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出席の状況
会員数　58名（内出席免除　４名）　出席者数　40名　　欠席者数　18名
出席率　71.43％　　前々回訂正　89.09％　　　　
欠席者　原，原田，加戸，金子，笠原，川本，家守，小橋，小松原，松村，仲田，南葉，大賀，丹治，
　　　　槌田，山本，（平野），（渡辺）

ビ ジ タ ー　　〈岡山RC〉岡本  典久　様
S . A . A . 　 　　

去る16日㈯の第8・9グループ合同IM実
行委員会に参加して頂いた岩本次期ガ
バナー補佐、岡本次期会長を始めIM実
行委員の皆様、大変お疲れ様でした。津
山RC5名、北西RC10名が参加してIM
開催に向けての協議でありましたが、岡
本次期会長の「そのことに関する準備」
の良さに私は感服いたしました。更に、北
西RCの力強い団結力を津山RCの委員
の方 も々相当感じて帰られたことと思って
います。IM総務委員長の立場として参
加された皆様に深く御礼申し上げます。
米山奨学生だった楊　さんの近況報
告です。「日本の桜・山の美しさをなつか
しむとともに、日本の良さを改めて感じて
います。」励ましの言葉を送りました。

ゴルフコンペでは大変お世話になりまし
た。一打当りのコストを考えたわけでは
ありませんが、少し「叩き過ぎ」。反省。

ゴルフ同好会鳴門遠征、多数の方の御
参加ありがとうございました。西岡さん、
プランの作成・ホテルとの交渉お見事で
した。又、大饗さん大変お世話になりま
した。
先週、結婚記念日に御花が届きました。老
夫婦には、片時、昔を思い出す時間となり
家内にも少し優しくもなれる時間ともなりまし
た。長女からも御祝いがあり、後の御願い
があるかもと心配です。二人の息子はまっ
たく無関心です。ありがとうございました。
この度のゴルフ同好会コンペご参加の
皆様、お疲れ様でした。花房幹事、西岡
副幹事、お世話になりました。メンバー、ハ
ンディに恵まれ優勝することが出来ました。
ありがとうございました。PS.横山さん次回
からハンディをお出ししてもいいですよ！

・先週土曜日の社会奉仕活動に参加された
会員の方、お疲れ様でした。前回同様、岡山
の街はゴミが非常に少ないと実感しました。
・西山会員、お祝いを頂きありがとうございま
す。玄関が華やぎました。
16.17日の1泊2日プレイのゴルフ参加の方、
お疲れ様でした。5月のコンペ参加もよろ
しくお願いします。

会 長 報 告  会　長　堀　川　辰　也
　一昨日行われた清掃ボランティアに参加された約２０名の会員及びご家族の皆様、ご苦労様でした。この日は、
県下で約３０００名の方々が参加したそうで、岡山市では学生の参加もあり、大勢の方々が市内中心部の清掃を
行いました。担当した表町１丁目辺りは比較的ゴミが少なかったのですが、ボランティアで清掃をすることは、清掃
行（おこない）で街もきれいになりますが、清掃を行った人の心もきれいになると、ある高名なお坊さんも言われて
います。因みにプロやお掃除ロボットが行うと清掃業（なりわい）になり、行ではないそうです。参加された方は、皆
さん心がきれいになったことと思います。
　ところで、先日来熊本県等を震源地とする大きな地震が発生していますが、今回の地震は、大きな余震が頻発しており、とても心
配です。早く余震が治まり、復興が早く進むことを願っています。恐らくガバナー事務所より募金の依頼が届くと思いますので、その
際はご協力をお願いいたします。
幹 事 報 告 幹　事　入　江　直　人
① ガバナー事務所より再度、ロータリー青少年指導者育成プログラム（RYLA）のご案内が届いております。該
当の方がございましたら、ぜひご推薦ください。
② 岡山南RC主催「ポリオプラスプログラム研修セミナー」開催のご案内が届いておりますので回覧致します。
ご出席される方は添付のチラシにてお願い致します。
③ 家族旅行のご案内、次年度会員名簿校正依頼、クラブフォーラムの資料を配付しております。
④ ハイライトよねやま193号、他クラブ週報を回覧致します。
⑤ 次期地区米山奨学会委員の樋口会員に「奨学生・学友担当」「指定校選定委員」「奨学生選考委員」の委嘱状が届いております。
⑥ ４月２０日㈬１８：３０より「割烹津山」において、歴史同好会第７回定例会を行います。 
⑦ 新会員4名のシールを配布しております。
⑧ 本日例会終了後13時30分より、この例会場で、第5回創立25周年実行委員会を開催致しますので、実行委員会のメンバーの皆
様はご出席ください。
米山奨学会委嘱状の授与
　次期地区米山奨学会委員の樋口会員に｢奨学生・学友担当｣、｢指
定校選定委員｣、｢奨学生選考委員｣の委嘱状が授与されました。

クラブフォーラム　創立25周年記念事業 実行委員長　横　山　俊　彦 
　創立25周年記念式典の開催まで、残すところ1カ月余りとなり、いよいよ追い込みの時期となりました。
実行委員の皆様には準備や打ち合わせに、大変ご足労頂き、お礼申し上げます。全員での打ち合わ
せも、本日を含めてあと2回となりました。この後は委員会ごとの打ち合わせをよろしくお願いします。

親睦活動委員会報告 親睦活動委員長　 小　菅　英　司
　家族親睦旅行のご案内を再度配布しております。5月6日㈮が期限となっておりますので、
ご家族とご相談の上、ご回答下さい。
　日　　時：平成28年6月12日㈰7：30出発　7：15岡山駅西口集合　  行先：兵庫県 宝塚観劇
　公演内容：｢NOBUNAGA信長　‒下天の夢‒」
　会　　費；・会員　6,000円　・ご家族　S席をご希望の場合4,800円となります。
野球同好会報告 野球同好会　幹事　日　笠　伸　之
　本日は試合日程のご案内です。4月23日㈯19時より瀬戸運動公園におきまして、橘高会員のご紹
介の瀬戸内カープさんと試合を行います。また、5月21日㈯19時より総社市スポーツセンターにおきま
して、入江幹事のご紹介の山陽ホエールズさんと試合を行います。今後も試合の予定がありますの

第10回理事、役員会議事録
日時　平成28年４月４日㈪13：35～14：00
場所　ホテルグランヴィア岡山３階「ルビーの間」
 司会・幹事　入江　直人
１．開　会 会　　　長　堀川　辰也
２．出席者の確認 副　幹　事　末吉　賢多
　　堀川辰也　平松  信　入江直人　末吉賢多　坪井雅弘　西岡貞則　氏房信明　槌田道弘　
　　大饗よし江　小菅英司　川本洋　西山隆三郎　岡本和夫　　
３．会長挨拶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　堀川　辰也
４．審議事項
① 4月～6月のプログラムについて　…原案通り承認。
② 家族旅行について　…Ａ案にて承認。
　（観覧座席位置により、参加者の一部負担をお願いする。また、座席位置希望は後日参加者に問う。）
５．報告事項
①スマイルについて　…３月末現在で＠752,000円（目標額＠130万円）今後、スマイルを利用しやすいよ
う用紙に項目等を記載し、簡略するなどの意見があった。尚、以後の例会時、スマイルの趣旨と利用目的
をＳ.Ａ.Ａ.より発表し、現在の状態を報告する。
６．閉　会 副　会　長　平松　　信
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ゴルフ同好会、鳴門にて2日にわたり楽
しくケガなくプレー出来ました。参加者
の皆様、お疲れ様でした。

ゴルフ同好会参加の皆様お疲れ様で
した。鳴門での一泊二日のプレー、強
風の中でしたが、楽しい時を過ごしま
したのでスマイルします。

ゴルフ同好会、昨日は楽しませていただ
きました。西岡幹事、段取りお疲れ様で
した。お世話になりました。

16日のゴルフコンペにて、優勝しました
のでスマイルします。1泊2日プレイのゴ
ルフ楽しく過ごせました。

ゴルフ同好会一同：16.17日にエクシブ鳴
門にて1泊2日プレイのゴルフコンペを行
いました。いろいろ珍プレイもありましたが、
楽しくゴルフもでき、親睦ができました。
一昨日の清掃ボランティアにご参加頂い
た約20名の皆様、ご苦労様でした。

熊本県を中心とした地震の支援のため、
16日に岡山県済生会のDMAT部隊が、
18日に医療支援チームが出発いたしま
した。心からお見舞い申しあげます。

熊本震災で熊本の皆さんは、大変なご
苦労をされています。当院からも
DMATで1名、熊本に行って頑張って
います。彼らの働きにsmileします。
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例会プログラム例会プログラム例会プログラム例会プログラム

本日は仕事のため、欠席させて頂きます。
9日の献血活動及び16日の清掃活動に
ご参加の皆様、お疲れ様でした。ご参
加頂きまして、ありがとうございました。

17件　73,000円（累計　885,000円）
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去る16日㈯の第8・9グループ合同IM実
行委員会に参加して頂いた岩本次期ガ
バナー補佐、岡本次期会長を始めIM実
行委員の皆様、大変お疲れ様でした。津
山RC5名、北西RC10名が参加してIM
開催に向けての協議でありましたが、岡
本次期会長の「そのことに関する準備」
の良さに私は感服いたしました。更に、北
西RCの力強い団結力を津山RCの委員
の方 も々相当感じて帰られたことと思って
います。IM総務委員長の立場として参
加された皆様に深く御礼申し上げます。
米山奨学生だった楊　さんの近況報
告です。「日本の桜・山の美しさをなつか
しむとともに、日本の良さを改めて感じて
います。」励ましの言葉を送りました。

ゴルフコンペでは大変お世話になりまし
た。一打当りのコストを考えたわけでは
ありませんが、少し「叩き過ぎ」。反省。

ゴルフ同好会鳴門遠征、多数の方の御
参加ありがとうございました。西岡さん、
プランの作成・ホテルとの交渉お見事で
した。又、大饗さん大変お世話になりま
した。
先週、結婚記念日に御花が届きました。老
夫婦には、片時、昔を思い出す時間となり
家内にも少し優しくもなれる時間ともなりまし
た。長女からも御祝いがあり、後の御願い
があるかもと心配です。二人の息子はまっ
たく無関心です。ありがとうございました。
この度のゴルフ同好会コンペご参加の
皆様、お疲れ様でした。花房幹事、西岡
副幹事、お世話になりました。メンバー、ハ
ンディに恵まれ優勝することが出来ました。
ありがとうございました。PS.横山さん次回
からハンディをお出ししてもいいですよ！

で、決まり次第ご案内致します。会員の皆様のご参加と、ご声援をよろしくお願いします。
社会奉仕委員会報告 社会奉仕委員長　槌　田　道　弘
献血活動　４月９日㈯１３：００より　丸の内ロータリー
クラブ様と合同で献血・啓発活動を行いました。 当ク
ラブ参加者は10名で、献血をされましたのは内６名で
計２.４ℓの採血を行い、参加者全員でティッシュの配
布を約1500個致しました。 そのおかげで？１時間以
上の待ちが出ていましたが、献血センターの村上所長様も喜んでおられました。 参加頂いた皆様ありがとうございました。
清掃活動　岡山市美しいまちづくりの日　一斉ボランティア清
掃　４月１６日㈯８：３０～『岡山市美しいまちづくりの日』一斉ボラ
ンティア清掃があり、当クラブからも会員15名、ご家族様5名の計
２０名が参加しました。中山下１丁目を中心に清掃をしたのです
が、ゴミは少なく岡山の街は綺麗でしたが、やはり目立つのはタ
バコでした。次回は６月に岡山駅前を中心に清掃を行いますの
で、ご参加宜しくお願い致します。
ゴルフ同好会報告 ゴルフ同好会　幹事　西　岡　貞　則
　４月16・17日、グランドエクシブ鳴門にて１泊２プレイのゴルフコンペを行いました。16日は10名の参加で、
天気は晴天でしたが強風の海風の中、誰も100を切ることなく、珍プレイなどありながら楽しいゴルフでし
た。17日も10名の参加で、朝一番は強風の中スタートしましたが、２ホール目では風も止みいい天気になり、
最高のゴルフ日和でしたが、スコアーは・・・・。１年に１回の泊まりのゴルフで、一層親睦が深まりました。

第５回被選理事、役員会議事録 
　日時　2016年４月11日㈪13：45～14：20　　　場所　ホテルグランヴィア岡山３階「エメラルドの間」
１、 開　会 会　　　長　　岡本　和夫
 司会・幹事　　末吉　賢多
２、 出席者の確認 副　幹　事　　児島　正典
　　岡本和夫　末吉賢多　児島正典　仲田錠二　相原利行　小松原隆代　鴨井利典　平松  信   岡本浩三
　　西山隆三郎　大饗よし江
３、会長挨拶 会　　　長　　岡本　和夫
４、協議事項
①プログラムスケジュール（７月～９月）案について　原案通り、承認。
　・8月予定の外部卓話講師の紹介を大饗よし江会長エレクトより頂く。（元ジェトロ岡山所長）
②高校生による歴史文化研究フォーラムについて　原案通り、承認。
・会場の場所を解りやすくするため、看板等を設置してはどうかとの提案があった。
・本年度の北西ＲＣ審査員は平松　信委員長にお願いをし、ご快諾頂く。
③次期活動計画書及び予算について　原案通り、承認。
・ロータリー財団の予算を使って、｢End Polio Now｣ のポスターを会場に掲げてはどうかという提案があった。
④地区研修・協議会の４月２５日例会報告について
　24日の地区研修・協議会に出席予定の各委員長及び幹事は、一人５分で、例会にて報告行う。
⑤その他　　特になし
５、報告事項　　特になし
６、閉　会

・先週土曜日の社会奉仕活動に参加された
会員の方、お疲れ様でした。前回同様、岡山
の街はゴミが非常に少ないと実感しました。
・西山会員、お祝いを頂きありがとうございま
す。玄関が華やぎました。
16.17日の1泊2日プレイのゴルフ参加の方、
お疲れ様でした。5月のコンペ参加もよろ
しくお願いします。

会 長 報 告  会　長　堀　川　辰　也
　一昨日行われた清掃ボランティアに参加された約２０名の会員及びご家族の皆様、ご苦労様でした。この日は、
県下で約３０００名の方々が参加したそうで、岡山市では学生の参加もあり、大勢の方々が市内中心部の清掃を
行いました。担当した表町１丁目辺りは比較的ゴミが少なかったのですが、ボランティアで清掃をすることは、清掃
行（おこない）で街もきれいになりますが、清掃を行った人の心もきれいになると、ある高名なお坊さんも言われて
います。因みにプロやお掃除ロボットが行うと清掃業（なりわい）になり、行ではないそうです。参加された方は、皆
さん心がきれいになったことと思います。
　ところで、先日来熊本県等を震源地とする大きな地震が発生していますが、今回の地震は、大きな余震が頻発しており、とても心
配です。早く余震が治まり、復興が早く進むことを願っています。恐らくガバナー事務所より募金の依頼が届くと思いますので、その
際はご協力をお願いいたします。
幹 事 報 告 幹　事　入　江　直　人
① ガバナー事務所より再度、ロータリー青少年指導者育成プログラム（RYLA）のご案内が届いております。該
当の方がございましたら、ぜひご推薦ください。
② 岡山南RC主催「ポリオプラスプログラム研修セミナー」開催のご案内が届いておりますので回覧致します。
ご出席される方は添付のチラシにてお願い致します。
③ 家族旅行のご案内、次年度会員名簿校正依頼、クラブフォーラムの資料を配付しております。
④ ハイライトよねやま193号、他クラブ週報を回覧致します。
⑤ 次期地区米山奨学会委員の樋口会員に「奨学生・学友担当」「指定校選定委員」「奨学生選考委員」の委嘱状が届いております。
⑥ ４月２０日㈬１８：３０より「割烹津山」において、歴史同好会第７回定例会を行います。 
⑦ 新会員4名のシールを配布しております。
⑧ 本日例会終了後13時30分より、この例会場で、第5回創立25周年実行委員会を開催致しますので、実行委員会のメンバーの皆
様はご出席ください。
米山奨学会委嘱状の授与
　次期地区米山奨学会委員の樋口会員に｢奨学生・学友担当｣、｢指
定校選定委員｣、｢奨学生選考委員｣の委嘱状が授与されました。

クラブフォーラム　創立25周年記念事業 実行委員長　横　山　俊　彦 
　創立25周年記念式典の開催まで、残すところ1カ月余りとなり、いよいよ追い込みの時期となりました。
実行委員の皆様には準備や打ち合わせに、大変ご足労頂き、お礼申し上げます。全員での打ち合わ
せも、本日を含めてあと2回となりました。この後は委員会ごとの打ち合わせをよろしくお願いします。

親睦活動委員会報告 親睦活動委員長　 小　菅　英　司
　家族親睦旅行のご案内を再度配布しております。5月6日㈮が期限となっておりますので、
ご家族とご相談の上、ご回答下さい。
　日　　時：平成28年6月12日㈰7：30出発　7：15岡山駅西口集合　  行先：兵庫県 宝塚観劇
　公演内容：｢NOBUNAGA信長　‒下天の夢‒」
　会　　費；・会員　6,000円　・ご家族　S席をご希望の場合4,800円となります。
野球同好会報告 野球同好会　幹事　日　笠　伸　之
　本日は試合日程のご案内です。4月23日㈯19時より瀬戸運動公園におきまして、橘高会員のご紹
介の瀬戸内カープさんと試合を行います。また、5月21日㈯19時より総社市スポーツセンターにおきま
して、入江幹事のご紹介の山陽ホエールズさんと試合を行います。今後も試合の予定がありますの

第10回理事、役員会議事録
日時　平成28年４月４日㈪13：35～14：00
場所　ホテルグランヴィア岡山３階「ルビーの間」
 司会・幹事　入江　直人
１．開　会 会　　　長　堀川　辰也
２．出席者の確認 副　幹　事　末吉　賢多
　　堀川辰也　平松  信　入江直人　末吉賢多　坪井雅弘　西岡貞則　氏房信明　槌田道弘　
　　大饗よし江　小菅英司　川本洋　西山隆三郎　岡本和夫　　
３．会長挨拶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　堀川　辰也
４．審議事項
① 4月～6月のプログラムについて　…原案通り承認。
② 家族旅行について　…Ａ案にて承認。
　（観覧座席位置により、参加者の一部負担をお願いする。また、座席位置希望は後日参加者に問う。）
５．報告事項
①スマイルについて　…３月末現在で＠752,000円（目標額＠130万円）今後、スマイルを利用しやすいよ
う用紙に項目等を記載し、簡略するなどの意見があった。尚、以後の例会時、スマイルの趣旨と利用目的
をＳ.Ａ.Ａ.より発表し、現在の状態を報告する。
６．閉　会 副　会　長　平松　　信

－３－

本日のメニュー（４月25日（ヘルシー和食））
丼物　変わり御飯とサーモンの親子丼（笹牛蒡、榎木茸）いくら　錦糸玉子　つくね芋　胡瓜、ミニトマト
　　　ホワイトアスパラ　大葉、山葵　煎り胡麻　県産昔醤油
小鉢　浅利、菜の花蕗味噌和え　菊花　　
温物　小田蒸し　赤米うどん（百合根、椎茸、銀杏、振り柚子、銀餡掛け）　　赤出汁  三種　　香物  三種
次回のメニュー（５月９日（ミリオンダーラミール））
チキンスープカレー　　　ミモザ風サラダ　　　白ゴマのブランマンジェきなこクリーム

　　会報部会／児島正典・日笠伸之・橘高正剛・山本真嗣
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NAME
山田喜広
笠原英司
樋口芳紀
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NAME
笠原英司
氏房信明
岡本浩三


