
出席の状況
会員数　55名（内出席免除　２名）　出席者数　42名　　欠席者数　13名
出席率　77.78％　　前々回訂正　85.19％　　　　
欠席者　藤岡，加戸，鴨井，川本，河村，菊井，木本，松村，西岡，岡村，丹治，槌田，（渡辺）

S . A . A . 　 　　
岡本（和）会員 ： 待望の初孫が誕生しました。これからは子ども達にめでたい事が続くようで、忙しくなりそうです。
高橋会員 ： 本日米山功労者でお祝いを受ける事になりました。楊君に続いて、王珮珣さんが米山奨学生として当

クラブがカウンセラーになりました。今まで財団ばかりでしたので今回は米山に致しました。
山下会員 ： 4月29日、京都国立博物館で海北友松を見ました。狩野派とも等伯とも異なる独自の画風でした。その

後、鉄道博物館も見ましたのでスマイルします。
竹本会員 ： 5月連休、ゆっくりさせていただきました。今日から頑張って仕事をいたします。
日笠（伸）会員 ： 5月3～4日に行われた「晴れの国おかやま24時間・100㎞歩行」に参加し、23時間39分で完歩し

ましたのでスマイルします。
氏房会員 ： ゴールデンウイーク孫達相手に充分楽しみましたが、それ以上に疲れました。
小松原会員 ： 竹本さん先日はありがとうございました。
木本会員 ： ・結婚記念のお祝いありがとうございます。何年目かよくわかりません。

・例会欠席が多く申し訳ありません。
小菅会員 ： 結婚記念日の花束をいただきました。20回目ですが、特別な事をするわけでもなく、25回目がとても心

配ですが、楽しい毎日を心掛けて過ごそうと思います。ありがとうございました。
平松会員 ： お互いに言いたいこと山ほどありますが、北西ロータリークラブからの素敵な花束のおかげで、穏や

かな結婚記念日を迎えることができました。心から感謝申し上げます。
川西・高橋・岡村 会員 ： 去る5月2日～4日の2泊3日で高橋峯男・岡村秀男会員と私（川西）のシルバートリオ組が

山口県の「長門市・防府市・美祢市・下関市方面」に旅をしてきました。
2日 防府天満宮⇒毛利庭園・毛利博物館・毛利家本邸⇒日本鍾乳洞九選の一つで最大級の秋芳
洞⇒秋吉台のカルスト台地⇒防府天満宮
3日 元乃隅稲荷神社・竜宮の潮吹き岬⇒国指定名勝の「青海島」を観光汽船で一周航路⇒観光ス
ポットの「角島大橋」を渡り明治9年3月1日初点灯「角島灯台」
4日 幼くして亡くなった幼帝安徳天皇を祀った神社「赤間神宮」⇒日清講和会議が行われた「春帆
楼と日清講和記念館」⇒父スコットランド人、母日本人のオペラ歌手「藤原義江記念館」⇒下関で初め
て開かれた領事館「旧下関英国領事館」⇒亀山八幡宮⇒唐戸市
場⇒高杉晋作が騎兵隊を率いて挙兵した「功山寺」⇒古代～中世
～近世～幕末～近代の資料を展示の「下関市歴史博物館」を見学。
年寄り3人組の珍道中でしたが、高橋会員は死に土産ができた、岡村
会員はワシは100歳まで生きると言っていました。「日中は意義ある歴
史と文化の勉強」「夜は大宴会」と大変楽しい三日間でありました。

11件　38,000円（累計 1,182,000円）
会 長 報 告  会　長　岡　本　和　夫

2016年手続要覧
　三年に一度の規定審議会が一年前に開催されましたが、 このほど2016年手続要覧が発行
され手元に届きました。以前に比べ厚みが約半分ほどになりました。大半は国際ロータリ ーの
定款・細則に割かれています。 基本理念の中で、社会奉仕に関する1923年の声明が掲載さ
れており、一部を紹介します。
　ロータリーは、基本的には、一つの人生哲学であり、それは利己的な欲求と義務およびこれに伴う他人のため
に奉仕したいという感情とのあいだに常に存在する矛盾を和らげようとするものである。この哲学は奉仕-「超我
の奉仕」の哲学であり、これは、 「最もよく奉仕する者、最も多く報いられる」という実践的な倫理原則に基づくもの
である。

友好クラブ委員会からのお知らせ　 友好クラブ委員長　川　西　熊　雄
　５月20日㈯～21日㈰に予定している京都朱雀ＲＣとの合同懇親会の行程表を参加
者の方に送付しております。
　本日の例会後に行われる理事役員会で諮られた後、最終決定となりますが、参加さ
れる方はご確認をよろしくお願いいたします。

写真同好会からのお知らせ 写真同好会幹事　岡　本　浩　三 
写真同好会　発足にあたり（顧問 岩本一寿、  会長 竹本千代子、  幹事 岡本浩三）
（設立の趣旨）
　会員各自の写真を趣味とする同好の士を募り、ロータリー会員の親睦と融和を図り、楽しい
RC活動の一環として、尚、其の活動を記録として残して行きたい。
1、 入会の条件は、特に設けない。参加入退会は自由
2、 例会は、クラブの各種イベント、また各同好会（歴史、野球、登山、ゴルフ、友好）と連携し、その機会ある毎
の各人のスナップ写真の中で、良い作品の発表の場を以って例会とする。

3、 写真展の開催を実施し、名前を伏せ会員に優秀と思われる作品に投票をお願いし、入選作は表彰する。
4、 技術の研鑽のため、“済生会カルチャーセンター”の講師を依頼し、勉強する。
5、 撮影会の開催も検討とする。
6、 写真技術の巧拙、カメラの機種など一切問わない。
以上、今月は京都朱雀RCとの交流旅行、親睦旅行と撮影の機会も続いておりますから、会員諸氏の参加を待っ
ています。

山登り同好会からのお知らせ 山登り同好会幹事　岡　本　和　夫 

　本年７月15日㈯～17日㈪の予定で、「富士登山」を計画しています。行程を煮詰めて、
近日中にお知らせします。一度は登ってみたいと思う方は、参加をご検討下さい。

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 
　４月３０日㈰１９時から奥市公園野球場に於いて、家守会員紹介の「野球王」という若手主体
のチームと対戦し、10対13で惜敗しました。
　エース笠原会員不在の中、私が先発し三振も取り四死球も少なく数安打に抑えたものの、守
備の乱れもあり13失点してしまいました。攻撃は初回に５点先制し、日笠会員の本塁打もありま
したが逆転されてからは追いつくことができず、今年２戦２敗となりました。
　『ロータリーの友』５月号の62頁に宮崎ＲＣの「第４回九州ロータリークラ
ブ野球大会」参加に関する記事が掲載されていました。宮崎ＲＣは来年
の甲子園ＲＣ野球大会に参加予定で、四国も九州も野球が盛んなようで
すが、中国地方は野球チームが少ないのでわがチームとしては近県の
チームと交流を図り、野球を通してＲＣを盛り上げていきたいと思います。

　また、ロータリーは事業および専門職務に携わる人の代表として、ロータリーの奉仕の哲学を受け入れ、「奉仕
の理想」を実行することを目指している人々の集まりである。会員の全般的資格条件として、善良さ、高潔さ、リー
ダーシップを身をもって示し、職業上および （または）地域社会でよい評判を受けており、地域社会および（または）
世界において奉仕する意欲のある成人としています。
　ロータリーを説明する場合、奉仕、高潔さ、リーダーシップという言葉はよく出てきますが、親睦（Fellowship）、高
潔性（Integrity）、多様性（Diversity）、奉仕（Service）、リーダーシップ（Leadership）の五つは中核的価値とし
て挙げられています。国際ロータリーの使命は、職業人と地域社会のリーダーのネットワークを通じて、人びとに奉
仕し、高潔さを奨励し、世界理解、親善、平和を推進することであると謳っています。またロータリークラブの目的は、 
「ロータリーの目的」の達成を目指し、五大奉仕部門に基づいて成果あふれる奉仕プロジェクトを実施し、会員増
強を通じてロータリーの発展に寄与し、ロータリー財団を支援し、クラブレベルを超えたリーダーを育成することで
あると謳っています。

幹 事 報 告 幹　事　末　吉　賢　多
① 5月のロータリーレートは1$=110円です。
② ロータリーの友5月号、ガバナー月信vol.11を配付しております。
③ 米山記念奨学会より、高橋峯男会員に「米山功労者第4回マルチプル」の感謝状、堀川辰
也会員に 「米山功労者第1回」の感謝状が届いておりますので、会長より贈呈させていた
だきます。

④ 財団室NEWS 5月号、他クラブ週報を回覧いたします。
⑤ 本日例会終了後13時30分より3F「ルビーの間」において、「第11回理事役員会」を開催いたしますので、理事・
役員の皆様はご出席ください。

誕生日祝いのショートスピーチ 　　山　下　浩　一　会員
　今年で64歳になります。今年は一つ良いことがありそうで、３人の子供のうち初
めて末っ子（娘）の結婚が決まりそうで、来年には孫の顔が見られたら嬉しく思い
ます。

クラブ臨時総会（細則改正） 幹　事　末　吉　賢　多
臨時総会（細則改正について） 
　5月8日例会プログラムにおいて、「岡山北西ロータリークラブ細則の改正について」の臨時総会を開
催いたしました。クラブ細則第4条第3節により、総会として成立し、出席会員全員の拍手をもってクラ
ブ細則第１条第２節の一部の改正を決定いたしました。

感謝状授与

・ 高橋峯男 会員「米山功労者第４回マルチプル」（写真右）
・ 堀川辰也 会員「米山功労者第１回」（写真中）

ピンバッヂ授与
　昨年度の新入会員のスポンサー４名に対してＲＩから
ピンバッヂが届きました。
・ 相原 利行  会員（写真左）  
・ 堀川 辰也  会員（写真中）
・ 日笠 常信  会員（写真右）
・ 川本 　洋  会員（欠席）
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　また、ロータリーは事業および専門職務に携わる人の代表として、ロータリーの奉仕の哲学を受け入れ、「奉仕
の理想」を実行することを目指している人々の集まりである。会員の全般的資格条件として、善良さ、高潔さ、リー
ダーシップを身をもって示し、職業上および （または）地域社会でよい評判を受けており、地域社会および（または）
世界において奉仕する意欲のある成人としています。
　ロータリーを説明する場合、奉仕、高潔さ、リーダーシップという言葉はよく出てきますが、親睦（Fellowship）、高
潔性（Integrity）、多様性（Diversity）、奉仕（Service）、リーダーシップ（Leadership）の五つは中核的価値とし
て挙げられています。国際ロータリーの使命は、職業人と地域社会のリーダーのネットワークを通じて、人びとに奉
仕し、高潔さを奨励し、世界理解、親善、平和を推進することであると謳っています。またロータリークラブの目的は、 
「ロータリーの目的」の達成を目指し、五大奉仕部門に基づいて成果あふれる奉仕プロジェクトを実施し、会員増
強を通じてロータリーの発展に寄与し、ロータリー財団を支援し、クラブレベルを超えたリーダーを育成することで
あると謳っています。

幹 事 報 告 幹　事　末　吉　賢　多
① 5月のロータリーレートは1$=110円です。
② ロータリーの友5月号、ガバナー月信vol.11を配付しております。
③ 米山記念奨学会より、高橋峯男会員に「米山功労者第4回マルチプル」の感謝状、堀川辰
也会員に 「米山功労者第1回」の感謝状が届いておりますので、会長より贈呈させていた
だきます。

④ 財団室NEWS 5月号、他クラブ週報を回覧いたします。
⑤ 本日例会終了後13時30分より3F「ルビーの間」において、「第11回理事役員会」を開催いたしますので、理事・
役員の皆様はご出席ください。

誕生日祝いのショートスピーチ 　　山　下　浩　一　会員
　今年で64歳になります。今年は一つ良いことがありそうで、３人の子供のうち初
めて末っ子（娘）の結婚が決まりそうで、来年には孫の顔が見られたら嬉しく思い
ます。

クラブ臨時総会（細則改正） 幹　事　末　吉　賢　多
臨時総会（細則改正について） 
　5月8日例会プログラムにおいて、「岡山北西ロータリークラブ細則の改正について」の臨時総会を開
催いたしました。クラブ細則第4条第3節により、総会として成立し、出席会員全員の拍手をもってクラ
ブ細則第１条第２節の一部の改正を決定いたしました。

感謝状授与

・ 高橋峯男 会員「米山功労者第４回マルチプル」（写真右）
・ 堀川辰也 会員「米山功労者第１回」（写真中）

ピンバッヂ授与
　昨年度の新入会員のスポンサー４名に対してＲＩから
ピンバッヂが届きました。
・ 相原 利行  会員（写真左）  
・ 堀川 辰也  会員（写真中）
・ 日笠 常信  会員（写真右）
・ 川本 　洋  会員（欠席）
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出席の状況
会員数　55名（内出席免除　２名）　出席者数　42名　　欠席者数　13名
出席率　77.78％　　前々回訂正　85.19％　　　　
欠席者　藤岡，加戸，鴨井，川本，河村，菊井，木本，松村，西岡，岡村，丹治，槌田，（渡辺）

S . A . A . 　 　　
岡本（和）会員 ： 待望の初孫が誕生しました。これからは子ども達にめでたい事が続くようで、忙しくなりそうです。
高橋会員 ： 本日米山功労者でお祝いを受ける事になりました。楊君に続いて、王珮珣さんが米山奨学生として当

クラブがカウンセラーになりました。今まで財団ばかりでしたので今回は米山に致しました。
山下会員 ： 4月29日、京都国立博物館で海北友松を見ました。狩野派とも等伯とも異なる独自の画風でした。その

後、鉄道博物館も見ましたのでスマイルします。
竹本会員 ： 5月連休、ゆっくりさせていただきました。今日から頑張って仕事をいたします。
日笠（伸）会員 ： 5月3～4日に行われた「晴れの国おかやま24時間・100㎞歩行」に参加し、23時間39分で完歩し

ましたのでスマイルします。
氏房会員 ： ゴールデンウイーク孫達相手に充分楽しみましたが、それ以上に疲れました。
小松原会員 ： 竹本さん先日はありがとうございました。
木本会員 ： ・結婚記念のお祝いありがとうございます。何年目かよくわかりません。

・例会欠席が多く申し訳ありません。
小菅会員 ： 結婚記念日の花束をいただきました。20回目ですが、特別な事をするわけでもなく、25回目がとても心

配ですが、楽しい毎日を心掛けて過ごそうと思います。ありがとうございました。
平松会員 ： お互いに言いたいこと山ほどありますが、北西ロータリークラブからの素敵な花束のおかげで、穏や

かな結婚記念日を迎えることができました。心から感謝申し上げます。
川西・高橋・岡村 会員 ： 去る5月2日～4日の2泊3日で高橋峯男・岡村秀男会員と私（川西）のシルバートリオ組が

山口県の「長門市・防府市・美祢市・下関市方面」に旅をしてきました。
2日 防府天満宮⇒毛利庭園・毛利博物館・毛利家本邸⇒日本鍾乳洞九選の一つで最大級の秋芳
洞⇒秋吉台のカルスト台地⇒防府天満宮
3日 元乃隅稲荷神社・竜宮の潮吹き岬⇒国指定名勝の「青海島」を観光汽船で一周航路⇒観光ス
ポットの「角島大橋」を渡り明治9年3月1日初点灯「角島灯台」
4日 幼くして亡くなった幼帝安徳天皇を祀った神社「赤間神宮」⇒日清講和会議が行われた「春帆
楼と日清講和記念館」⇒父スコットランド人、母日本人のオペラ歌手「藤原義江記念館」⇒下関で初め
て開かれた領事館「旧下関英国領事館」⇒亀山八幡宮⇒唐戸市
場⇒高杉晋作が騎兵隊を率いて挙兵した「功山寺」⇒古代～中世
～近世～幕末～近代の資料を展示の「下関市歴史博物館」を見学。
年寄り3人組の珍道中でしたが、高橋会員は死に土産ができた、岡村
会員はワシは100歳まで生きると言っていました。「日中は意義ある歴
史と文化の勉強」「夜は大宴会」と大変楽しい三日間でありました。

11件　38,000円（累計 1,182,000円）
会 長 報 告  会　長　岡　本　和　夫

2016年手続要覧
　三年に一度の規定審議会が一年前に開催されましたが、 このほど2016年手続要覧が発行
され手元に届きました。以前に比べ厚みが約半分ほどになりました。大半は国際ロータリ ーの
定款・細則に割かれています。 基本理念の中で、社会奉仕に関する1923年の声明が掲載さ
れており、一部を紹介します。
　ロータリーは、基本的には、一つの人生哲学であり、それは利己的な欲求と義務およびこれに伴う他人のため
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である。
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ています。

山登り同好会からのお知らせ 山登り同好会幹事　岡　本　和　夫 
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の甲子園ＲＣ野球大会に参加予定で、四国も九州も野球が盛んなようで
すが、中国地方は野球チームが少ないのでわがチームとしては近県の
チームと交流を図り、野球を通してＲＣを盛り上げていきたいと思います。

　また、ロータリーは事業および専門職務に携わる人の代表として、ロータリーの奉仕の哲学を受け入れ、「奉仕
の理想」を実行することを目指している人々の集まりである。会員の全般的資格条件として、善良さ、高潔さ、リー
ダーシップを身をもって示し、職業上および （または）地域社会でよい評判を受けており、地域社会および（または）
世界において奉仕する意欲のある成人としています。
　ロータリーを説明する場合、奉仕、高潔さ、リーダーシップという言葉はよく出てきますが、親睦（Fellowship）、高
潔性（Integrity）、多様性（Diversity）、奉仕（Service）、リーダーシップ（Leadership）の五つは中核的価値とし
て挙げられています。国際ロータリーの使命は、職業人と地域社会のリーダーのネットワークを通じて、人びとに奉
仕し、高潔さを奨励し、世界理解、親善、平和を推進することであると謳っています。またロータリークラブの目的は、 
「ロータリーの目的」の達成を目指し、五大奉仕部門に基づいて成果あふれる奉仕プロジェクトを実施し、会員増
強を通じてロータリーの発展に寄与し、ロータリー財団を支援し、クラブレベルを超えたリーダーを育成することで
あると謳っています。

幹 事 報 告 幹　事　末　吉　賢　多
① 5月のロータリーレートは1$=110円です。
② ロータリーの友5月号、ガバナー月信vol.11を配付しております。
③ 米山記念奨学会より、高橋峯男会員に「米山功労者第4回マルチプル」の感謝状、堀川辰
也会員に 「米山功労者第1回」の感謝状が届いておりますので、会長より贈呈させていた
だきます。

④ 財団室NEWS 5月号、他クラブ週報を回覧いたします。
⑤ 本日例会終了後13時30分より3F「ルビーの間」において、「第11回理事役員会」を開催いたしますので、理事・
役員の皆様はご出席ください。

誕生日祝いのショートスピーチ 　　山　下　浩　一　会員
　今年で64歳になります。今年は一つ良いことがありそうで、３人の子供のうち初
めて末っ子（娘）の結婚が決まりそうで、来年には孫の顔が見られたら嬉しく思い
ます。

クラブ臨時総会（細則改正） 幹　事　末　吉　賢　多
臨時総会（細則改正について） 
　5月8日例会プログラムにおいて、「岡山北西ロータリークラブ細則の改正について」の臨時総会を開
催いたしました。クラブ細則第4条第3節により、総会として成立し、出席会員全員の拍手をもってクラ
ブ細則第１条第２節の一部の改正を決定いたしました。

感謝状授与

・ 高橋峯男 会員「米山功労者第４回マルチプル」（写真右）
・ 堀川辰也 会員「米山功労者第１回」（写真中）

ピンバッヂ授与
　昨年度の新入会員のスポンサー４名に対してＲＩから
ピンバッヂが届きました。
・ 相原 利行  会員（写真左）  
・ 堀川 辰也  会員（写真中）
・ 日笠 常信  会員（写真右）
・ 川本 　洋  会員（欠席）
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本日のメニュー（５月15日）　
サーモンのタルタル　グリーンマスタード風味　　　美星三元豚のロースト　酸味の効いた野菜のソース
デザート　　　コーヒー　　　パンとバター

次回のメニュー（５月22日（ヘルシー和食））　
焼物　太刀魚塩焼　花茗荷酢取り　酢橘（生姜醤油）　　　小鉢　長茄子煮浸し　糸花鰹
御飯　じゃこ山椒御飯（岡山県産こしひかり）　　
椀物　ピーチポーク蕎麦  刻み葱  若芽  一味　　
香物　三種

　　会報部会／日笠伸之・原　全伸・小菅英司
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