
出席の状況
会員数　59名（内出席免除　４名）　出席者数　40名　　欠席者数　19名
出席率　70.18％　　前々回訂正　87.27％　　　　
欠席者　樋口，加戸，梶谷，木本，家守，小橋，鴻上，小松，小松原，熊野，南葉，高橋（裕），竹本，
　　　　丹治，山本，山下（常），横山，（平野），（柏野）

S . A . A . 　 　　
花房会員 ： ゴルフ同好会幹事としてお役に立てたとは全く思っておりませんが、多数の皆様の御参加ありがとう

ございました。次年度は西岡幹事、仲田副幹事の体制となります。私も都合のつく限り、参加させて頂
く予定です。

大饗会員 ： 皆様のお陰でこの一年不可も無く出席できましたことに感謝して、スマイルします。
鴨井会員 ： ひな壇の皆様、1年間お疲れ様でした。本年度最後のスマイルに協力いたします。
山田会員 ： 先日のゴルフ同好会ゴルフコンペにご参加の皆様ご苦労様でした。その際に臨時収入が入りました

のでスマイルします。大賀さん、またご指導をお願い致します。
氏房会員 ： 坪井会員、西岡会員、最後のスマイル協力しておきます。次期スマイルの時よろしくお願いします。
槌田会員 ： 仕事の都合で久々の出席です。本日例会後に清掃を行いますので宜しくお願いいたします。
大賀会員 ： 先日のゴルフコンペ優勝出来ましたのでスマイルさせて頂きます。
児島会員 ： 私の作る週報も今日の例会で最終回となります。至らない私の作った週報ですが、一年間お付き合

い頂きありがとうございました。また、校正を引き受けて頂いた岡本和夫会員には深く感謝いたします。
松村会員 ： 土曜日はゴルフコンペお疲れ様でした。晴天の中、楽しくプレイさせていただきました。初めて馬券が

当たりましたのでスマイルさせていただきます。
森本会員 ： 土曜日にロータリーでの初めてのゴルフコンペに参加させて頂きました。楽しい時間をありがとうござい

ました。
堀川会員 ： 先日のゴルフ同好会コンペではお世話になりました。大賀さん優勝おめでとうございます。
平松会員 ： 副会長として一年間、思うようにお役に立つことはできませんでしたが、クラブの皆様のご厚情に心か

ら感謝申し上げます。
入江会員 ： 堀川年度もあと2回となりました。本日は、副会長、副幹事、SAA、副SAAの退任の挨拶です。皆様、

一年間お疲れ様でした。
末吉会員 ： 本日、退任の挨拶をさせていただきます。よろしくお願いいたします。
坪井会員 ： 一年間、お世話になり有難うございました。
西岡会員 ： ・土曜日のゴルフコンペにて大賀さんと私の頑張りで、お小遣いを貰いましたのでスマイルします。

・本日、退任の挨拶をさせていただきます。
　　　　　　　　　16件　67,000円（累計1,263,000円）

会 長 報 告  会　長　堀　川　辰　也
　昨日は、梅雨の雨で野球同好会の試合は中止になったようですが、一昨日のゴルフ同好会
コンペは、良い天気に恵まれ、私も参加させていただき楽しくゴルフをさせていただきました。た
だ、スコアは散々でした。今日も雨の心配はないようで、例会後の清掃奉仕も予定通り行えそう
ですので、皆さん参加をお願いいたします。今年は、一昨年からのエルニーニョ現象が終わり
ラニーニャ現象（東太平洋赤道付近の海水面の温度が平年より低くなる現象）に替わるそうで、夏は猛暑となる
と言われていますが、エルニーニョが収束した時期は５月頃で、これからラニーニャになると予想されている為、そ
の影響は夏ではなく冬になりそうだとも言われています。そうなると今年の冬は大雪の影響で、３月のＩＭに影響が
あるのではと心配ですが、３月末ですので大丈夫かと思います。とにかく冬の大雪には注意しましょう。

幹 事 報 告 幹　事　入　江　直　人
① ガバナー事務所より熊本地震災害義捐金についての報告書が届いておりますので、回覧いたします。
② ハイライトよねやま195号、他クラブ週報を回覧いたします。
③ 歴史同好会第8回定例会が6月22日㈬割烹「津山」で開催されます。参加の皆様は、よろし
くお願いいたします。  

ひな壇退任挨拶 
●S.A.A.退任挨拶 坪　井　雅　弘　会員
　この1年間、堀川会長を始め、ひな壇の皆様や理事の皆様にサポートして頂き、SAAを務めることが出来、有
難うございました。
　力不足の感がありましたが、西岡副SAAの強力なサポートのお陰で、なんとかやって来れました。西岡さんに
は感謝しています。
　また、スマイルでは、皆様方の御協力に感謝申し上げます。どうも1年間有難うございました。
●副S.A.A.退任挨拶 西　岡　貞　則　会員
　本年度、副SAAを務めさせて頂き、お礼申し上げます。ありがとうございました。
前年度、右端の副幹事を務め、本年度は左端の副SAAで、2年間ひな壇の席に座り、長い2年間でした。皆様
には、昨年度は司会進行で、つたない進行でご迷惑をかけ、本年度も、スマイル発表では、滑舌も悪く、言い間
違いなどあり、スマイルされた方には、この場を借りてお詫び申し上げます。
　2月ごろの集計で本年度予算予定をクリアーできないかなと思っていましたが、ここ数ヶ月でたくさんのスマイルを頂き、あと少しで
予定をクリアー出来るところまでなり、スマイルをしてくださいました皆様に感謝申し上げます。
　副SAAとして、職務が完璧に出来ていませんでしたが、前年度同様に、貴重な経験をさせて頂き、ありがとうございました。
●副幹事　退任挨拶 末　吉　賢　多　会員
　まずは、堀川会長・入江幹事・平松副会長・坪井ＳＡＡ・西岡副ＳＡＡ・会員の皆様、大変お世話になりました。
また拙い進行をお任せいただき、誠に有難うございました。
　退任挨拶という事は、もう残り僅かという事でございます。「後悔先に立たず」といいますが、この一年間で、
大きくは二つの反省点がございます。一つ目は、今現在まで納得のいく例会進行は一回もできておりません。早
口で、滑舌も悪く、気の利いたことも言えていないと、毎回自己嫌悪に陥りながら、例会場を後にしておりました。
二つ目は、入江幹事のお手伝いに付きましても、本来であれば、積極的に行動しなければいけないのですが、例会進行以外は何も
できておりません。入江幹事にはご迷惑をお掛けし、また助けて頂き、感謝致しております。その反省の中で、本年度、まだ入会の浅
い私には、毎週皆様の前で発言をし、理事会に出席させて戴き、クラブ運営の一部を垣間見えたことは、今後のロータリー活動にお
いて、大変大きな経験をさせて戴いたと思っております。
　この経験を、次期年度以降に生かしながら、ロータリー活動をより頑張っていきたいと思っておりますので、何卒宜しくお願い致します。
　一年間本当に有難うございました。
●副会長　退任挨拶 「青梅から実梅に」 平　松　　　信　会員
　ロータリアンとしてまだ６年目の私に、副会長を指名していただきました堀川会長に厚く御礼申し上げます。
　この１年支えていただきました入江幹事はじめ雛壇の方々、そして岡山北西ロータリークラブのすべての会
員の皆様に心から感謝申し上げます。副会長の役割は、平時は閉会の挨拶です。お酒を一杯いただいた後の
挨拶はストレスなく、気楽に役目を果たせました。おかげさまにて、高座にての挨拶も経験させていただきました。
その時に撮影していただきました写真を大切にしています。
　創立25周年には、式典と祝賀会で２度も出番をいただきましたが、はじめてのことで大変緊張いたしました。その後の、京都朱雀
ロータリーの皆様との二次会では、特に挨拶はなく、楽しい時間を過ごさせていただきました。
　何かの際には会長の代行を務める副会長ですが、そのような時はないと思っていましたところ、堀川会長がソウルで開催された
国際ロータリーの会議に出席されることになり、はじめてロータリーの鐘を鳴らさせていただきました。鐘は、力の入れ方が肝心なよう
です。３回鳴らせていただきましたが、３度目が一番適切な音量だったかと思います。
　さて、時は梅雨の真只中ですが、梅雨に入るころになりますと、梅の実が太り始め、葉隠れに見え隠れするようになります。まだ青い
実は「青梅」、黄色く熟れた実は「実梅」、といわれています。梅の実に薬効があることは古くから知られていて、梅干しのほか、焼酎と氷
砂糖の中に漬け込んで梅酒となり、砂糖で煮て煮梅にしたり、梅ジャムを作ったりして、今も昔も食卓に欠かせないものとなっています。
　梅の大きさにもいろいろあって、大粒なものに豊後梅や南高梅、小粒なものに信濃梅、甲州梅などがあります。南高梅というのは、
和歌山県の農業高校で品種改良されたもので、今や高級ブランドとなっています。
　わが岡山北西ロータリークラブは、まさに青梅から実梅になろうとしています。
　大粒ではなく、小粒でもなく、ちょうどよい大きさの梅ですが、梅どうしの結束が固いのが特徴です。このたび、岡山北西ロータリー
クラブの創立会員であり、会長経験者のお二人の会員が退会されました。それぞれに退会される理由があってのことと推察申し上
げます。当クラブの黎明期を支えていただきました先輩方に深い敬意を表させていただきます。
　次年度は、クラブソングの作詞者である岡本和夫会長の年度となります。わが岡山北西ロータリークラブのさらなる飛躍の年とな
りますよう祈念いたしますとともに、プログラム委員長として最善を尽くさせていただく所存でございます。
　再度、皆様に心から感謝して、副会長退任のご挨拶とさせていただきます。有難うございました。

社会奉仕委員会報告 社会奉仕委員長　槌　田　道　弘
　本日の例会終了後、社会奉仕活動の一環として、岡山駅前の清掃活動を行います。30分程
度の清掃活動となります。今年度最後の清掃活動となりますので、皆様ぜひご参加下さい。よ
ろしくお願いします。
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　創立25周年には、式典と祝賀会で２度も出番をいただきましたが、はじめてのことで大変緊張いたしました。その後の、京都朱雀
ロータリーの皆様との二次会では、特に挨拶はなく、楽しい時間を過ごさせていただきました。
　何かの際には会長の代行を務める副会長ですが、そのような時はないと思っていましたところ、堀川会長がソウルで開催された
国際ロータリーの会議に出席されることになり、はじめてロータリーの鐘を鳴らさせていただきました。鐘は、力の入れ方が肝心なよう
です。３回鳴らせていただきましたが、３度目が一番適切な音量だったかと思います。
　さて、時は梅雨の真只中ですが、梅雨に入るころになりますと、梅の実が太り始め、葉隠れに見え隠れするようになります。まだ青い
実は「青梅」、黄色く熟れた実は「実梅」、といわれています。梅の実に薬効があることは古くから知られていて、梅干しのほか、焼酎と氷
砂糖の中に漬け込んで梅酒となり、砂糖で煮て煮梅にしたり、梅ジャムを作ったりして、今も昔も食卓に欠かせないものとなっています。
　梅の大きさにもいろいろあって、大粒なものに豊後梅や南高梅、小粒なものに信濃梅、甲州梅などがあります。南高梅というのは、
和歌山県の農業高校で品種改良されたもので、今や高級ブランドとなっています。
　わが岡山北西ロータリークラブは、まさに青梅から実梅になろうとしています。
　大粒ではなく、小粒でもなく、ちょうどよい大きさの梅ですが、梅どうしの結束が固いのが特徴です。このたび、岡山北西ロータリー
クラブの創立会員であり、会長経験者のお二人の会員が退会されました。それぞれに退会される理由があってのことと推察申し上
げます。当クラブの黎明期を支えていただきました先輩方に深い敬意を表させていただきます。
　次年度は、クラブソングの作詞者である岡本和夫会長の年度となります。わが岡山北西ロータリークラブのさらなる飛躍の年とな
りますよう祈念いたしますとともに、プログラム委員長として最善を尽くさせていただく所存でございます。
　再度、皆様に心から感謝して、副会長退任のご挨拶とさせていただきます。有難うございました。

社会奉仕委員会報告 社会奉仕委員長　槌　田　道　弘
　本日の例会終了後、社会奉仕活動の一環として、岡山駅前の清掃活動を行います。30分程
度の清掃活動となります。今年度最後の清掃活動となりますので、皆様ぜひご参加下さい。よ
ろしくお願いします。

－２－
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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



出席の状況
会員数　59名（内出席免除　４名）　出席者数　40名　　欠席者数　19名
出席率　70.18％　　前々回訂正　87.27％　　　　
欠席者　樋口，加戸，梶谷，木本，家守，小橋，鴻上，小松，小松原，熊野，南葉，高橋（裕），竹本，
　　　　丹治，山本，山下（常），横山，（平野），（柏野）

S . A . A . 　 　　
花房会員 ： ゴルフ同好会幹事としてお役に立てたとは全く思っておりませんが、多数の皆様の御参加ありがとう

ございました。次年度は西岡幹事、仲田副幹事の体制となります。私も都合のつく限り、参加させて頂
く予定です。

大饗会員 ： 皆様のお陰でこの一年不可も無く出席できましたことに感謝して、スマイルします。
鴨井会員 ： ひな壇の皆様、1年間お疲れ様でした。本年度最後のスマイルに協力いたします。
山田会員 ： 先日のゴルフ同好会ゴルフコンペにご参加の皆様ご苦労様でした。その際に臨時収入が入りました

のでスマイルします。大賀さん、またご指導をお願い致します。
氏房会員 ： 坪井会員、西岡会員、最後のスマイル協力しておきます。次期スマイルの時よろしくお願いします。
槌田会員 ： 仕事の都合で久々の出席です。本日例会後に清掃を行いますので宜しくお願いいたします。
大賀会員 ： 先日のゴルフコンペ優勝出来ましたのでスマイルさせて頂きます。
児島会員 ： 私の作る週報も今日の例会で最終回となります。至らない私の作った週報ですが、一年間お付き合

い頂きありがとうございました。また、校正を引き受けて頂いた岡本和夫会員には深く感謝いたします。
松村会員 ： 土曜日はゴルフコンペお疲れ様でした。晴天の中、楽しくプレイさせていただきました。初めて馬券が

当たりましたのでスマイルさせていただきます。
森本会員 ： 土曜日にロータリーでの初めてのゴルフコンペに参加させて頂きました。楽しい時間をありがとうござい

ました。
堀川会員 ： 先日のゴルフ同好会コンペではお世話になりました。大賀さん優勝おめでとうございます。
平松会員 ： 副会長として一年間、思うようにお役に立つことはできませんでしたが、クラブの皆様のご厚情に心か

ら感謝申し上げます。
入江会員 ： 堀川年度もあと2回となりました。本日は、副会長、副幹事、SAA、副SAAの退任の挨拶です。皆様、

一年間お疲れ様でした。
末吉会員 ： 本日、退任の挨拶をさせていただきます。よろしくお願いいたします。
坪井会員 ： 一年間、お世話になり有難うございました。
西岡会員 ： ・土曜日のゴルフコンペにて大賀さんと私の頑張りで、お小遣いを貰いましたのでスマイルします。

・本日、退任の挨拶をさせていただきます。
　　　　　　　　　16件　67,000円（累計1,263,000円）

会 長 報 告  会　長　堀　川　辰　也
　昨日は、梅雨の雨で野球同好会の試合は中止になったようですが、一昨日のゴルフ同好会
コンペは、良い天気に恵まれ、私も参加させていただき楽しくゴルフをさせていただきました。た
だ、スコアは散々でした。今日も雨の心配はないようで、例会後の清掃奉仕も予定通り行えそう
ですので、皆さん参加をお願いいたします。今年は、一昨年からのエルニーニョ現象が終わり
ラニーニャ現象（東太平洋赤道付近の海水面の温度が平年より低くなる現象）に替わるそうで、夏は猛暑となる
と言われていますが、エルニーニョが収束した時期は５月頃で、これからラニーニャになると予想されている為、そ
の影響は夏ではなく冬になりそうだとも言われています。そうなると今年の冬は大雪の影響で、３月のＩＭに影響が
あるのではと心配ですが、３月末ですので大丈夫かと思います。とにかく冬の大雪には注意しましょう。

幹 事 報 告 幹　事　入　江　直　人
① ガバナー事務所より熊本地震災害義捐金についての報告書が届いておりますので、回覧いたします。
② ハイライトよねやま195号、他クラブ週報を回覧いたします。
③ 歴史同好会第8回定例会が6月22日㈬割烹「津山」で開催されます。参加の皆様は、よろし
くお願いいたします。  

IM 実行委員会よりお知らせ　  副実行委員長　相　原　利　行
　未だご案内出来ておりませんが、来週6月27日の例会終了後IM実行委員会を開催します。
委員長、副委員長の方は、ご出席頂きます様よろしくお願いします。

ゴルフ同好会報告 ゴルフ同好会　幹事　西　岡　貞　則
　梅雨時期合間の晴天の中、山陽ゴルフクラブにて、第266回コンペを行いました。今回初参加
の森本会員と久しぶりの岡村会員の出席となり参加者12名のプレイとなりました。今回優勝は、大
賀会員で前半ＩＮ2アンダーの34で、後半ＯＵＴ40で、ほぼパープレイの74でのプレイでした。
　本年度も、多数の参加いただきありがとうございました。来期は、仲田会員、西岡で幹事をさ
せて頂きますので、多数の参加お願いいたします。７月、８月は、ゴルフ同好会の活動はお休みで、９月11日に後楽
ゴルフクラブにて開催いたします。宜しくお願いいたします。

第 7回被選理事、役員会議事録 
日時　2016年６月13日㈪13：30～14：20　　場所　ホテルグランヴィア岡山３階「エメラルドの間」
⒈ 開　会 会　　　長　岡本　和夫
 司会・幹事　末吉　賢多
⒉出席者の確認 副　幹　事　児島　正典
　岡本和夫  竹本千代子  末吉賢多  児島正典  氏房信明  入江直人  菊井慎也  相原利行  樋口芳紀
　小松原隆代  平松　信  岡本浩三  西山隆三郎  堀川辰也  大饗よし江  橘高正剛  日笠伸之  川西熊雄
⒊会長挨拶 会　　　長　岡本　和夫
⒋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。
②運営活動計画書について　校正については、幹事に一任することとし、承認。
③旧ひな壇慰労例会について　原案通り、承認。
④ガバナー補佐訪問クラブ協議会について　ガバナー補佐入場について、実施するかどうか検討することとした。
⑤入会金について　細則第5条の入会金について、奉仕活動協力金に変更するため、6月27日の例会時に
臨時総会を開催し、決議することとした。
⑥その他　（旧ひな壇記念品について）　記念の盾を授与することとした。

（委員会編成の一部変更について）　会員の退会に伴う変更について、原案通り承認された。
（京都朱雀ＲＣ訪問について）　7月6日に会長・副会長・幹事・川西友好委員長・岡村委員・大饗

次期会長の６名で訪問することとした。
⒌報告事項
　歴史フォーラムについて、青少年奉仕委員長より報告があった。次年度歴史フォーラム審査委員長にご紹介頂き、
高校教育関係者を訪問し、県立高校の参加が少ないことについてご指導頂いた。下記事項についてご助言頂いた。
1 日程について
2 資料配布について
3 広報の方法について

⒍閉　会 副　会　長　竹本千代子
  

ひな壇退任挨拶 
●S.A.A.退任挨拶 坪　井　雅　弘　会員
　この1年間、堀川会長を始め、ひな壇の皆様や理事の皆様にサポートして頂き、SAAを務めることが出来、有
難うございました。
　力不足の感がありましたが、西岡副SAAの強力なサポートのお陰で、なんとかやって来れました。西岡さんに
は感謝しています。
　また、スマイルでは、皆様方の御協力に感謝申し上げます。どうも1年間有難うございました。
●副S.A.A.退任挨拶 西　岡　貞　則　会員
　本年度、副SAAを務めさせて頂き、お礼申し上げます。ありがとうございました。
前年度、右端の副幹事を務め、本年度は左端の副SAAで、2年間ひな壇の席に座り、長い2年間でした。皆様
には、昨年度は司会進行で、つたない進行でご迷惑をかけ、本年度も、スマイル発表では、滑舌も悪く、言い間
違いなどあり、スマイルされた方には、この場を借りてお詫び申し上げます。
　2月ごろの集計で本年度予算予定をクリアーできないかなと思っていましたが、ここ数ヶ月でたくさんのスマイルを頂き、あと少しで
予定をクリアー出来るところまでなり、スマイルをしてくださいました皆様に感謝申し上げます。
　副SAAとして、職務が完璧に出来ていませんでしたが、前年度同様に、貴重な経験をさせて頂き、ありがとうございました。
●副幹事　退任挨拶 末　吉　賢　多　会員
　まずは、堀川会長・入江幹事・平松副会長・坪井ＳＡＡ・西岡副ＳＡＡ・会員の皆様、大変お世話になりました。
また拙い進行をお任せいただき、誠に有難うございました。
　退任挨拶という事は、もう残り僅かという事でございます。「後悔先に立たず」といいますが、この一年間で、
大きくは二つの反省点がございます。一つ目は、今現在まで納得のいく例会進行は一回もできておりません。早
口で、滑舌も悪く、気の利いたことも言えていないと、毎回自己嫌悪に陥りながら、例会場を後にしておりました。
二つ目は、入江幹事のお手伝いに付きましても、本来であれば、積極的に行動しなければいけないのですが、例会進行以外は何も
できておりません。入江幹事にはご迷惑をお掛けし、また助けて頂き、感謝致しております。その反省の中で、本年度、まだ入会の浅
い私には、毎週皆様の前で発言をし、理事会に出席させて戴き、クラブ運営の一部を垣間見えたことは、今後のロータリー活動にお
いて、大変大きな経験をさせて戴いたと思っております。
　この経験を、次期年度以降に生かしながら、ロータリー活動をより頑張っていきたいと思っておりますので、何卒宜しくお願い致します。
　一年間本当に有難うございました。
●副会長　退任挨拶 「青梅から実梅に」 平　松　　　信　会員
　ロータリアンとしてまだ６年目の私に、副会長を指名していただきました堀川会長に厚く御礼申し上げます。
　この１年支えていただきました入江幹事はじめ雛壇の方々、そして岡山北西ロータリークラブのすべての会
員の皆様に心から感謝申し上げます。副会長の役割は、平時は閉会の挨拶です。お酒を一杯いただいた後の
挨拶はストレスなく、気楽に役目を果たせました。おかげさまにて、高座にての挨拶も経験させていただきました。
その時に撮影していただきました写真を大切にしています。
　創立25周年には、式典と祝賀会で２度も出番をいただきましたが、はじめてのことで大変緊張いたしました。その後の、京都朱雀
ロータリーの皆様との二次会では、特に挨拶はなく、楽しい時間を過ごさせていただきました。
　何かの際には会長の代行を務める副会長ですが、そのような時はないと思っていましたところ、堀川会長がソウルで開催された
国際ロータリーの会議に出席されることになり、はじめてロータリーの鐘を鳴らさせていただきました。鐘は、力の入れ方が肝心なよう
です。３回鳴らせていただきましたが、３度目が一番適切な音量だったかと思います。
　さて、時は梅雨の真只中ですが、梅雨に入るころになりますと、梅の実が太り始め、葉隠れに見え隠れするようになります。まだ青い
実は「青梅」、黄色く熟れた実は「実梅」、といわれています。梅の実に薬効があることは古くから知られていて、梅干しのほか、焼酎と氷
砂糖の中に漬け込んで梅酒となり、砂糖で煮て煮梅にしたり、梅ジャムを作ったりして、今も昔も食卓に欠かせないものとなっています。
　梅の大きさにもいろいろあって、大粒なものに豊後梅や南高梅、小粒なものに信濃梅、甲州梅などがあります。南高梅というのは、
和歌山県の農業高校で品種改良されたもので、今や高級ブランドとなっています。
　わが岡山北西ロータリークラブは、まさに青梅から実梅になろうとしています。
　大粒ではなく、小粒でもなく、ちょうどよい大きさの梅ですが、梅どうしの結束が固いのが特徴です。このたび、岡山北西ロータリー
クラブの創立会員であり、会長経験者のお二人の会員が退会されました。それぞれに退会される理由があってのことと推察申し上
げます。当クラブの黎明期を支えていただきました先輩方に深い敬意を表させていただきます。
　次年度は、クラブソングの作詞者である岡本和夫会長の年度となります。わが岡山北西ロータリークラブのさらなる飛躍の年とな
りますよう祈念いたしますとともに、プログラム委員長として最善を尽くさせていただく所存でございます。
　再度、皆様に心から感謝して、副会長退任のご挨拶とさせていただきます。有難うございました。

社会奉仕委員会報告 社会奉仕委員長　槌　田　道　弘
　本日の例会終了後、社会奉仕活動の一環として、岡山駅前の清掃活動を行います。30分程
度の清掃活動となります。今年度最後の清掃活動となりますので、皆様ぜひご参加下さい。よ
ろしくお願いします。

－３－

本日のメニュー（６月27日）
焼物八寸　出し巻玉子（あおさ海苔）鱸照焼　合鴨ロース煮　鰻八幡巻　紫蘇の実　茗荷酢取り　甘味
小　　鉢　太刀魚南蛮漬け　セルフィーユ 造り　二種盛り　妻一式（県産昔醤油）
焚　　合　加茂茄子揚げ出し　糸花鰹　紅葉卸し 御飯　白御飯（岡山県産こしひかり）
赤 出 汁　 香物　三種

次回のメニュー（７月４日）　

　　会報部会／児島正典・日笠伸之・橘高正剛・山本真嗣

例会情報例会情報例会情報例会情報

4 本フォーラムの名称を変更することについて
5 募集対象を「学校」ではなく、「個人」とすることについて
6 チラシの作成方法について

かぼちゃのポタージュスープ　　まながつおのポワレ  フレッシュトマトとバジルのソース
オニオンとオクラの和風サラダ　　デザート
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74
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69
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RANK
優　勝
準優勝
第３位

NAME
大賀基弘
西岡貞則
仲田錠二


