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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　45名　　欠席者数　13名
出席率　81.82％　　前々回訂正　89.09％　　　　
欠席者　原，加戸，金子，川本，家守，小橋，小松原，南葉，山本，山下（常），
　　　（平野），（柏野），（渡辺）

S . A . A . 　 　　
前回出張の為、例会と社会奉仕の清
掃を欠席しましたので、スマイルします。

・先週の清掃活動に御参加下さいまし
た皆様お世話になりました。
・赤十字血液センターの村上様、廣江様
お忙しい中ありがとうございます。宜しく
お願い致します。
先日は新入会員歓迎会を開催頂き、あ
りがとうございました。今後ともよろしくお
願い致します。

会 長 報 告  会　長　堀　川　辰　也
　本日、社会奉仕のクラブフォーラムで外部卓話をしていただく、岡山県赤十字血液センター
の村上文一様は、実は私と同様に少年サッカーの指導者として小学生の指導をされていまし
た。さて、一昨日の深夜に行われたリオデジャネイロオリンピック予選を兼ねた、２３歳以下のサッ
カーアジア選手権の決勝で、日本代表は韓国を２点差からの大逆転で優勝しました。テレビの
生放送を見ていましたが、前半を終えて０－１なら後半は運動量が落ちる韓国に逆転できると思っていましたが、
後半早々に２点目を入れられたときは、これはもう無理かなと思いました。ところがそこから３点を取って逆転し見
事に勝ち、久しぶりに気分がスッキリする勝ち方を見させてもらいました。今回の日本チームは、前評判は低かった
のですが、試合最後まで走り切れる体力があり、それが勝利につながったようです。これにはコンディショニング
コーチの存在が大きく、実は２年前のワールドカップでは、コンディショニングを失敗し全く勝てなかったのですが、
今回はその反省を生かし良いコンディションを保ったそうです。日本では先日非常に寒い日がありましたが、また寒
さがぶり返すかもしれませんので、皆さんも良いコンディションを保つよう心掛けてください。

幹 事 報 告 幹　事　入　江　直　人
① 「ガバナー月信Vol.8」を配付しております。
② 「財団室NEWS 2月号」、「日野原重明先生講演会のご案内」、他クラブ週報を回覧致します。
③ ガバナー事務所より、2018～19年度RI第2690地区ガバナーとして、岡山RC 末長範彦氏が
正式に決定しました、との宣言書が届いております。
④ 米山記念奨学会より普通寄付金の確定申告用領収証が届いておりますので配付しております。
⑤ 樋口会員に2016～17年度RI第2690地区 米山記念奨学会委員会委員の委嘱状が届いておりますので、後
ほど会長よりお渡しいただきます。
⑥ 第6回歴史同好会の定例会を2月3日 18時30分より、割烹「つやま」で開催いたします。出席予定の15名の会
員の方々はお忘れなきようお願いいたします。
⑦ 本日例会終了後13時30分より、3F「ルビー」において「第8回理事役員会」を開催致しますので、理事役員の
皆様はご出席ください。

ゴルフ同好会報告 ゴルフ同好会　幹事　西　岡　貞　則
　まだまだ寒い日が続きますので、体調管理にはお気をつけ下さい。さて下記の通り、ゴルフコ
ンペを開催致します。皆様のご参加をお待ちしております。
第262回ゴルフコンペ
　開催日　平成28年3月20日㈰
　場　所　倉敷カントリークラブ
第263・264回ゴルフコンペ
　開催日　平成28年4月16日㈯、17日㈰
　場　所　エクシブ鳴門　グランディ鳴門ゴルフ倶楽部36

社会奉仕委員会報告
　１月21日㈪例会終了後13：30から14：00まで、40年に一度の大寒波の中、17名の参加で清掃活動を行い
ました。
　岡山駅前はとても綺麗で驚きましたが、それでもタバコ、空き缶等のごみがありました。
　寒かったので10分程度で切り上げようと思っていたのですが、きっちり30分活動を行い、ごみ袋２袋
の成果でした。ご参加の皆様ありがとうございました。
　次回は４月の一斉清掃の予定です。　宜しくお願い致します。

　

米山記念奨学会委員会委員の委嘱 
　樋口芳紀会員に2016～2017年度ＲＩ第2690地区米山記
念奨学会委員会委員の委嘱状が届きましたので、会長より
授与されました。

 

クラブフォーラム（社会奉仕） 社会奉仕委員長　槌　田　道　弘
　4月9日に丸の内ロータリークラブと合同で、献血活動を行います。本日は啓発活動として岡
山県赤十字血液センターより、村上文一様　廣江義男様にお越し頂きました。
　演題は「献血で支える命　～ありがとう、っていっぱい言わせて～」となっております。
岡山県は赤血球の需要が全国平均より10%以上多い医療先進県となっております。皆様のお
支えで、岡山の医療を支えて行って下さい。

「献血で支える命　～ありがとう、っていっぱい言わせて～」
 岡山県赤十字血液センター　表町出張所　所長　村上　文一　様
　日本全国の輸血に必要な血液は、すべて献血にて賄われております。一日平均約3,000人
の患者さんが輸血を必要としているため、1日あたり約15,000人の方に献血にご協力頂く必要
があります。
　岡山県は先進医療県ですが、今後、献血にご協力頂ける方が減っていくと予想されます。一方、輸血の必要
量は変わらないか、さらに増えると予想されます。ぜひ、皆様のご協力が必要となります。
　ご自身が献血にご協力頂くのはもちろんのこと、さらに、周りの方 に々お声掛け頂ければと思います。
　そして、岡山県の高度な、輸血量を支えて行って頂ければと思います。
 岡山県赤十字血液センター　推進課　推進一係長　廣江　義男　様
　皆様には日頃から、献血にご協力頂きありがとうございます。4月9日の献血活動に際しまして、
ぜひ、周りの皆様へのお声掛けをよろしくお願いします。
　こちらに伺いまして、期待しておりますのは、皆様の人脈であります。皆様には会社や仕事を
通じて、また、交友関係を通じての人脈を活かして頂ければと思います。
　皆様の周りの元気な方々に、献血紹介カードを渡して下さい。そうすれば、自分一人の献血よりも、より多くの皆
様のご協力が得られます。
　この献血紹介カードは一枚の紙切れですが、これが血液に変わり、病院に運ばれて命の源となる非常に価値
の高いものです。
　この献血紹介カードを通じて献血の輪が広がっていくことに、ご協力下さい。よろしくお願いします。

創立 25周年記念事業・記念式典について　　 

創立25周年記念事業・式典実行委員会組織（案）

１月お祝い行事

－１－

前回２月１日の例会記録前回２月１日の例会記録前回２月１日の例会記録前回２月１日の例会記録

先週は休会致しまして申し訳ございま
せんでした。また、入江幹事お世話にな
りました。

先週の清掃活動を欠席しましたので、
スマイルします。

以上，5件　11,000円（累計　602,000円）
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た皆様お世話になりました。
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お忙しい中ありがとうございます。宜しく
お願い致します。
先日は新入会員歓迎会を開催頂き、あ
りがとうございました。今後ともよろしくお
願い致します。

会 長 報 告  会　長　堀　川　辰　也
　本日、社会奉仕のクラブフォーラムで外部卓話をしていただく、岡山県赤十字血液センター
の村上文一様は、実は私と同様に少年サッカーの指導者として小学生の指導をされていまし
た。さて、一昨日の深夜に行われたリオデジャネイロオリンピック予選を兼ねた、２３歳以下のサッ
カーアジア選手権の決勝で、日本代表は韓国を２点差からの大逆転で優勝しました。テレビの
生放送を見ていましたが、前半を終えて０－１なら後半は運動量が落ちる韓国に逆転できると思っていましたが、
後半早々に２点目を入れられたときは、これはもう無理かなと思いました。ところがそこから３点を取って逆転し見
事に勝ち、久しぶりに気分がスッキリする勝ち方を見させてもらいました。今回の日本チームは、前評判は低かった
のですが、試合最後まで走り切れる体力があり、それが勝利につながったようです。これにはコンディショニング
コーチの存在が大きく、実は２年前のワールドカップでは、コンディショニングを失敗し全く勝てなかったのですが、
今回はその反省を生かし良いコンディションを保ったそうです。日本では先日非常に寒い日がありましたが、また寒
さがぶり返すかもしれませんので、皆さんも良いコンディションを保つよう心掛けてください。

幹 事 報 告 幹　事　入　江　直　人
① 「ガバナー月信Vol.8」を配付しております。
② 「財団室NEWS 2月号」、「日野原重明先生講演会のご案内」、他クラブ週報を回覧致します。
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皆様はご出席ください。

ゴルフ同好会報告 ゴルフ同好会　幹事　西　岡　貞　則
　まだまだ寒い日が続きますので、体調管理にはお気をつけ下さい。さて下記の通り、ゴルフコ
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社会奉仕委員会報告
　１月21日㈪例会終了後13：30から14：00まで、40年に一度の大寒波の中、17名の参加で清掃活動を行い
ました。
　岡山駅前はとても綺麗で驚きましたが、それでもタバコ、空き缶等のごみがありました。
　寒かったので10分程度で切り上げようと思っていたのですが、きっちり30分活動を行い、ごみ袋２袋
の成果でした。ご参加の皆様ありがとうございました。
　次回は４月の一斉清掃の予定です。　宜しくお願い致します。

　

米山記念奨学会委員会委員の委嘱 
　樋口芳紀会員に2016～2017年度ＲＩ第2690地区米山記
念奨学会委員会委員の委嘱状が届きましたので、会長より
授与されました。

 

クラブフォーラム（社会奉仕） 社会奉仕委員長　槌　田　道　弘
　4月9日に丸の内ロータリークラブと合同で、献血活動を行います。本日は啓発活動として岡
山県赤十字血液センターより、村上文一様　廣江義男様にお越し頂きました。
　演題は「献血で支える命　～ありがとう、っていっぱい言わせて～」となっております。
岡山県は赤血球の需要が全国平均より10%以上多い医療先進県となっております。皆様のお
支えで、岡山の医療を支えて行って下さい。

「献血で支える命　～ありがとう、っていっぱい言わせて～」
 岡山県赤十字血液センター　表町出張所　所長　村上　文一　様
　日本全国の輸血に必要な血液は、すべて献血にて賄われております。一日平均約3,000人
の患者さんが輸血を必要としているため、1日あたり約15,000人の方に献血にご協力頂く必要
があります。
　岡山県は先進医療県ですが、今後、献血にご協力頂ける方が減っていくと予想されます。一方、輸血の必要
量は変わらないか、さらに増えると予想されます。ぜひ、皆様のご協力が必要となります。
　ご自身が献血にご協力頂くのはもちろんのこと、さらに、周りの方 に々お声掛け頂ければと思います。
　そして、岡山県の高度な、輸血量を支えて行って頂ければと思います。
 岡山県赤十字血液センター　推進課　推進一係長　廣江　義男　様
　皆様には日頃から、献血にご協力頂きありがとうございます。4月9日の献血活動に際しまして、
ぜひ、周りの皆様へのお声掛けをよろしくお願いします。
　こちらに伺いまして、期待しておりますのは、皆様の人脈であります。皆様には会社や仕事を
通じて、また、交友関係を通じての人脈を活かして頂ければと思います。
　皆様の周りの元気な方々に、献血紹介カードを渡して下さい。そうすれば、自分一人の献血よりも、より多くの皆
様のご協力が得られます。
　この献血紹介カードは一枚の紙切れですが、これが血液に変わり、病院に運ばれて命の源となる非常に価値
の高いものです。
　この献血紹介カードを通じて献血の輪が広がっていくことに、ご協力下さい。よろしくお願いします。
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⑥ 第6回歴史同好会の定例会を2月3日 18時30分より、割烹「つやま」で開催いたします。出席予定の15名の会
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⑦ 本日例会終了後13時30分より、3F「ルビー」において「第8回理事役員会」を開催致しますので、理事役員の
皆様はご出席ください。
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　まだまだ寒い日が続きますので、体調管理にはお気をつけ下さい。さて下記の通り、ゴルフコ
ンペを開催致します。皆様のご参加をお待ちしております。
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　開催日　平成28年3月20日㈰
　場　所　倉敷カントリークラブ
第263・264回ゴルフコンペ
　開催日　平成28年4月16日㈯、17日㈰
　場　所　エクシブ鳴門　グランディ鳴門ゴルフ倶楽部36

社会奉仕委員会報告
　１月21日㈪例会終了後13：30から14：00まで、40年に一度の大寒波の中、17名の参加で清掃活動を行い
ました。
　岡山駅前はとても綺麗で驚きましたが、それでもタバコ、空き缶等のごみがありました。
　寒かったので10分程度で切り上げようと思っていたのですが、きっちり30分活動を行い、ごみ袋２袋
の成果でした。ご参加の皆様ありがとうございました。
　次回は４月の一斉清掃の予定です。　宜しくお願い致します。

　

米山記念奨学会委員会委員の委嘱 
　樋口芳紀会員に2016～2017年度ＲＩ第2690地区米山記
念奨学会委員会委員の委嘱状が届きましたので、会長より
授与されました。

 

クラブフォーラム（社会奉仕） 社会奉仕委員長　槌　田　道　弘
　4月9日に丸の内ロータリークラブと合同で、献血活動を行います。本日は啓発活動として岡
山県赤十字血液センターより、村上文一様　廣江義男様にお越し頂きました。
　演題は「献血で支える命　～ありがとう、っていっぱい言わせて～」となっております。
岡山県は赤血球の需要が全国平均より10%以上多い医療先進県となっております。皆様のお
支えで、岡山の医療を支えて行って下さい。

「献血で支える命　～ありがとう、っていっぱい言わせて～」
 岡山県赤十字血液センター　表町出張所　所長　村上　文一　様
　日本全国の輸血に必要な血液は、すべて献血にて賄われております。一日平均約3,000人
の患者さんが輸血を必要としているため、1日あたり約15,000人の方に献血にご協力頂く必要
があります。
　岡山県は先進医療県ですが、今後、献血にご協力頂ける方が減っていくと予想されます。一方、輸血の必要
量は変わらないか、さらに増えると予想されます。ぜひ、皆様のご協力が必要となります。
　ご自身が献血にご協力頂くのはもちろんのこと、さらに、周りの方 に々お声掛け頂ければと思います。
　そして、岡山県の高度な、輸血量を支えて行って頂ければと思います。
 岡山県赤十字血液センター　推進課　推進一係長　廣江　義男　様
　皆様には日頃から、献血にご協力頂きありがとうございます。4月9日の献血活動に際しまして、
ぜひ、周りの皆様へのお声掛けをよろしくお願いします。
　こちらに伺いまして、期待しておりますのは、皆様の人脈であります。皆様には会社や仕事を
通じて、また、交友関係を通じての人脈を活かして頂ければと思います。
　皆様の周りの元気な方々に、献血紹介カードを渡して下さい。そうすれば、自分一人の献血よりも、より多くの皆
様のご協力が得られます。
　この献血紹介カードは一枚の紙切れですが、これが血液に変わり、病院に運ばれて命の源となる非常に価値
の高いものです。
　この献血紹介カードを通じて献血の輪が広がっていくことに、ご協力下さい。よろしくお願いします。

創立 25周年記念事業・記念式典について　　 

創立25周年記念事業・式典実行委員会組織（案）

１月お祝い行事

－３－

本日のメニュー（２月８日）　
寿司　盛り合せ寿司（鰤又は鰆炙り　鯛　海老　いなり寿司　太巻寿司　がり　（県産昔醤油））
小鉢　筑前煮（森林鶏　筍　蓮根　牛蒡　人参　隠元豆散らし）
温物　茶碗蒸し（振り柚子）
揚物　掻き揚げ（桜海老　貝柱　南京　丸十芋　玉葱　三つ葉　卸し大根　生姜（天出汁））
赤出汁　（浅利　刻み葱　粉山椒）

次回のメニュー（２月15日（ミリオンダーラミール））　
豚肉のキーマカレー
オニオンの和風サラダ
デザート
コーヒー

　　会報部会／児島正典・日笠伸之・橘高正剛・山本真嗣
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