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出席の状況
会員数　55名（内出席免除　３名）　出席者数　43名　　欠席者数　12名
出席率　79.63％　　前々回訂正　92.45％　　　　
欠席者　藤岡，原，日笠（常），加戸，金子，小橋，岡本（和），竹本，丹治，山下，横山，（平野）

S . A . A . 　 　　
・松村様、御入会おめでとうございます。
これからロータリー生活を楽しんで下
さい。
・９月５日の野球、所用で欠席致しました。
勝利の美酒に酔いしれたかったので
すが、次の機会とします。
・松村様御入会おめでとうございます。
13日のゴルフ同好会のゴルフ、よろしく
お願いします。
・樋口会員、昨日、大山での雨の中、お疲
れ様でした。
先日、野球同好会の皆様お疲れ様でし
た。牽制球OUTすみませんでした。そ
れにも関わらず勝利できたので、スマイ
ルしておきます。

会 長 報 告  会　長　堀　川　辰　也
　本日、松村秀治さんが新規入会されました。今後のご活躍を期待しています。
　さて、9月1日は防災の日で、各地で色 な々行事が行われましたが、先月には桜島が噴火の恐
れがあるとのことで、警戒レベルが上げられるなど、火山活動が活発になっていたり、南海地震
や首都直下型地震の起こる確率が高くなっているなど、自然災害が心配されています。桜島
は、姶良カルデラの外輪山に一部で、九州にはその他に阿蘇山など４つのカルデラ火山があります。巨大カルデラ
噴火の被害がどれほどになるか、阿蘇カルデラ噴火が起こったとして想定されるのは、九州の半分以上が火砕
流に襲われ、約700万人が埋没し、火山灰は偏西風に乗って東北・北海道南部まで届き、首都圏では20㎝、関西
では50㎝の火山灰に覆われます。日本のインフラは10㎝の降灰で、交通網とライフラインがストップするので、日本
がほぼ壊滅状態になります。防災の日には避難訓練など行ったり、各家庭では防災グッズを準備していると思いま
すが、全く役に立たないと考えられます。このような噴火が起こる確率は1万年に1回程度と低いのですが、災害
のリスク評価を行う「危険度」（発生確率×被害者数）という尺度で見ると、交通死亡事故（年間約4000人）と同じ
くらいの「危険度」になるそうですので、いつ起こってもおかしくない状況です。もし、このような噴火が起こったら助
からないと思いますので、人生しっかり楽しんでおくべきだなと思います。当然ロータリーもしっかり楽しみましょう。

幹 事 報 告 幹　事　入　江　直　人
① ガバナー月信Vol.３及び前年度Vol.13を配布しております。
② 『ロータリーの友』英語版のご案内、財団室NEWS９月号、他クラブ週報を回覧致します。
③ ９月28日開催の月見夜間例会のご案内を配布しておりますので、ご出席くださいますようお
願い致します。
④ 10月19日実施予定の職業奉仕表彰につきまして、ご推薦のお願いを配布しておりますので、よろしくお願い致
します。
⑤ 本日例会終了後13時30分より3F「トパーズの間」において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　副幹事　西　岡　貞　則
　先週、第260回ゴルフコンペの組み合わせ表をお配りしましたが、本日ご入会の松村会
員がゴルフ同好会に入会されましたので、新たな組み合わせ表をお配りしております。
ご出席予定の皆様、ご確認下さいませ。

第３回理事、役員会議事録 
日　時　平成27年９月７日㈪13：30～14：15　　　
場　所　ホテルグランヴィア岡山３階「トパーズ」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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　鴨井利典  氏房信明 
　　槌田道弘  小松原隆代　山田喜広　小菅英司　川本洋　西山隆三郎　小松忠男　
３．会長挨拶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　堀川　辰也
４．審議事項
①９月～11月のプログラムについて　…承認
尚、10月５日例会プログラムにおいて、「ＩＤＭの発表」に追加し、新会員２名のイニシエー
ションスピーチを予定する。
②月見夜間例会について　…原案通り、承認。
③地区補助金事業(歴史フォーラム)について　…原案通り、承認。
尚、次年度以降、地区補助金事業にて行うかは、今後検討。
留学生による発表チームあり。（日本語にて）
参加希望申出チームは9チーム（９月６日現在）
本年度も制服着用の生徒には昼食を提供する。
フォーラム当日は、メンバー集合は８時45分　生徒は９時15分集合。
④９月14日クラブフォーラム(青少年奉仕)について　…原案通り、承認。
　例会時、会員の役割分担でかたまり着席をお願いする。
⑤10月19日クラブフォーラム（職業奉仕）について　…原案通り、承認。
⑥その他　…特になし

５．報告事項　…特になし
６．閉　会　　　　　　　　　　　　　　　副　会　長　平松　信

９月お祝い行事　

　

お　祝　い
　西山隆三郎会員のお嬢様、陽子様がご結婚されました。おめでとうございます。

新入会員入会式
新入会員プロフィール
松村  秀治（まつむら  しゅうじ）
48歳
朝日生命保険相互会社
岡山支社　岡山北営業所　所長
職業分類：保険－生命
松村 秀治 会員の挨拶
　この度、入会させて頂くことになりまして、誠にありがとうございます。
ぜひ、一日も早くロータリーに溶け込んで、活動ができるよう頑張りますので、よろしくお願いします。
　この４月に岡山北営業所に所長として赴任して参りました。前任地は熱田神宮の目の前の名古屋
統括支社の熱田営業所です。その前は秋田、その前は熊本と全国を異動しております。
　岡山勤務は初めてなのですが、津山にも営業所があり、週1回そちらにも行っております。岡山
県については分からないことばかりで、また、ロータリー活動も初めてですが、お役に立てるよう
精一杯頑張って行きますので、よろしくお願いします。

内 部 卓 話

　「タクシー業界について」　　　大賀　基弘　会員

　我々タクシー業者は正式名称「一般乗用旅客自動車運送事業」といい、公共交通機関の一員として
最も身近な乗り物で、ドアからドアの唯一のサービスを提供させて頂いて、安全・快適な移動のお役
に立つ事が最大の使命であります。
　タクシー業界の現状は小泉政権時代の自由化により全国的に供給過剰の状態となりました。
　そして、平成25年11月にタクシー適正化特別措置法が改正され、各業者１割減車する様、指導が入
りました。
　そして、今回第２段として現に供給過剰の地域を「特定地域」、供給過剰の恐れがある地域を「準
特定地域」として指定される事となりました。我々タクシー業者は国土交通省の各運輸支局の指導に
は従わなければなりません。目的はタクシー事業の適正化と活性化を推進する事によって、地域公共
交通としての機能を十分に発揮出来る様にするためと言われています。
　そして、私たちの暮らしている岡山県内でも倉敷交通圏が特定地域の候補地域に指定され、２割減
車の方向に向かうと思われます。
　岡山市と倉敷交通圏、何がそんなに違うのかと言いますと、適正車輌数と現状の差は岡山市＋400
台（32％）、倉敷＋180台（34％）とあまり変わらないのですが、赤字事業者車輌数が少ないため、岡山
市は特定地域指定から外されました。
　岡山市は優良大手事業者の保有台数が多いためで、倉敷は50台以下の事業者が多数を占めている現
状のためだと思われます。
　これからも御利用頂く皆様に安全・安心・快適なサービスを提供出来ます様、努力して参ります。
　ありがとうございました。

－１－

前回９月７日の例会記録前回９月７日の例会記録前回９月７日の例会記録前回９月７日の例会記録

菊井慎也会員の禁煙成功をお祝いし、
他の会員の禁煙スマイルが増加する
ことを祈っています。

私事ではありますが、９月１日付で代表
取締役に就任致しました。今後とも宜
しくお願い致します。

以上，５件　14,000円（累計　197,000円）
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　さて、9月1日は防災の日で、各地で色 な々行事が行われましたが、先月には桜島が噴火の恐
れがあるとのことで、警戒レベルが上げられるなど、火山活動が活発になっていたり、南海地震
や首都直下型地震の起こる確率が高くなっているなど、自然災害が心配されています。桜島
は、姶良カルデラの外輪山に一部で、九州にはその他に阿蘇山など４つのカルデラ火山があります。巨大カルデラ
噴火の被害がどれほどになるか、阿蘇カルデラ噴火が起こったとして想定されるのは、九州の半分以上が火砕
流に襲われ、約700万人が埋没し、火山灰は偏西風に乗って東北・北海道南部まで届き、首都圏では20㎝、関西
では50㎝の火山灰に覆われます。日本のインフラは10㎝の降灰で、交通網とライフラインがストップするので、日本
がほぼ壊滅状態になります。防災の日には避難訓練など行ったり、各家庭では防災グッズを準備していると思いま
すが、全く役に立たないと考えられます。このような噴火が起こる確率は1万年に1回程度と低いのですが、災害
のリスク評価を行う「危険度」（発生確率×被害者数）という尺度で見ると、交通死亡事故（年間約4000人）と同じ
くらいの「危険度」になるそうですので、いつ起こってもおかしくない状況です。もし、このような噴火が起こったら助
からないと思いますので、人生しっかり楽しんでおくべきだなと思います。当然ロータリーもしっかり楽しみましょう。

幹 事 報 告 幹　事　入　江　直　人
① ガバナー月信Vol.３及び前年度Vol.13を配布しております。
② 『ロータリーの友』英語版のご案内、財団室NEWS９月号、他クラブ週報を回覧致します。
③ ９月28日開催の月見夜間例会のご案内を配布しておりますので、ご出席くださいますようお
願い致します。
④ 10月19日実施予定の職業奉仕表彰につきまして、ご推薦のお願いを配布しておりますので、よろしくお願い致
します。
⑤ 本日例会終了後13時30分より3F「トパーズの間」において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　副幹事　西　岡　貞　則
　先週、第260回ゴルフコンペの組み合わせ表をお配りしましたが、本日ご入会の松村会
員がゴルフ同好会に入会されましたので、新たな組み合わせ表をお配りしております。
ご出席予定の皆様、ご確認下さいませ。

第３回理事、役員会議事録 
日　時　平成27年９月７日㈪13：30～14：15　　　
場　所　ホテルグランヴィア岡山３階「トパーズ」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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　鴨井利典  氏房信明 
　　槌田道弘  小松原隆代　山田喜広　小菅英司　川本洋　西山隆三郎　小松忠男　
３．会長挨拶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　堀川　辰也
４．審議事項
①９月～11月のプログラムについて　…承認
尚、10月５日例会プログラムにおいて、「ＩＤＭの発表」に追加し、新会員２名のイニシエー
ションスピーチを予定する。
②月見夜間例会について　…原案通り、承認。
③地区補助金事業(歴史フォーラム)について　…原案通り、承認。
尚、次年度以降、地区補助金事業にて行うかは、今後検討。
留学生による発表チームあり。（日本語にて）
参加希望申出チームは9チーム（９月６日現在）
本年度も制服着用の生徒には昼食を提供する。
フォーラム当日は、メンバー集合は８時45分　生徒は９時15分集合。
④９月14日クラブフォーラム(青少年奉仕)について　…原案通り、承認。
　例会時、会員の役割分担でかたまり着席をお願いする。
⑤10月19日クラブフォーラム（職業奉仕）について　…原案通り、承認。
⑥その他　…特になし

５．報告事項　…特になし
６．閉　会　　　　　　　　　　　　　　　副　会　長　平松　信

９月お祝い行事　

　

お　祝　い
　西山隆三郎会員のお嬢様、陽子様がご結婚されました。おめでとうございます。

新入会員入会式
新入会員プロフィール
松村  秀治（まつむら  しゅうじ）
48歳
朝日生命保険相互会社
岡山支社　岡山北営業所　所長
職業分類：保険－生命
松村 秀治 会員の挨拶
　この度、入会させて頂くことになりまして、誠にありがとうございます。
ぜひ、一日も早くロータリーに溶け込んで、活動ができるよう頑張りますので、よろしくお願いします。
　この４月に岡山北営業所に所長として赴任して参りました。前任地は熱田神宮の目の前の名古屋
統括支社の熱田営業所です。その前は秋田、その前は熊本と全国を異動しております。
　岡山勤務は初めてなのですが、津山にも営業所があり、週1回そちらにも行っております。岡山
県については分からないことばかりで、また、ロータリー活動も初めてですが、お役に立てるよう
精一杯頑張って行きますので、よろしくお願いします。

内 部 卓 話

　「タクシー業界について」　　　大賀　基弘　会員

　我々タクシー業者は正式名称「一般乗用旅客自動車運送事業」といい、公共交通機関の一員として
最も身近な乗り物で、ドアからドアの唯一のサービスを提供させて頂いて、安全・快適な移動のお役
に立つ事が最大の使命であります。
　タクシー業界の現状は小泉政権時代の自由化により全国的に供給過剰の状態となりました。
　そして、平成25年11月にタクシー適正化特別措置法が改正され、各業者１割減車する様、指導が入
りました。
　そして、今回第２段として現に供給過剰の地域を「特定地域」、供給過剰の恐れがある地域を「準
特定地域」として指定される事となりました。我々タクシー業者は国土交通省の各運輸支局の指導に
は従わなければなりません。目的はタクシー事業の適正化と活性化を推進する事によって、地域公共
交通としての機能を十分に発揮出来る様にするためと言われています。
　そして、私たちの暮らしている岡山県内でも倉敷交通圏が特定地域の候補地域に指定され、２割減
車の方向に向かうと思われます。
　岡山市と倉敷交通圏、何がそんなに違うのかと言いますと、適正車輌数と現状の差は岡山市＋400
台（32％）、倉敷＋180台（34％）とあまり変わらないのですが、赤字事業者車輌数が少ないため、岡山
市は特定地域指定から外されました。
　岡山市は優良大手事業者の保有台数が多いためで、倉敷は50台以下の事業者が多数を占めている現
状のためだと思われます。
　これからも御利用頂く皆様に安全・安心・快適なサービスを提供出来ます様、努力して参ります。
　ありがとうございました。

－３－

本日のメニュー（９月14日（ヘルシーメニュー））
金目鯛のポワレ　スープ仕立て　　　　
トマトとモッツァレラチーズのサラダ
デザート　　　
コーヒー　　　
パンとバター

次回のメニュー（９月28日）
月見夜間例会

　　会報部会／児島正典・日笠伸之・橘高正剛・山本真嗣
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