（事務局員の雇用等）
　　　６ロータリーの前年度会長、当年会長の１２名、２年任期
⑦６RC事務局再雇用契約、並びに賞与・昇給について（仲田）／承認
⑧その他
５、報告事項
　次々年度の会長人事について
　・指名委員会等の経緯について説明があり、平松会員が再度指名された旨報告がありました
６、閉　　会 副　会　長　　山下　浩一

旧ひな壇慰労夜間例会案内 　親睦活動委員会　小松原　隆　代　会員



退 任 挨 拶
「退任挨拶」 会　長  竹　本　千代子　会員
　時代は平成から令和に移り、いよいよここに退任の日を迎えました。新天皇陛下と上皇さま誕生という喜ばしき時
代の変わり目に、会長を務めさせていただいたこと、大変光栄に存じます。行き届かぬ点も多 あ々ったかと思います
が、皆様のお力により、無事会長としての役目を終えることができました。思い返せば会長就任の矢先、私どもも含
め豪雨災害により甚大な被害が発生し、困難な中でのスタートとなりました。それでも皆様の力に支えられ、徐 に々
乗り越えることができましたこと、感謝いたします。梅雨のシーズンに入り教訓を生かした準備にも力を注ぎたいと思っております。今年
度スタート早 に々インターアクト地区大会のホストクラブとして、不安の中、時間の短縮をしながら無事終えることができたことが、昨日の
ようです。秋には地区大会に続き、青少年奉仕活動である「高校生による歴史文化研究フォーラム」を開催し、今回も岡山の歴史文化
の奥深さに心打たれました。また、素晴らしい人材が育っていることに感激いたしました。若い人々の学びの心や郷土愛を育むお手伝
いができる岡山北西ロータリーの活動に改めて誇りを感じました。冬から春にかけては、岡山東RC、岡山北RC、岡山西南RCはそれぞ
れ50周年、岡山後楽園RCは30周年、岡山岡南RCは25周年を迎えられ、心に残る記念式典にも参加させていただきました。そして、6
月のハンブルク（ドイツ）での国際大会への参加。また、毎週の例会の卓話やお月見、クリスマス家族例会、お花見などの家族例会も思
い出深いものとなりました。これらは、ひとえに各委員長様はじめ各委員の皆様のお力によるものです。
　山下副会長には、仕事による例会欠席と、国際大会出席による例会欠席の際、会長代行を務めていただき助かりました。入江会員
増強委員長には、6人の会員増強を目指し努力を重ねていただき、7人の素晴らしい新会員の入会が叶いました。しかしながら転勤で
の退会、一身上の都合よる退会、また、残念ながらお一人が帰らぬ人となり結果5人の方が退会となりました。岡本プログラム委員長に
は、『入りて学び、出でて奉仕せよ』を実践するプログラムに毎回心を砕いてくださり、その尊い努力により、充実した例会を重ねることが
できましたこと心から感謝いたします。西岡親睦活動委員長、福元家族部会委員長には、会員相互はもちろんのことご家族の皆様に
もクラブ活動をご理解いただけるよう手厚く、ご家族皆様の幸せを願い、特にクリスマス家族例会では心温まる運営をいただきました。
笠原出席部会委員長には、出席率向上のため努力を頂いたにもかかわらず、出席率は低迷致しました。私の不徳の致す所と深く反
省致しております。楠会報部会委員長には、読みやすい見やすい週報の発行をしていただき、岡山北西ロータリーの良さを十二分に
発信していただきました。岩本ロータリー情報委員長には、急遽、情報委員長をお願いしたにも関わらずロータリーヘの理解をより深め
る活動に真心のご尽力をいただきました。川西友好クラブ委員長には、京都朱雀RC様との実り多い交流に務 めていただき、淡路・徳
島の交流会は忘れられない思い出となりました。橘高社会奉仕委員長には、社会奉仕活動に邁進していただき、「第4回高校生による
岡山の歴史・文化研究フォーラム」では学校担当をしていただき、また 「子どもシェルターモモ」さんとの共同清掃活動などご尽力いた
だきました。平松職業奉仕委員長には、優秀な従業員を表彰する「優良従業員表彰」を実施して頂きました。また「外国人無料健康診
断・健康相談」実施に際しては、 多大なご尽力をいただきました。相原国際奉仕委員長には、済生会病院、岡山旭川RCさんとコラボ
での、「外国人無料健康診断・健康相談」を実施いただき国際奉仕事業の目的を果たすことができました。末吉青少年奉仕委員長に
は、「第4回高校生による岡山の歴史・文化研究フォーラム」を見事成功に導かれました。日笠インターアクト委員長には、新年度早々、
災害直後の状況でインターアクト地区大会のホストクラブとして無事に成功させてくださいました。横山ロータリー財団委員長には、重
要な計画を実現すべく、努力を重ねてくださり、 寄付金の増強も叶いました。小松原会場監督、日笠伸之副会場監督には、お出迎えか
らお見送りまで細やかな心遣いをくださいました。また特別会計の財源であります、皆様からの心温まるスマイルを多額にしていただき、
ジョークを交えながらの発表を見事にしていただきました。鈴木副幹事には、例会進行を歯切れよく見事に進めていただきました。仲田
幹事には、毎日のように報告、連絡、相談を、お互いにしながら、この一年を乗り切ることができました。冷静で穏やかな性格の仲田幹事
に心から感謝いたします。
　各委員の皆様をはじめ会員お一人お一人のお力をいただき、会長を務めさせていただくことができましたこと、改めて御礼申し上げ
ます。 この一年は、私の人生の中でも身に余る、思い出深い一年となりました。
　この一年、「直き・諒・多聞を友とし、クラブに友愛を」をスローガンにいたしましたが、ロータリアンの皆様の「正直、誠実、見聞豊かなお
人柄」に心打たれる日々 でした。今後も、皆様のご厚情を胸に精進を重ねてまいりたいと決意しております。
　来年度には、東京オリンピックが開催され、その翌年には私たちのクラブも三十周年記念が控えています。重要なバトンを次期山下
会長にお渡しし、これからは、会長を務めさせていただいた経験を活かし岡山北西RCのさらなる発展に努めます。この一年、本当にあ
りがとうございました。
「退任挨拶」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幹　事　仲　田　錠　二　会員
　先ずは、竹本会長、ひな壇の皆様、会員の皆様一年間大変お世話になりました。至らぬ私ですが会員皆様
のお陰で今日の日を迎えることができました。
　簡単ですが自分なりにこの一年を振り返りながら退任の挨拶としたいと思います。
　まず今年度は長年の懸案事項、６ロータリーの事務局移転というバトンを樋口前年度幹事より引き継ぎました。
ここで６ロータリーの事、事務局の事、なぜ移転をしなといけないかをあまり知らない方のためにお話をさせて頂
きます。６ロータリー事務局の移転話は５年前からあり、事務局のある木材会館の築年数が古く耐震工事もできていません。とくに火
災が起きた場合は逃げ場がなくなる構造になっています。６ロータリーで３名の人員を雇用していますが、その方々の命を守る義務
が当年度会長だけでなく雇用者であるロータリー全会員にあります。当年度にどうしても実施したかったのですが、力及ばず、６ロー
タリー事務局移転検討会議へとバトンを渡すことになりました。７月28日、29日両日でインターアクト地区大会が倉敷山陽ハイツ、北西
ロータリー主幹で行われました。台風という予想外のハプニングもありましたが、無事事故もなく終わることが出来ました。日笠インター
アクト委員長には大変お世話になりました。11月25日には地区補助金事業、第４回高校生による岡山の歴史文化研究フォーラムが
さん太ホールで14チームの高校生に参加して頂き盛大に開催する事ができました。事前の高校訪問も含め沢山の会員に参加して
頂いた事に感謝いたします。特に末吉青少年奉仕委員長には感謝しきれないぐらいお世話になりありがとうございました。12月24日
のクリスマス家族例会ではみんなでダンスを踊るなど、趣向を凝らせたものとなり西岡親睦委員長の見事な采配で楽しく過ごす事

ができました。福元家族委員長の子供たちへのプレゼントも大変お手間をかけて頂き感謝いたします。創立夜間例会・花見夜間例
会等藤木会員の細かい配慮と心温まる演出には流石プロだなと感激いたしました。４月13日・14日は京都朱雀ロータリーとの親睦旅
行に６年目で初めての参加でしたが、いままで長年の方々の親睦の御蔭で朱雀の方々は暖かく、談笑したり一緒にカラオケをしたり
と大変盛り上がり、次々年度に京都に行くのが楽しみになりました。川西友好クラブ委員長には準備の為、事前に同じコースを回っ
ていただき、感謝とともに頭が下がる思いでした。４月22日は子どもシェルターモモの方と岡山駅前の合同清掃活動を行いました。
大人の引きこもりが社会問題にもなっていますが、子どもシェルターモモは成人している方もおられ、今後も北西ロータリーで社会
復帰ができるお手伝いをしていければと思いました。橘高社会奉仕委員長には、今後ロータリアンとして社会に何を返していけば良
いかという新しい気付きを頂き感謝いたします。５月19日には第３回外国人無料検診を行いました。当日は40名ほどの外国人がこられ、
今までの米山奨学生、国際交流センターのボランティアが通訳をして下さり、米山奨学生とロータリーはこうやって繋がっていくのだな
と実感できました。何回にも渡る事前の打ち合わせを含め相原国際奉仕委員長には大変お世話になりました。４回あったＩＤＭは
岩本ロータリー情報委員長のお蔭で自分自身も大変勉強になったのと同時に、ロータリーはまだまだ奥が深い団体だなと感じることがで
きました。また、ロータリーの先輩として行動を見習っていこうと思いました。岡本プログラム委員長にはユダヤ教徒の卓話で、私の剣道の
師、広瀬佳司先生を呼んで頂きました。それ以外に靴の先生・樹木の先生・働き方改革の先生など多岐にわたる講師を卓話に呼んで
頂き、とても楽しいプログラム構成を作って頂いたことに感謝いたします。優良従業員表彰では平松職業奉仕委員長にお世話になり
ました。横山会員の職場で渡辺先生にお会いした折、ありがとうございましたと、感謝された時、これは良い事業だなと思いました。
楠会報部会委員長、性格通りのきっちりした誌面、流石だなと感謝した一年でした。入江会員増強委員長、純増６名にはなりません
でしたが、新たな7名を迎え入れ、ご協力に感謝いたします。　横山ロータリー財団委員長には好適環境水の事にご尽力頂きなが
ら、前に進めることが出来なかったので申し訳なく思います。いつか私なりにお手伝いが出来ればと思います。竹本会長、山下副会
長、鈴木副幹事、小松原Ｓ.Ａ.Ａ.、日笠副Ｓ.Ａ.Ａ.、皆様と一緒にひな壇が出来たことを誇りに思います。良かったこと、悪かったこと、
色々ありますが、北西ロータリーを良いクラブにする為に、少し落ち着いたら反省会をしましょう！！
　振り返ってみると被選理事会を含めると１年半本当にロータリーにどっぷりの日々 でした。竹本会長に正式に幹事依頼を受け、年
度が始まる前、本当に仕事と両立できるのか心配になり、前年度幹事の樋口会員に『月曜日仕事できますか』と質問した時に、『仕
事をしようとするから無理が出る、その日はまるまるロータリーだと思うと、逆に空いている時間はいっぱいあるよ』と教えて頂き、目か
らうろこでした。　
　幹事になるとロータリーの事がよく分かると言われますが、まさにその通りでした。また色々な事に参加するとロータリーが楽しく
なってくるよと言われるのもその通りでロータリーの一つの柱に親睦があるのがよく理解できました。次年度は会計となりますが、私の
出来る事で、精いっぱい北西ロータリーに、また北西ロータリーを通じて社会に貢献できればと思います。
　皆様、至らない私ですが一年間幹事をさせて頂き誠にありがとうございました。北西ロータリー会員の皆様に再度感謝を申し上
げ、幹事退任挨拶とさせて頂きます。

出席の状況　
会員数　53名（内出席免除者　１名）　出席者数　36名（内出席免除者出席　０名）　欠席者数　17名
出席率　69.23％　　前々回訂正　86.54％　　　　
欠席者　藤木, 藤岡, 五島, 樋口, 日笠（常）, 加戸, 鴨井, 小林, 児島, 小菅, 森永, 西岡, 大饗, 田原, 丹治, 氏房, 山田

会 長 報 告 会　長　竹　本　千代子
　ふり返れば早いもので、 あっという間に最終月の最終例会を迎えてしまいました。今月はロータリー親睦活動月間で
す。先日家族旅行で親睦を深めましたが、趣味というものも、仕事や世代を超えて人 を々結びつけてくれます。当クラブ
でも、ゴルフ、山登り、野球、歴史、写真などの同好会があり、絆が深まり新たな親睦が生まれています。大いに参加して
親睦を深めて下さい。
　備中松山藩の財政を建て直し、十万両の蓄財を成し遂げた山田方谷は、陽明学を実践した人物と言われています
が、その陽明学を唱えたのは、中国の儒学者である王陽明（おうようめい）です。王陽明の名言に次のようなものがあり
ます。「その好むところ見て、以てその人を知るべし。」その人の好むもので、その人の真の姿が分かるというわけです。
趣味を通して、ますます素顔のお付き合いを深めてまいりましょう。
幹 事 報 告 幹　事　仲　田　錠　二
① 先日の「新会員歓迎会」には多くの皆様にご参加いただきありがとうございました。
② 「旧ひな壇慰労会のご案内」を配付しております。
③ 他クラブ週報を回覧いたします。

スマイル報告　 　　　
ひな壇一同 : 一年間ご協力ありがとうございました。至らないところ多々あったと思いますが、会員皆様の御蔭で、

楽しくひな壇を務めさせていただきました。無事次年度に襷をお渡しすることができます。感謝！！
横山会員 : 一年間いろんな所に連れて行ってもらい、美味しいお酒も一緒に飲ませていただき楽しかったです。

ありがとうございました。
小松原会員 : スマイル200万円達成です。日笠副S.A.A.の一年間の頑張りに感謝して200万円達成のための最

後のスマイルを致します。皆様、一年間ご協力頂き、誠にありがとうございました。

岡本（和）会員 : ひな壇の皆様、一年間調和のとれた会の運営を拝見させていただきありがとうございました。ま
た、プログラム委員長として大変お世話になりました。

岡本（浩）会員 : 竹本会長はじめひな壇の皆さん、一年間大変御苦労様でした。様々思いを込めて感謝です。
次年度へも何分の御協力をお願いします。

堀川会員 : 竹本会長ひな壇の皆さん、一年間ご苦労様でした。また、スマイル表彰ありがとうございました。
坪井会員 : 都合により6月末日で退会することになりました。皆様には大変お世話になり感謝申し上げます。街で

私を見かけましたら「ヤア」と声を掛けて下さい。ありがとうございました。最後のスマイルをします。
平松会員 : 竹本千代子会長、仲田錠二幹事お二人のご高配に心から感謝申し上げます。「クラブに友愛を」を

忘れずに皆様とともに歩んでいきたいと思います。
岩本会員 : 藤木さん今日はご欠席ですが、昨日の済友会では大変お世話になりました。参加者皆様から好評で

した。やはり音楽があるといいし、演出も良かったです。ありがとうございました。
笠原会員 : 昨日野球部の皆様、お疲れ様でした。良い試合でしたが、惜敗してしまいました。日笠さん、運転あり

がとうございました。今度は勝つぞ！！
入江会員 : 会長をはじめ、ひな壇の皆様一年間お疲れ様でした。

昨日の野球に参加の会員、お疲れ様でした。惜しい試合でした。
福元会員 : 20周年の結婚記念日に花束をいただき有難うございました。山あり谷ありで忍耐を学びました。

竹本会長、仲田幹事、ひな壇の皆様、一年間お疲れ様でした。
末吉会員 : 竹本会長、仲田幹事、ひな壇の皆様、一年間お疲れ様でございました。
相原会員 : 竹本会長はじめ、ひな壇の皆様、1年間お疲れ様でした。特に仲田幹事、大変な1年間でしたね。本

当にお疲れ様でした。
森本会員 : ひな壇の皆様、1年間お疲れ様でした。

ゴルフコンペで優勝できましたのでスマイルします。
久松会員 : ひな壇の皆様、1年間ありがとうございました。また、会報部会委員長 楠さん、お疲れ様でした。
 16件 131,200円（累計 1,989,419円）

退 会 挨 拶 　　坪　井　雅　弘　会員
　この度、私の都合により６月末日をもって岡山北西RCを退会します。
入会して７年６か月になりますが、会員の皆様には大変お世話になり、誠に有難うございました。岡山
北西RCはいいクラブです。これからも若い会員の斬新なアイデアと行動力をいかんなく発揮して頂き、
益々岡山北西RCが魅力のあるクラブになる様に念じています。本当に有難うございました。
表　彰　式

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７月お祝い行事

－２－

前回６月24日の例会記録前回６月24日の例会記録

ゴルフ同好会 ゴルフ同好会幹事　久　松　哲　生
　6月22日鬼ノ城カントリー倶楽部にてゴルフコンペを行いました。一時的でしたが雨の降る中、森本
会員が優勝されました。
優勝者　森本剛仁会員
　初めての優勝でしたが勝因は川本会員や大賀会員が参加されていないこととハンデのおかげです。
次回のコンペで2週連続優勝を目指します。

野球同好会 野球同好会　監督　笠　原　英　司
　６月23日、四国リーグに参戦して参りました。試合は接戦であり、２－
２で最終回までいき、最終的には、６－２で負けましたが、審判の方々
から久 に々良い試合だったと言われました。
　野球部の皆様も緊張感をもった試合だったので、とても良かったで
す。今後は勝ちにいきます。

第12回 理事・役員会議事録 　　　
日時　2019年６月17日㈪13：30～14：30　　場所　ホテルグラ
ンヴィア岡山４階「エメラルドの間」
１、開　会 
会　　　長　竹本千代子
 
司会・幹事　仲田　錠二
２、出席者 副　幹　事　鈴木　一生
　　竹本千代子　山下浩一　仲田錠二　鈴木一生　小松原隆代　日笠伸之　樋口芳紀　平松 信
　　橘高正剛　　相原利行　岡本和夫　西岡貞則　横山俊彦　　計13名　
３、会長挨拶 会　　　長　竹本千代子
４、協議事項
① ４月～６月のプログラムについて（岡本和夫）／承認
② 家族旅行の収支について（西岡）／承認
　　・資料に基づき説明があった
③ 年度末表彰について（仲田）／承認
　　・ホームクラブ出席100％対象者　７名

　　・スマイル表彰　５名
④出席免除について（仲田）／承認
　　・大饗会員を出席規定の適用免除とする
⑤６RC事務局移転検討会議の設立について（仲田）／承認
　　・岡山東RCの会長が議長として、

今年の６ロータリーの会長を選任し「事務局移転検討会議」を設立する
・スムーズな意思決定を行い、優良物件を確保するため事務局移転に関わる決定事項を一任する
・移転が終わり次第解散とする

⑥６RC事務局運営会議の設立について（仲田）／継続
　　・年度をまたぐ諸問題に対応するため（事務局員の雇用等）
　　　６ロータリーの前年度会長、当年会長の１２名、２年任期
⑦６RC事務局再雇用契約、並びに賞与・昇給について（仲田）／承認
⑧その他
５、報告事項
　次々年度の会長人事について
　・指名委員会等の経緯について説明があり、平松会員が再度指名された旨報告がありました
６、閉　　会 副　会　長　　山下　浩一

旧ひな壇慰労夜間例会案内 　親睦活動委員会　小松原　隆　代　会員



退 任 挨 拶
「退任挨拶」 会　長  竹　本　千代子　会員
　時代は平成から令和に移り、いよいよここに退任の日を迎えました。新天皇陛下と上皇さま誕生という喜ばしき時
代の変わり目に、会長を務めさせていただいたこと、大変光栄に存じます。行き届かぬ点も多 あ々ったかと思います
が、皆様のお力により、無事会長としての役目を終えることができました。思い返せば会長就任の矢先、私どもも含
め豪雨災害により甚大な被害が発生し、困難な中でのスタートとなりました。それでも皆様の力に支えられ、徐 に々
乗り越えることができましたこと、感謝いたします。梅雨のシーズンに入り教訓を生かした準備にも力を注ぎたいと思っております。今年
度スタート早 に々インターアクト地区大会のホストクラブとして、不安の中、時間の短縮をしながら無事終えることができたことが、昨日の
ようです。秋には地区大会に続き、青少年奉仕活動である「高校生による歴史文化研究フォーラム」を開催し、今回も岡山の歴史文化
の奥深さに心打たれました。また、素晴らしい人材が育っていることに感激いたしました。若い人々の学びの心や郷土愛を育むお手伝
いができる岡山北西ロータリーの活動に改めて誇りを感じました。冬から春にかけては、岡山東RC、岡山北RC、岡山西南RCはそれぞ
れ50周年、岡山後楽園RCは30周年、岡山岡南RCは25周年を迎えられ、心に残る記念式典にも参加させていただきました。そして、6
月のハンブルク（ドイツ）での国際大会への参加。また、毎週の例会の卓話やお月見、クリスマス家族例会、お花見などの家族例会も思
い出深いものとなりました。これらは、ひとえに各委員長様はじめ各委員の皆様のお力によるものです。
　山下副会長には、仕事による例会欠席と、国際大会出席による例会欠席の際、会長代行を務めていただき助かりました。入江会員
増強委員長には、6人の会員増強を目指し努力を重ねていただき、7人の素晴らしい新会員の入会が叶いました。しかしながら転勤で
の退会、一身上の都合よる退会、また、残念ながらお一人が帰らぬ人となり結果5人の方が退会となりました。岡本プログラム委員長に
は、『入りて学び、出でて奉仕せよ』を実践するプログラムに毎回心を砕いてくださり、その尊い努力により、充実した例会を重ねることが
できましたこと心から感謝いたします。西岡親睦活動委員長、福元家族部会委員長には、会員相互はもちろんのことご家族の皆様に
もクラブ活動をご理解いただけるよう手厚く、ご家族皆様の幸せを願い、特にクリスマス家族例会では心温まる運営をいただきました。
笠原出席部会委員長には、出席率向上のため努力を頂いたにもかかわらず、出席率は低迷致しました。私の不徳の致す所と深く反
省致しております。楠会報部会委員長には、読みやすい見やすい週報の発行をしていただき、岡山北西ロータリーの良さを十二分に
発信していただきました。岩本ロータリー情報委員長には、急遽、情報委員長をお願いしたにも関わらずロータリーヘの理解をより深め
る活動に真心のご尽力をいただきました。川西友好クラブ委員長には、京都朱雀RC様との実り多い交流に務 めていただき、淡路・徳
島の交流会は忘れられない思い出となりました。橘高社会奉仕委員長には、社会奉仕活動に邁進していただき、「第4回高校生による
岡山の歴史・文化研究フォーラム」では学校担当をしていただき、また 「子どもシェルターモモ」さんとの共同清掃活動などご尽力いた
だきました。平松職業奉仕委員長には、優秀な従業員を表彰する「優良従業員表彰」を実施して頂きました。また「外国人無料健康診
断・健康相談」実施に際しては、 多大なご尽力をいただきました。相原国際奉仕委員長には、済生会病院、岡山旭川RCさんとコラボ
での、「外国人無料健康診断・健康相談」を実施いただき国際奉仕事業の目的を果たすことができました。末吉青少年奉仕委員長に
は、「第4回高校生による岡山の歴史・文化研究フォーラム」を見事成功に導かれました。日笠インターアクト委員長には、新年度早々、
災害直後の状況でインターアクト地区大会のホストクラブとして無事に成功させてくださいました。横山ロータリー財団委員長には、重
要な計画を実現すべく、努力を重ねてくださり、 寄付金の増強も叶いました。小松原会場監督、日笠伸之副会場監督には、お出迎えか
らお見送りまで細やかな心遣いをくださいました。また特別会計の財源であります、皆様からの心温まるスマイルを多額にしていただき、
ジョークを交えながらの発表を見事にしていただきました。鈴木副幹事には、例会進行を歯切れよく見事に進めていただきました。仲田
幹事には、毎日のように報告、連絡、相談を、お互いにしながら、この一年を乗り切ることができました。冷静で穏やかな性格の仲田幹事
に心から感謝いたします。
　各委員の皆様をはじめ会員お一人お一人のお力をいただき、会長を務めさせていただくことができましたこと、改めて御礼申し上げ
ます。 この一年は、私の人生の中でも身に余る、思い出深い一年となりました。
　この一年、「直き・諒・多聞を友とし、クラブに友愛を」をスローガンにいたしましたが、ロータリアンの皆様の「正直、誠実、見聞豊かなお
人柄」に心打たれる日々 でした。今後も、皆様のご厚情を胸に精進を重ねてまいりたいと決意しております。
　来年度には、東京オリンピックが開催され、その翌年には私たちのクラブも三十周年記念が控えています。重要なバトンを次期山下
会長にお渡しし、これからは、会長を務めさせていただいた経験を活かし岡山北西RCのさらなる発展に努めます。この一年、本当にあ
りがとうございました。
「退任挨拶」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幹　事　仲　田　錠　二　会員
　先ずは、竹本会長、ひな壇の皆様、会員の皆様一年間大変お世話になりました。至らぬ私ですが会員皆様
のお陰で今日の日を迎えることができました。
　簡単ですが自分なりにこの一年を振り返りながら退任の挨拶としたいと思います。
　まず今年度は長年の懸案事項、６ロータリーの事務局移転というバトンを樋口前年度幹事より引き継ぎました。
ここで６ロータリーの事、事務局の事、なぜ移転をしなといけないかをあまり知らない方のためにお話をさせて頂
きます。６ロータリー事務局の移転話は５年前からあり、事務局のある木材会館の築年数が古く耐震工事もできていません。とくに火
災が起きた場合は逃げ場がなくなる構造になっています。６ロータリーで３名の人員を雇用していますが、その方々の命を守る義務
が当年度会長だけでなく雇用者であるロータリー全会員にあります。当年度にどうしても実施したかったのですが、力及ばず、６ロー
タリー事務局移転検討会議へとバトンを渡すことになりました。７月28日、29日両日でインターアクト地区大会が倉敷山陽ハイツ、北西
ロータリー主幹で行われました。台風という予想外のハプニングもありましたが、無事事故もなく終わることが出来ました。日笠インター
アクト委員長には大変お世話になりました。11月25日には地区補助金事業、第４回高校生による岡山の歴史文化研究フォーラムが
さん太ホールで14チームの高校生に参加して頂き盛大に開催する事ができました。事前の高校訪問も含め沢山の会員に参加して
頂いた事に感謝いたします。特に末吉青少年奉仕委員長には感謝しきれないぐらいお世話になりありがとうございました。12月24日
のクリスマス家族例会ではみんなでダンスを踊るなど、趣向を凝らせたものとなり西岡親睦委員長の見事な采配で楽しく過ごす事

ができました。福元家族委員長の子供たちへのプレゼントも大変お手間をかけて頂き感謝いたします。創立夜間例会・花見夜間例
会等藤木会員の細かい配慮と心温まる演出には流石プロだなと感激いたしました。４月13日・14日は京都朱雀ロータリーとの親睦旅
行に６年目で初めての参加でしたが、いままで長年の方々の親睦の御蔭で朱雀の方々は暖かく、談笑したり一緒にカラオケをしたり
と大変盛り上がり、次々年度に京都に行くのが楽しみになりました。川西友好クラブ委員長には準備の為、事前に同じコースを回っ
ていただき、感謝とともに頭が下がる思いでした。４月22日は子どもシェルターモモの方と岡山駅前の合同清掃活動を行いました。
大人の引きこもりが社会問題にもなっていますが、子どもシェルターモモは成人している方もおられ、今後も北西ロータリーで社会
復帰ができるお手伝いをしていければと思いました。橘高社会奉仕委員長には、今後ロータリアンとして社会に何を返していけば良
いかという新しい気付きを頂き感謝いたします。５月19日には第３回外国人無料検診を行いました。当日は40名ほどの外国人がこられ、
今までの米山奨学生、国際交流センターのボランティアが通訳をして下さり、米山奨学生とロータリーはこうやって繋がっていくのだな
と実感できました。何回にも渡る事前の打ち合わせを含め相原国際奉仕委員長には大変お世話になりました。４回あったＩＤＭは
岩本ロータリー情報委員長のお蔭で自分自身も大変勉強になったのと同時に、ロータリーはまだまだ奥が深い団体だなと感じることがで
きました。また、ロータリーの先輩として行動を見習っていこうと思いました。岡本プログラム委員長にはユダヤ教徒の卓話で、私の剣道の
師、広瀬佳司先生を呼んで頂きました。それ以外に靴の先生・樹木の先生・働き方改革の先生など多岐にわたる講師を卓話に呼んで
頂き、とても楽しいプログラム構成を作って頂いたことに感謝いたします。優良従業員表彰では平松職業奉仕委員長にお世話になり
ました。横山会員の職場で渡辺先生にお会いした折、ありがとうございましたと、感謝された時、これは良い事業だなと思いました。
楠会報部会委員長、性格通りのきっちりした誌面、流石だなと感謝した一年でした。入江会員増強委員長、純増６名にはなりません
でしたが、新たな7名を迎え入れ、ご協力に感謝いたします。　横山ロータリー財団委員長には好適環境水の事にご尽力頂きなが
ら、前に進めることが出来なかったので申し訳なく思います。いつか私なりにお手伝いが出来ればと思います。竹本会長、山下副会
長、鈴木副幹事、小松原Ｓ.Ａ.Ａ.、日笠副Ｓ.Ａ.Ａ.、皆様と一緒にひな壇が出来たことを誇りに思います。良かったこと、悪かったこと、
色々ありますが、北西ロータリーを良いクラブにする為に、少し落ち着いたら反省会をしましょう！！
　振り返ってみると被選理事会を含めると１年半本当にロータリーにどっぷりの日々 でした。竹本会長に正式に幹事依頼を受け、年
度が始まる前、本当に仕事と両立できるのか心配になり、前年度幹事の樋口会員に『月曜日仕事できますか』と質問した時に、『仕
事をしようとするから無理が出る、その日はまるまるロータリーだと思うと、逆に空いている時間はいっぱいあるよ』と教えて頂き、目か
らうろこでした。　
　幹事になるとロータリーの事がよく分かると言われますが、まさにその通りでした。また色々な事に参加するとロータリーが楽しく
なってくるよと言われるのもその通りでロータリーの一つの柱に親睦があるのがよく理解できました。次年度は会計となりますが、私の
出来る事で、精いっぱい北西ロータリーに、また北西ロータリーを通じて社会に貢献できればと思います。
　皆様、至らない私ですが一年間幹事をさせて頂き誠にありがとうございました。北西ロータリー会員の皆様に再度感謝を申し上
げ、幹事退任挨拶とさせて頂きます。

出席の状況　
会員数　53名（内出席免除者　１名）　出席者数　36名（内出席免除者出席　０名）　欠席者数　17名
出席率　69.23％　　前々回訂正　86.54％　　　　
欠席者　藤木, 藤岡, 五島, 樋口, 日笠（常）, 加戸, 鴨井, 小林, 児島, 小菅, 森永, 西岡, 大饗, 田原, 丹治, 氏房, 山田

会 長 報 告 会　長　竹　本　千代子
　ふり返れば早いもので、 あっという間に最終月の最終例会を迎えてしまいました。今月はロータリー親睦活動月間で
す。先日家族旅行で親睦を深めましたが、趣味というものも、仕事や世代を超えて人 を々結びつけてくれます。当クラブ
でも、ゴルフ、山登り、野球、歴史、写真などの同好会があり、絆が深まり新たな親睦が生まれています。大いに参加して
親睦を深めて下さい。
　備中松山藩の財政を建て直し、十万両の蓄財を成し遂げた山田方谷は、陽明学を実践した人物と言われています
が、その陽明学を唱えたのは、中国の儒学者である王陽明（おうようめい）です。王陽明の名言に次のようなものがあり
ます。「その好むところ見て、以てその人を知るべし。」その人の好むもので、その人の真の姿が分かるというわけです。
趣味を通して、ますます素顔のお付き合いを深めてまいりましょう。
幹 事 報 告 幹　事　仲　田　錠　二
① 先日の「新会員歓迎会」には多くの皆様にご参加いただきありがとうございました。
② 「旧ひな壇慰労会のご案内」を配付しております。
③ 他クラブ週報を回覧いたします。

スマイル報告　 　　　
ひな壇一同 : 一年間ご協力ありがとうございました。至らないところ多々あったと思いますが、会員皆様の御蔭で、

楽しくひな壇を務めさせていただきました。無事次年度に襷をお渡しすることができます。感謝！！
横山会員 : 一年間いろんな所に連れて行ってもらい、美味しいお酒も一緒に飲ませていただき楽しかったです。

ありがとうございました。
小松原会員 : スマイル200万円達成です。日笠副S.A.A.の一年間の頑張りに感謝して200万円達成のための最

後のスマイルを致します。皆様、一年間ご協力頂き、誠にありがとうございました。

岡本（和）会員 : ひな壇の皆様、一年間調和のとれた会の運営を拝見させていただきありがとうございました。ま
た、プログラム委員長として大変お世話になりました。

岡本（浩）会員 : 竹本会長はじめひな壇の皆さん、一年間大変御苦労様でした。様々思いを込めて感謝です。
次年度へも何分の御協力をお願いします。

堀川会員 : 竹本会長ひな壇の皆さん、一年間ご苦労様でした。また、スマイル表彰ありがとうございました。
坪井会員 : 都合により6月末日で退会することになりました。皆様には大変お世話になり感謝申し上げます。街で

私を見かけましたら「ヤア」と声を掛けて下さい。ありがとうございました。最後のスマイルをします。
平松会員 : 竹本千代子会長、仲田錠二幹事お二人のご高配に心から感謝申し上げます。「クラブに友愛を」を

忘れずに皆様とともに歩んでいきたいと思います。
岩本会員 : 藤木さん今日はご欠席ですが、昨日の済友会では大変お世話になりました。参加者皆様から好評で

した。やはり音楽があるといいし、演出も良かったです。ありがとうございました。
笠原会員 : 昨日野球部の皆様、お疲れ様でした。良い試合でしたが、惜敗してしまいました。日笠さん、運転あり

がとうございました。今度は勝つぞ！！
入江会員 : 会長をはじめ、ひな壇の皆様一年間お疲れ様でした。

昨日の野球に参加の会員、お疲れ様でした。惜しい試合でした。
福元会員 : 20周年の結婚記念日に花束をいただき有難うございました。山あり谷ありで忍耐を学びました。

竹本会長、仲田幹事、ひな壇の皆様、一年間お疲れ様でした。
末吉会員 : 竹本会長、仲田幹事、ひな壇の皆様、一年間お疲れ様でございました。
相原会員 : 竹本会長はじめ、ひな壇の皆様、1年間お疲れ様でした。特に仲田幹事、大変な1年間でしたね。本

当にお疲れ様でした。
森本会員 : ひな壇の皆様、1年間お疲れ様でした。

ゴルフコンペで優勝できましたのでスマイルします。
久松会員 : ひな壇の皆様、1年間ありがとうございました。また、会報部会委員長 楠さん、お疲れ様でした。
 16件 131,200円（累計 1,989,419円）

退 会 挨 拶 　　坪　井　雅　弘　会員
　この度、私の都合により６月末日をもって岡山北西RCを退会します。
入会して７年６か月になりますが、会員の皆様には大変お世話になり、誠に有難うございました。岡山
北西RCはいいクラブです。これからも若い会員の斬新なアイデアと行動力をいかんなく発揮して頂き、
益々岡山北西RCが魅力のあるクラブになる様に念じています。本当に有難うございました。
表　彰　式

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７月お祝い行事

－３－

本日のメニュー（７月１日）
八　寸　久米島産水雲　出汁巻玉子　太刀魚若狭焼
　　　　一口薩摩揚げ串打ち　小袖かまぼこ（赤）
　　　　ワサビオクラ　蓮根八方煮
御造り　瀬戸内産真鯛脱水〆　芽物一式　県産昔醤油
　　　　フルール・ド・セル
焚合せ　皮付き豚柔らか煮　焼瓜南瓜　ぶぶあられ
　　　　共地飴　溶き辛子　黒胡椒
小　鉢　焼茄子谷中八方地漬　玉葱南蛮漬　セルフィーユ
御飯  岡山県産こしひかり　　赤出汁  三種　　香物  三種
次回のメニュー（７月８日）
生ハムを添えたニース風サラダ
牛フィレ肉のグリエ　ストロガノフ風　　　パン、コーヒー、デザート

　　会報部会／久松　哲生・藤木　希実子・丹治　康浩

クラブ情報 クラブ情報 クラブ情報 クラブ情報 

ゴルフ同好会 ゴルフ同好会幹事　久　松　哲　生
　6月22日鬼ノ城カントリー倶楽部にてゴルフコンペを行いました。一時的でしたが雨の降る中、森本
会員が優勝されました。
優勝者　森本剛仁会員
　初めての優勝でしたが勝因は川本会員や大賀会員が参加されていないこととハンデのおかげです。
次回のコンペで2週連続優勝を目指します。

野球同好会 野球同好会　監督　笠　原　英　司
　６月23日、四国リーグに参戦して参りました。試合は接戦であり、２－
２で最終回までいき、最終的には、６－２で負けましたが、審判の方々
から久 に々良い試合だったと言われました。
　野球部の皆様も緊張感をもった試合だったので、とても良かったで
す。今後は勝ちにいきます。

第12回 理事・役員会議事録 　　　
日時　2019年６月17日㈪13：30～14：30　　場所　ホテルグラ
ンヴィア岡山４階「エメラルドの間」
１、開　会 
会　　　長　竹本千代子
 
司会・幹事　仲田　錠二
２、出席者 副　幹　事　鈴木　一生
　　竹本千代子　山下浩一　仲田錠二　鈴木一生　小松原隆代　日笠伸之　樋口芳紀　平松 信
　　橘高正剛　　相原利行　岡本和夫　西岡貞則　横山俊彦　　計13名　
３、会長挨拶 会　　　長　竹本千代子
４、協議事項
① ４月～６月のプログラムについて（岡本和夫）／承認
② 家族旅行の収支について（西岡）／承認
　　・資料に基づき説明があった
③ 年度末表彰について（仲田）／承認
　　・ホームクラブ出席100％対象者　７名

　　・スマイル表彰　５名
④出席免除について（仲田）／承認
　　・大饗会員を出席規定の適用免除とする
⑤６RC事務局移転検討会議の設立について（仲田）／承認
　　・岡山東RCの会長が議長として、

今年の６ロータリーの会長を選任し「事務局移転検討会議」を設立する
・スムーズな意思決定を行い、優良物件を確保するため事務局移転に関わる決定事項を一任する
・移転が終わり次第解散とする

⑥６RC事務局運営会議の設立について（仲田）／継続
　　・年度をまたぐ諸問題に対応するため（事務局員の雇用等）
　　　６ロータリーの前年度会長、当年会長の１２名、２年任期
⑦６RC事務局再雇用契約、並びに賞与・昇給について（仲田）／承認
⑧その他
５、報告事項
　次々年度の会長人事について
　・指名委員会等の経緯について説明があり、平松会員が再度指名された旨報告がありました
６、閉　　会 副　会　長　　山下　浩一

旧ひな壇慰労夜間例会案内 　親睦活動委員会　小松原　隆　代　会員

例会情報 例会情報 例会情報 例会情報 

配偶者名
篤 子
恵ホームクラブ出席100%表彰 スマイル表彰

　日笠（伸）会員、 平松 会員、 川西 会員、 仲田 会員、 
　　　　岡本（浩）会員、 高橋 会員、 山下 会員　　　以上７名

　高橋 会員、 西岡 会員、 平松 会員、
　　　　堀川 会員、 藤木 会員　　　　以上５名

 


