
出席の状況
会員数　59名（内出席免除　４名）　出席者数　45名　　欠席者数　14名
出席率　80.36％　　前々回訂正　82.46％　　　　
欠席者　原田，加戸，木本，橘高，家守，小橋，南葉，高橋（裕），槌田，山本，山下（常），
　　　（平野），（柏野），（渡辺）

ビジター・ゲスト　　
〈ビジター〉岡山北RC　髙取  新  様  　〈ゲスト〉鈴木  一生  様（８月入会予定）

S . A . A . 　 　　
岡本（和）会員 ： 堀川会長をはじめひな壇の皆さん、一年間お疲れ様でした。次年度のご支援、よろしくお願いし

ます。岡村さん、高橋さん、先日の歴史同好会の例会では楽しい話題を提供していただき、ありがとう
ございました。

西岡会員 ： ・先週スマイル発表時に電話がなりすいませんでした。お詫びにスマイルします。
・本年度一年間スマイル協力ありがとうございました。

高橋（峯）会員 ： 出席表彰、スマイル表彰をして頂きました。この年令になると体力的にも出来る事が限られてくる
のでロータリーの出席はガンバルつもりです。

ひな壇一同（堀川・坪井・平松・末吉・入江 会員） ： 一年間大変お世話になりました。ありがとうございました。
横山会員 ： ひな壇の皆様1年間ありがとうございました。
鴻上会員 ： 欠席が続きましたのでおわびにスマイルします。
相原会員 ： 会長、幹事はじめ、ひな壇の皆さま1年間ありがとうございました。特に入江幹事は大変だったと思い

ます。空いた時間で奥様を大事にしてあげてください。
竹本会員 ： 岡本和夫先生、先日は大変ご馳走になりありがとうございました。
笠原会員 ： ひな壇の皆様1年間御苦労様でした。お世話になりありがとうございました。
氏房会員 ： 堀川会長様、ひな壇の皆様1年間ご苦労さまでした。
河村会員 ： 堀川会長、入江幹事をはじめ、ひな壇の皆様には私の入会に対して大変お世話になりました。ありが

とうございました。おかげで理中のインターアクトクラブも人数も増え活動の場も広がっています。
仲田会員 ： 雛壇のみな様、1年間お世話になりました。お陰様で楽しく例会に出席出来ました。

　　　　　　　　　12件　71,000円（累計1,334,000円）
幹 事 報 告 幹　事　入　江　直　人
① 7月のロータリーレートは1ドル=106円です。
② 2014-2015年度地区活動報告書につきまして、訂正文が届いておりますので配付しております。
③ 他クラブ週報を回覧いたします。
  

ひな壇退任挨拶 
●退任にあたって 堀　川　辰　也　会員
　この一年間会員の皆様には、クラブの運営・各種行事に対し、ご支援ご協力をいただきありがとうございまし
た。また、平松副会長・入江幹事をはじめ雛壇・理事役員の方々及び横山実行委員長・小松記念事業担当委
員長をはじめ２５周年記念実行委員会の皆様には、私の能力不足を隠してしまう程、しっかりとそれぞれの役割
を果たして頂き、お陰様で、２５周年記念事業をはじめ各種行事を、滞りなく行うことができました。大饗国際奉
仕委員長には地区の米山記念奨学会委員を、児島会員には今年度入江幹事が６ロータリー事務局の代表幹事に当っていたた
め会計を担当され、クラブ外でも重要な役目を担っていただきました。重ねてお礼を申し上げます。
　さて、今年度の行事を振り返ると、まずは２５周年記念事業が心に残っています。恐らくこの事業がなければ、死ぬまで行くことは
なかったと思われる、タイのチェンライでの経験は、一生の思い出となりました。できれば、アカ族の子ども達に対する支援は、個人的
にでも何らかのことをできたらと思っています。次に岡山の歴史・文化フォーラムでは、10校より18チームと前年度の倍以上のチーム
が参加していただき、かつとてもすばらしい発表を見ることができ感謝しています。この事業が今後も継続されることを願っています。
槌田社会奉仕委員長の精力的な働きで、清掃奉仕事業を４回も行いましたが、各回とも20名前後の方に参加していただきました。
また、丸の内ロータリークラブとの合同献血ボランティアにも10名程の方に参加していただき、ありがとうございました。残念ながら私
は、２月にタイへ行ったため、生まれて初めての献血はできませんでした。来年もこの献血の事業を行うなら今度こそ献血をしたいと
思います。
　親睦行事では、クリスマス家族例会に139名の方々に参加していただき大変盛大に行うことができました。特に子供さんがたくさ

ん参加していただいたのが良かったと思います。親睦日帰り旅行では、大型バス２台で60人もの参加をいただき、少々予算が気に
なりましたが、なんとかなったようで、これも盛況で宝塚歌劇を楽しんでいただけたようです。小菅親睦委員長には、途中入院等があ
りながら、抜群の企画力で親睦行事を盛り上げていただきました。インターアクトクラブは、今年度の初め（平成２７年7月）の時点で
は、６名のクラブ員でしたが、活発な活動と河村会員のご尽力の成果で、この新学期（平成２８年４月）には、１９名のクラブ員と多数
の生徒が入部されました。今後の活動が楽しみです。同好会活動は、ゴルフ・野球・歴史同好会の合計で２０回以上の活動をして
いただきました。年度当初より、同好会活動への参加と活発な活動をお願いしていましたが、思った以上に行っていただきありがとう
ございました。
　このほかにもいろいろな行事がありましたが、すべてを紹介できないことをお詫び申しあげ、改めて無事に今年度の行事が行え
たことに感謝申し上げます。
　ここで、今まで申し上げたように行事の方は順調に行えましたが、私の「えー加減」な性格でいろいろとご迷惑をお掛けしたことに
お詫び申し上げます。まずは、週報では毎回毎回、児島委員長には原稿が遅くなって申し訳ありませんでした。この退任挨拶も明日
か明後日に送らせて頂きますので、よろしくお願いします。そして、この年度末になって４名の方が退会されることは、とても残念です。
特に高橋裕会員は、私が会長に指名された時の指名委員会の委員長でしたので、とても残念です。また、柏野会員は、５月のゴル
フ同好会で優勝されるなど、クラブの活動に積極的に参加していただいていましたので、チャーターメンバーのお二人が退会される
のは、私の不徳の致すところで反省しております。
　最後に、お願いを申し上げます。私の会長職は今日で終わりますが、次年度は、ロータリー情報委員会委員長として、ＩＤＭを担当
しますので多数の会員の皆様に参加していただくようお願いいたします。会長が終わってもＩＤＭのために、まだ勉強して何かロータ
リーについての話をしないといけませんが、参加していただいた方 と々しっかりと親睦を深めたいと思います。さらに、次年度は岩本
次期ガバナー補佐のもと、ＩＭを開催しますが、私はガバナー補佐訪問クラブ協議会に随行するよう指名を受けており、来月には早
速岡山クラブ等へ行かなくてはなりません。来年３月のＩＭを今年度のＩＭ以上にすばらしいものになるよう、会員の皆様にはご協力
をお願いいたします。そして、次年度の岡本新会長を中心にした雛壇の方々に、皆様のご支援ご協力をお願い申し上げまして、退
任の挨拶とさせていただきます。一年間ありがとうございました。
●退任挨拶 入　江　直　人　会員
　昨年の７月、第一例会で就任の挨拶をしてからは早いもので１年、本日が幹事として例会の最終日と思うと、
やっと終わったというよりは、もう終わったというのが実感です。本年度は２５周年という岡山北西RCの節目の年
でもあり、大変貴重な体験をさせていただきました。ただ、幹事として、もっと出来ることがあったのではという気
持ちもあり、 決してやりきったという気持ちはありませが、何とか無事に１年間、滞りなく出来たのは、会員、事務
局の皆さんのお陰だと思います。 　
　まず、プログラムについては川本委員長はじめ相原副委員長、大変お疲れさまでした。特に相原副委員長は幹事経験もあり、 い
ろんな節目で相談し頂き助言を頂き感謝しております。児島会員には会報委員会の職務の他、本年度は北西RCが代表幹事という
ことで、6RCの事務局の経理をお任せしておりました。事務局との調整、印刷会社とのやり取り、大変な作業をありがとうございました。
職業奉仕では氏房会員に２名の方の表彰をサポートして頂きました。インターアクト委員会では地区協議会への参加など、日笠（常）
会員が頑張ってくれています。岡山理科大学付属中学校・高等学校の部員数も19名となり、今後の活動が期待されます。大饗会員
には国際奉仕委員長をお任せし、その中、米山の選考委員という大変な役をお願いしておりました。社会奉仕の槌田委員長には丸
の内ＲＣと合同の献血活動、清掃活動を４回行うなど、活発な社会奉仕活動を行うことができました。会員増強の山田委員長には、4
名の有望な新入会員の獲得に尽力いただきました。ただ、最後に退会者が４名出たことは、残念に思います。親睦委員会では小菅
委員長が夜間例会を仕切って頂き、家族旅行ではバス２台 約60名で宝塚に出向き、盛大な旅行となりました。第２回目となりました
「高校生の歴史文化フォーラム」では小松原青少年奉仕委員長、学校担当の槌田会員他、皆さまの協力により10校18チーム参加な
り盛大な開催となりました。第２回目を開催できたのは、ほんとに皆様のおかげです。次年度も、すでに学校への案内を行っております。
引き続きよろしくお願いいたします。２５周年記念式典では、横山実行委員長をはじめ、各委員会の委員長、副委員長、会員皆さまの
協力で最大な会を催すことができました。司会の、末吉副幹事と小松原会員、お疲れさまでした。また、タイへの記念事業についても、
前年度視察に行かれました、横山会員、大饗会員、山田会員のおかげで、滞りなく
終えることができました。贈呈式に同行させていただき、貴重な体験できましたことを
感謝いたします。末吉副幹事には、被選、ＩＭ実行委員会と大変な役割をこなしな
がら、サポート頂きました。西山会員には財団へのサポート、小松直前会長には、ＩＤ
Ｍでの勉強会、鴨井前幹事にはいつも助言をいただきました。あと、北西ＲＣには幹
事の会「三筍会」があります。この会は幹事経験者が現次期幹事への叱咤激励の
親睦会です。皆さま大変ありがとうございました。坪井S.A.A.、西岡副S.A.A.、３月、
４月頃は予算の達成が、あ危ぶまれていましたが、最後は予算に達成することがで
き大変感謝しています。西岡副S.A.A.のスマイル発表は咬みまくりですが、スマイル
の額ではトップです。平松副会長の閉会の挨拶、いつも大変楽しみにしていました。
堀川会長、１年間、不行き届きの点、多々ありましたが、何も言わず勝手させていた
だきました。国際大会、同行できず申し訳ありません。
　最後に、岡山北西ＲＣのメンバーは会員全員がそれぞれの役目をきちんと考え
てくださり、皆様に私は支えられ、幹事ができました。 皆さまもご存じ通り、末吉次
期幹事は仕事も早く、きめ細やかな配慮ができる方です。次年度はＩＭもあります。
今年以上に幹事は大変です。皆様とともに私も最大限の協力をします。これで
やっと次期末吉幹事に襷を繋ぐことができます。1年間幹事をやらせていただき、
皆さまありがとうございました。
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岡本（和）会員 ： 堀川会長をはじめひな壇の皆さん、一年間お疲れ様でした。次年度のご支援、よろしくお願いし

ます。岡村さん、高橋さん、先日の歴史同好会の例会では楽しい話題を提供していただき、ありがとう
ございました。

西岡会員 ： ・先週スマイル発表時に電話がなりすいませんでした。お詫びにスマイルします。
・本年度一年間スマイル協力ありがとうございました。

高橋（峯）会員 ： 出席表彰、スマイル表彰をして頂きました。この年令になると体力的にも出来る事が限られてくる
のでロータリーの出席はガンバルつもりです。

ひな壇一同（堀川・坪井・平松・末吉・入江 会員） ： 一年間大変お世話になりました。ありがとうございました。
横山会員 ： ひな壇の皆様1年間ありがとうございました。
鴻上会員 ： 欠席が続きましたのでおわびにスマイルします。
相原会員 ： 会長、幹事はじめ、ひな壇の皆さま1年間ありがとうございました。特に入江幹事は大変だったと思い

ます。空いた時間で奥様を大事にしてあげてください。
竹本会員 ： 岡本和夫先生、先日は大変ご馳走になりありがとうございました。
笠原会員 ： ひな壇の皆様1年間御苦労様でした。お世話になりありがとうございました。
氏房会員 ： 堀川会長様、ひな壇の皆様1年間ご苦労さまでした。
河村会員 ： 堀川会長、入江幹事をはじめ、ひな壇の皆様には私の入会に対して大変お世話になりました。ありが

とうございました。おかげで理中のインターアクトクラブも人数も増え活動の場も広がっています。
仲田会員 ： 雛壇のみな様、1年間お世話になりました。お陰様で楽しく例会に出席出来ました。
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ひな壇退任挨拶 
●退任にあたって 堀　川　辰　也　会員
　この一年間会員の皆様には、クラブの運営・各種行事に対し、ご支援ご協力をいただきありがとうございまし
た。また、平松副会長・入江幹事をはじめ雛壇・理事役員の方々及び横山実行委員長・小松記念事業担当委
員長をはじめ２５周年記念実行委員会の皆様には、私の能力不足を隠してしまう程、しっかりとそれぞれの役割
を果たして頂き、お陰様で、２５周年記念事業をはじめ各種行事を、滞りなく行うことができました。大饗国際奉
仕委員長には地区の米山記念奨学会委員を、児島会員には今年度入江幹事が６ロータリー事務局の代表幹事に当っていたた
め会計を担当され、クラブ外でも重要な役目を担っていただきました。重ねてお礼を申し上げます。
　さて、今年度の行事を振り返ると、まずは２５周年記念事業が心に残っています。恐らくこの事業がなければ、死ぬまで行くことは
なかったと思われる、タイのチェンライでの経験は、一生の思い出となりました。できれば、アカ族の子ども達に対する支援は、個人的
にでも何らかのことをできたらと思っています。次に岡山の歴史・文化フォーラムでは、10校より18チームと前年度の倍以上のチーム
が参加していただき、かつとてもすばらしい発表を見ることができ感謝しています。この事業が今後も継続されることを願っています。
槌田社会奉仕委員長の精力的な働きで、清掃奉仕事業を４回も行いましたが、各回とも20名前後の方に参加していただきました。
また、丸の内ロータリークラブとの合同献血ボランティアにも10名程の方に参加していただき、ありがとうございました。残念ながら私
は、２月にタイへ行ったため、生まれて初めての献血はできませんでした。来年もこの献血の事業を行うなら今度こそ献血をしたいと
思います。
　親睦行事では、クリスマス家族例会に139名の方々に参加していただき大変盛大に行うことができました。特に子供さんがたくさ

ん参加していただいたのが良かったと思います。親睦日帰り旅行では、大型バス２台で60人もの参加をいただき、少々予算が気に
なりましたが、なんとかなったようで、これも盛況で宝塚歌劇を楽しんでいただけたようです。小菅親睦委員長には、途中入院等があ
りながら、抜群の企画力で親睦行事を盛り上げていただきました。インターアクトクラブは、今年度の初め（平成２７年7月）の時点で
は、６名のクラブ員でしたが、活発な活動と河村会員のご尽力の成果で、この新学期（平成２８年４月）には、１９名のクラブ員と多数
の生徒が入部されました。今後の活動が楽しみです。同好会活動は、ゴルフ・野球・歴史同好会の合計で２０回以上の活動をして
いただきました。年度当初より、同好会活動への参加と活発な活動をお願いしていましたが、思った以上に行っていただきありがとう
ございました。
　このほかにもいろいろな行事がありましたが、すべてを紹介できないことをお詫び申しあげ、改めて無事に今年度の行事が行え
たことに感謝申し上げます。
　ここで、今まで申し上げたように行事の方は順調に行えましたが、私の「えー加減」な性格でいろいろとご迷惑をお掛けしたことに
お詫び申し上げます。まずは、週報では毎回毎回、児島委員長には原稿が遅くなって申し訳ありませんでした。この退任挨拶も明日
か明後日に送らせて頂きますので、よろしくお願いします。そして、この年度末になって４名の方が退会されることは、とても残念です。
特に高橋裕会員は、私が会長に指名された時の指名委員会の委員長でしたので、とても残念です。また、柏野会員は、５月のゴル
フ同好会で優勝されるなど、クラブの活動に積極的に参加していただいていましたので、チャーターメンバーのお二人が退会される
のは、私の不徳の致すところで反省しております。
　最後に、お願いを申し上げます。私の会長職は今日で終わりますが、次年度は、ロータリー情報委員会委員長として、ＩＤＭを担当
しますので多数の会員の皆様に参加していただくようお願いいたします。会長が終わってもＩＤＭのために、まだ勉強して何かロータ
リーについての話をしないといけませんが、参加していただいた方 と々しっかりと親睦を深めたいと思います。さらに、次年度は岩本
次期ガバナー補佐のもと、ＩＭを開催しますが、私はガバナー補佐訪問クラブ協議会に随行するよう指名を受けており、来月には早
速岡山クラブ等へ行かなくてはなりません。来年３月のＩＭを今年度のＩＭ以上にすばらしいものになるよう、会員の皆様にはご協力
をお願いいたします。そして、次年度の岡本新会長を中心にした雛壇の方々に、皆様のご支援ご協力をお願い申し上げまして、退
任の挨拶とさせていただきます。一年間ありがとうございました。
●退任挨拶 入　江　直　人　会員
　昨年の７月、第一例会で就任の挨拶をしてからは早いもので１年、本日が幹事として例会の最終日と思うと、
やっと終わったというよりは、もう終わったというのが実感です。本年度は２５周年という岡山北西RCの節目の年
でもあり、大変貴重な体験をさせていただきました。ただ、幹事として、もっと出来ることがあったのではという気
持ちもあり、 決してやりきったという気持ちはありませが、何とか無事に１年間、滞りなく出来たのは、会員、事務
局の皆さんのお陰だと思います。 　
　まず、プログラムについては川本委員長はじめ相原副委員長、大変お疲れさまでした。特に相原副委員長は幹事経験もあり、 い
ろんな節目で相談し頂き助言を頂き感謝しております。児島会員には会報委員会の職務の他、本年度は北西RCが代表幹事という
ことで、6RCの事務局の経理をお任せしておりました。事務局との調整、印刷会社とのやり取り、大変な作業をありがとうございました。
職業奉仕では氏房会員に２名の方の表彰をサポートして頂きました。インターアクト委員会では地区協議会への参加など、日笠（常）
会員が頑張ってくれています。岡山理科大学付属中学校・高等学校の部員数も19名となり、今後の活動が期待されます。大饗会員
には国際奉仕委員長をお任せし、その中、米山の選考委員という大変な役をお願いしておりました。社会奉仕の槌田委員長には丸
の内ＲＣと合同の献血活動、清掃活動を４回行うなど、活発な社会奉仕活動を行うことができました。会員増強の山田委員長には、4
名の有望な新入会員の獲得に尽力いただきました。ただ、最後に退会者が４名出たことは、残念に思います。親睦委員会では小菅
委員長が夜間例会を仕切って頂き、家族旅行ではバス２台 約60名で宝塚に出向き、盛大な旅行となりました。第２回目となりました
「高校生の歴史文化フォーラム」では小松原青少年奉仕委員長、学校担当の槌田会員他、皆さまの協力により10校18チーム参加な
り盛大な開催となりました。第２回目を開催できたのは、ほんとに皆様のおかげです。次年度も、すでに学校への案内を行っております。
引き続きよろしくお願いいたします。２５周年記念式典では、横山実行委員長をはじめ、各委員会の委員長、副委員長、会員皆さまの
協力で最大な会を催すことができました。司会の、末吉副幹事と小松原会員、お疲れさまでした。また、タイへの記念事業についても、
前年度視察に行かれました、横山会員、大饗会員、山田会員のおかげで、滞りなく
終えることができました。贈呈式に同行させていただき、貴重な体験できましたことを
感謝いたします。末吉副幹事には、被選、ＩＭ実行委員会と大変な役割をこなしな
がら、サポート頂きました。西山会員には財団へのサポート、小松直前会長には、ＩＤ
Ｍでの勉強会、鴨井前幹事にはいつも助言をいただきました。あと、北西ＲＣには幹
事の会「三筍会」があります。この会は幹事経験者が現次期幹事への叱咤激励の
親睦会です。皆さま大変ありがとうございました。坪井S.A.A.、西岡副S.A.A.、３月、
４月頃は予算の達成が、あ危ぶまれていましたが、最後は予算に達成することがで
き大変感謝しています。西岡副S.A.A.のスマイル発表は咬みまくりですが、スマイル
の額ではトップです。平松副会長の閉会の挨拶、いつも大変楽しみにしていました。
堀川会長、１年間、不行き届きの点、多々ありましたが、何も言わず勝手させていた
だきました。国際大会、同行できず申し訳ありません。
　最後に、岡山北西ＲＣのメンバーは会員全員がそれぞれの役目をきちんと考え
てくださり、皆様に私は支えられ、幹事ができました。 皆さまもご存じ通り、末吉次
期幹事は仕事も早く、きめ細やかな配慮ができる方です。次年度はＩＭもあります。
今年以上に幹事は大変です。皆様とともに私も最大限の協力をします。これで
やっと次期末吉幹事に襷を繋ぐことができます。1年間幹事をやらせていただき、
皆さまありがとうございました。

－２－

ホームクラブ出席100％表彰
日笠　伸之 会員、  平松　信　 会員、  川西　熊雄 会員
岡本　浩三 会員、  大饗よし江 会員、  高橋　峯男 会員
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上  6名

2015-2016年度 スマイル表彰
川西　熊雄 会員、  高橋　峯男 会員、  槌田　道弘 会員
花房　　茂 会員、  氏房　信明 会員、  山田　喜広 会員
横山　俊彦 会員　　　　　　　　　　　　  以上　7名



出席の状況
会員数　59名（内出席免除　４名）　出席者数　45名　　欠席者数　14名
出席率　80.36％　　前々回訂正　82.46％　　　　
欠席者　原田，加戸，木本，橘高，家守，小橋，南葉，高橋（裕），槌田，山本，山下（常），
　　　（平野），（柏野），（渡辺）

ビジター・ゲスト　　
〈ビジター〉岡山北RC　髙取  新  様  　〈ゲスト〉鈴木  一生  様（８月入会予定）

S . A . A . 　 　　
岡本（和）会員 ： 堀川会長をはじめひな壇の皆さん、一年間お疲れ様でした。次年度のご支援、よろしくお願いし

ます。岡村さん、高橋さん、先日の歴史同好会の例会では楽しい話題を提供していただき、ありがとう
ございました。

西岡会員 ： ・先週スマイル発表時に電話がなりすいませんでした。お詫びにスマイルします。
・本年度一年間スマイル協力ありがとうございました。

高橋（峯）会員 ： 出席表彰、スマイル表彰をして頂きました。この年令になると体力的にも出来る事が限られてくる
のでロータリーの出席はガンバルつもりです。

ひな壇一同（堀川・坪井・平松・末吉・入江 会員） ： 一年間大変お世話になりました。ありがとうございました。
横山会員 ： ひな壇の皆様1年間ありがとうございました。
鴻上会員 ： 欠席が続きましたのでおわびにスマイルします。
相原会員 ： 会長、幹事はじめ、ひな壇の皆さま1年間ありがとうございました。特に入江幹事は大変だったと思い

ます。空いた時間で奥様を大事にしてあげてください。
竹本会員 ： 岡本和夫先生、先日は大変ご馳走になりありがとうございました。
笠原会員 ： ひな壇の皆様1年間御苦労様でした。お世話になりありがとうございました。
氏房会員 ： 堀川会長様、ひな壇の皆様1年間ご苦労さまでした。
河村会員 ： 堀川会長、入江幹事をはじめ、ひな壇の皆様には私の入会に対して大変お世話になりました。ありが

とうございました。おかげで理中のインターアクトクラブも人数も増え活動の場も広がっています。
仲田会員 ： 雛壇のみな様、1年間お世話になりました。お陰様で楽しく例会に出席出来ました。

　　　　　　　　　12件　71,000円（累計1,334,000円）
幹 事 報 告 幹　事　入　江　直　人
① 7月のロータリーレートは1ドル=106円です。
② 2014-2015年度地区活動報告書につきまして、訂正文が届いておりますので配付しております。
③ 他クラブ週報を回覧いたします。
  

ひな壇退任挨拶 
●退任にあたって 堀　川　辰　也　会員
　この一年間会員の皆様には、クラブの運営・各種行事に対し、ご支援ご協力をいただきありがとうございまし
た。また、平松副会長・入江幹事をはじめ雛壇・理事役員の方々及び横山実行委員長・小松記念事業担当委
員長をはじめ２５周年記念実行委員会の皆様には、私の能力不足を隠してしまう程、しっかりとそれぞれの役割
を果たして頂き、お陰様で、２５周年記念事業をはじめ各種行事を、滞りなく行うことができました。大饗国際奉
仕委員長には地区の米山記念奨学会委員を、児島会員には今年度入江幹事が６ロータリー事務局の代表幹事に当っていたた
め会計を担当され、クラブ外でも重要な役目を担っていただきました。重ねてお礼を申し上げます。
　さて、今年度の行事を振り返ると、まずは２５周年記念事業が心に残っています。恐らくこの事業がなければ、死ぬまで行くことは
なかったと思われる、タイのチェンライでの経験は、一生の思い出となりました。できれば、アカ族の子ども達に対する支援は、個人的
にでも何らかのことをできたらと思っています。次に岡山の歴史・文化フォーラムでは、10校より18チームと前年度の倍以上のチーム
が参加していただき、かつとてもすばらしい発表を見ることができ感謝しています。この事業が今後も継続されることを願っています。
槌田社会奉仕委員長の精力的な働きで、清掃奉仕事業を４回も行いましたが、各回とも20名前後の方に参加していただきました。
また、丸の内ロータリークラブとの合同献血ボランティアにも10名程の方に参加していただき、ありがとうございました。残念ながら私
は、２月にタイへ行ったため、生まれて初めての献血はできませんでした。来年もこの献血の事業を行うなら今度こそ献血をしたいと
思います。
　親睦行事では、クリスマス家族例会に139名の方々に参加していただき大変盛大に行うことができました。特に子供さんがたくさ

岡山北西ロータリークラブ細則改正　 例会 
　本例会の出席者は45名で、クラブ細則第４条第３節により本例会は成立し、下記について採決した結
果、賛成多数により改正が決定した。

記
現行
第５条　入会金および会費
第１節
　入会金は50,000円とし、入会承認に先んじ納入すべきものとする。
第11条　会員選挙の方法
第５節
被推薦者について・・・略・・・その人は、名誉会員でないなら、本細則に定める入会金を納めることによ
り、会員に選ばれたものとみなされる。・・・
改正案 （2016年７月１日より施行）
第５条　奉仕活動協力金および会費
第１節
奉仕活動協力金は50,000円とし、入会承認に先んじ納入すべきものとする。
第11条　会員選挙の方法
第５節
被推薦者について・・・略・・・その人は、名誉会員でないなら、本細則に定める奉仕活動協力金を納める
ことにより、会員に選ばれたものとみなされる。・・・

野球同好会からのお知らせ 野球同好会　キャプテン　小　菅　英　司
　先日の雨で延期となった公協グリーンソックスさんとの試合を７月１日㈮午後７
時から上道公園野球場（小鳥の森）で行う予定です。また、７月９日㈯午後７時から瀬
戸運動公園野球場で日野自動車さんと試合を予定しています。今後の対戦チームをご
紹介いただけると幸いです。

７月お祝い行事 

  

ん参加していただいたのが良かったと思います。親睦日帰り旅行では、大型バス２台で60人もの参加をいただき、少々予算が気に
なりましたが、なんとかなったようで、これも盛況で宝塚歌劇を楽しんでいただけたようです。小菅親睦委員長には、途中入院等があ
りながら、抜群の企画力で親睦行事を盛り上げていただきました。インターアクトクラブは、今年度の初め（平成２７年7月）の時点で
は、６名のクラブ員でしたが、活発な活動と河村会員のご尽力の成果で、この新学期（平成２８年４月）には、１９名のクラブ員と多数
の生徒が入部されました。今後の活動が楽しみです。同好会活動は、ゴルフ・野球・歴史同好会の合計で２０回以上の活動をして
いただきました。年度当初より、同好会活動への参加と活発な活動をお願いしていましたが、思った以上に行っていただきありがとう
ございました。
　このほかにもいろいろな行事がありましたが、すべてを紹介できないことをお詫び申しあげ、改めて無事に今年度の行事が行え
たことに感謝申し上げます。
　ここで、今まで申し上げたように行事の方は順調に行えましたが、私の「えー加減」な性格でいろいろとご迷惑をお掛けしたことに
お詫び申し上げます。まずは、週報では毎回毎回、児島委員長には原稿が遅くなって申し訳ありませんでした。この退任挨拶も明日
か明後日に送らせて頂きますので、よろしくお願いします。そして、この年度末になって４名の方が退会されることは、とても残念です。
特に高橋裕会員は、私が会長に指名された時の指名委員会の委員長でしたので、とても残念です。また、柏野会員は、５月のゴル
フ同好会で優勝されるなど、クラブの活動に積極的に参加していただいていましたので、チャーターメンバーのお二人が退会される
のは、私の不徳の致すところで反省しております。
　最後に、お願いを申し上げます。私の会長職は今日で終わりますが、次年度は、ロータリー情報委員会委員長として、ＩＤＭを担当
しますので多数の会員の皆様に参加していただくようお願いいたします。会長が終わってもＩＤＭのために、まだ勉強して何かロータ
リーについての話をしないといけませんが、参加していただいた方 と々しっかりと親睦を深めたいと思います。さらに、次年度は岩本
次期ガバナー補佐のもと、ＩＭを開催しますが、私はガバナー補佐訪問クラブ協議会に随行するよう指名を受けており、来月には早
速岡山クラブ等へ行かなくてはなりません。来年３月のＩＭを今年度のＩＭ以上にすばらしいものになるよう、会員の皆様にはご協力
をお願いいたします。そして、次年度の岡本新会長を中心にした雛壇の方々に、皆様のご支援ご協力をお願い申し上げまして、退
任の挨拶とさせていただきます。一年間ありがとうございました。
●退任挨拶 入　江　直　人　会員
　昨年の７月、第一例会で就任の挨拶をしてからは早いもので１年、本日が幹事として例会の最終日と思うと、
やっと終わったというよりは、もう終わったというのが実感です。本年度は２５周年という岡山北西RCの節目の年
でもあり、大変貴重な体験をさせていただきました。ただ、幹事として、もっと出来ることがあったのではという気
持ちもあり、 決してやりきったという気持ちはありませが、何とか無事に１年間、滞りなく出来たのは、会員、事務
局の皆さんのお陰だと思います。 　
　まず、プログラムについては川本委員長はじめ相原副委員長、大変お疲れさまでした。特に相原副委員長は幹事経験もあり、 い
ろんな節目で相談し頂き助言を頂き感謝しております。児島会員には会報委員会の職務の他、本年度は北西RCが代表幹事という
ことで、6RCの事務局の経理をお任せしておりました。事務局との調整、印刷会社とのやり取り、大変な作業をありがとうございました。
職業奉仕では氏房会員に２名の方の表彰をサポートして頂きました。インターアクト委員会では地区協議会への参加など、日笠（常）
会員が頑張ってくれています。岡山理科大学付属中学校・高等学校の部員数も19名となり、今後の活動が期待されます。大饗会員
には国際奉仕委員長をお任せし、その中、米山の選考委員という大変な役をお願いしておりました。社会奉仕の槌田委員長には丸
の内ＲＣと合同の献血活動、清掃活動を４回行うなど、活発な社会奉仕活動を行うことができました。会員増強の山田委員長には、4
名の有望な新入会員の獲得に尽力いただきました。ただ、最後に退会者が４名出たことは、残念に思います。親睦委員会では小菅
委員長が夜間例会を仕切って頂き、家族旅行ではバス２台 約60名で宝塚に出向き、盛大な旅行となりました。第２回目となりました
「高校生の歴史文化フォーラム」では小松原青少年奉仕委員長、学校担当の槌田会員他、皆さまの協力により10校18チーム参加な
り盛大な開催となりました。第２回目を開催できたのは、ほんとに皆様のおかげです。次年度も、すでに学校への案内を行っております。
引き続きよろしくお願いいたします。２５周年記念式典では、横山実行委員長をはじめ、各委員会の委員長、副委員長、会員皆さまの
協力で最大な会を催すことができました。司会の、末吉副幹事と小松原会員、お疲れさまでした。また、タイへの記念事業についても、
前年度視察に行かれました、横山会員、大饗会員、山田会員のおかげで、滞りなく
終えることができました。贈呈式に同行させていただき、貴重な体験できましたことを
感謝いたします。末吉副幹事には、被選、ＩＭ実行委員会と大変な役割をこなしな
がら、サポート頂きました。西山会員には財団へのサポート、小松直前会長には、ＩＤ
Ｍでの勉強会、鴨井前幹事にはいつも助言をいただきました。あと、北西ＲＣには幹
事の会「三筍会」があります。この会は幹事経験者が現次期幹事への叱咤激励の
親睦会です。皆さま大変ありがとうございました。坪井S.A.A.、西岡副S.A.A.、３月、
４月頃は予算の達成が、あ危ぶまれていましたが、最後は予算に達成することがで
き大変感謝しています。西岡副S.A.A.のスマイル発表は咬みまくりですが、スマイル
の額ではトップです。平松副会長の閉会の挨拶、いつも大変楽しみにしていました。
堀川会長、１年間、不行き届きの点、多々ありましたが、何も言わず勝手させていた
だきました。国際大会、同行できず申し訳ありません。
　最後に、岡山北西ＲＣのメンバーは会員全員がそれぞれの役目をきちんと考え
てくださり、皆様に私は支えられ、幹事ができました。 皆さまもご存じ通り、末吉次
期幹事は仕事も早く、きめ細やかな配慮ができる方です。次年度はＩＭもあります。
今年以上に幹事は大変です。皆様とともに私も最大限の協力をします。これで
やっと次期末吉幹事に襷を繋ぐことができます。1年間幹事をやらせていただき、
皆さまありがとうございました。

－３－

本日のメニュー（７月４日）　
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

次回のメニュー（７月11日）
丼　鰻のちらし寿司（いくら　金糸玉子　蓮根酢取り　味付椎茸　青身　人参　大葉　山葵　粉山椒）
小鉢　（オクラと蒸し鶏の柚子風味　菊花）
温物　胡麻豆腐の玄米揚げ　鼈甲餡掛け　賀茂茄子素揚げ　甘長青唐素揚げ　白髪葱　山葵
赤出汁　鱧素麺　蓴菜　刻み葱　粉山椒

　　会報部会／日笠伸之・原　全伸・小菅英司

クラブ情報クラブ情報クラブ情報クラブ情報

例会情報例会情報例会情報例会情報


