
旧ひな壇慰労夜間例会
前会長　竹本会員
　「旧ひな壇慰労夜間例会」を、連休の最後という貴重な時間をいただき、大勢のみな
さまにねぎらっていただきましたこと、恐縮いたしております。みなさまの協力のもと、一年
間無事に会長職を務めることができましたこと、心より感謝しております。会長という立場
になって、貴重な体験の数 を々させていただき、これまで思いもつかなかったような気づき
もございました。今後はこの体験を糧に、みなさまへのご恩を忘れず、より一層、岡山北西
RC発展のため、地域発展のために、精進する覚悟です。本当にありがとうございました。

前副会長　山下会員
　花束を有難うございました。竹本会長を支え、1年間務めました。久しぶり
（27年ぶり）のひな壇、理事会等とても勉強になりました。あと1年会長として
頑張りますので皆様宜しくお願いします。

前幹事　仲田会員
　本日は三連休の最後の日、お休みの中このように盛大な慰労会を開催して頂き、ま
た沢山の方にお集まりいただきありがとうございました。至らない私ですが樋口前幹
事から受けっとったバトンをどうにか西岡幹事にお渡しすることが出来ました。これか
らは会計委員長として北西ロータリーのお役に立てるよう頑張ろうと思います。皆様
引続きよろしくお願いいたします。

前副幹事　鈴木会員
　一年間拙い司会進行を見守ってくださりありがとうございました。
反省点として、時間管理が甘く何度かプログラムの時間を短くしてしまった事があ
げられます。次年度は森本会員が、きちんとした進行を行なってくださると思います
ので、どうぞ宜しくお願い致します。

前S.A.A.　小松原会員
　昨年度は、一年間たいへんお世話になりました。
　皆様のご協力と日笠副S.A.A.が頑張って下さった事で、昨年度は、例年になくスマ
イルの額がたくさんになり200万円を超えることが出来ました。誠にありがとうございま
した。本年度の笠原S.A.A.には、プレッシャーを掛けてしまったようですので、本年度
も皆様のご協力をよろしくお願い致します。

前副S.A.A.　日笠（伸）会員
　竹本会長、小松原S.A.A.のもと副S.A.A.という大変貴重な経験をさせていただき、
ありがとうございました。会員の皆様のおかげで、記録にも記憶にも残る一年間にす
ることができましたことに重ねて御礼申し上げます。この経験を今後のロータリー活動
に活かしていきたいと思います。「出席率とスマイルは会長の気合で決まる」との説が
あります。山下会長をはじめ今年度のひな壇の皆様にはどうか「気合い」で昨年度を
上回っていただくことを切に願っています。

出席の状況　
会員数　51名（内出席免除者　０名）　出席者数　30名　　欠席者数　21名
出席率　58.82％　　 　　　　
欠席者　相原，藤岡，福元，花房，原，入江，鴨井，川本，橘高，児島，駒井，小菅，森永，西山，
　　　　大賀，岡本（和），大饗，末吉，田原，丹治，横山

会 長 報 告 会　長　山　下　浩　一
　本日は旧ひな壇慰労夜間例会にご参加有難うございます。三連休の最後の日にも
かかわらず多くの会員に参加頂きました。本日の会場は国際ホテルになっています。
皆さん楽しんで例会を行いましょう。

幹 事 報 告  幹　事　西　岡　貞　則
① 岡山中央RCより松本パストガバナー講演会のご案内がございましたので皆様にはメールま
たはFAXでお送りいたしました。参加を希望される方は明日16日までに岡山北西RC事務局
までご連絡お願いいたします。

② 7月29日㈪12：30～「ガバナー公式訪問例会」を開催いたしますのでご出席くださいますよう
お願いいたします。皆様には後日ご案内をメールまたはFAXでお送りいたします。

③ 10月20日㈰出雲市民会館で開催される地区大会のご案内をメールまたはFAXでお送りいたしますので、よろ
しくお願いいたします。

④ 次週7月22日㈪は例会変更となっておりますので、例会はございません。

ガバナー補佐訪問クラブ協議会
　令和１年７月８日㈪１８：３０からホテルグランヴィア岡山にて、国際ロータリー第２６９０地区第９グループガバナー補佐
岡本富美子様・ガバナー補佐随行者岸本泰子様をお迎えし、ガバナー補佐訪問クラブ協議会を開催いたしました。
　各委員長・部会長が今年度のクラブ活動の運営方針・活動計画を報告させていただきました。これに対し岡本
ガバナー補佐より、当クラブが障がい者・高校生への未来志向を持った地域活動をしている点をふまえ、つながる
ことであらゆる可能性が生まれること、多様性が社会を広げていることを認識しつつ更なる活動を続けて下さい、
との講評をいただきました。

家族親睦旅行
　６月１６日に総勢２７名で、三ツ矢サイダー明石工場と、姫路城の日帰
り旅行を行いました。前日の大雨が親睦委員長の日ごろの行いがいい
のか、気持ちの良い天気になりました。三ツ矢サイダー工場見学では、
普段飲んでいる飲料水が色んな機械により製造されているところを見
学し、姫路城では約２時間かけて散策をして身体にもいい家族旅行
になりました。参加の皆様ありがとうございました。

ゴルフ同好会 ゴルフ同好会幹事　久　松　哲　生
　6月22日鬼ノ城ゴルフ倶楽部にてゴルフコンペを行いました。雨の降る中、森本会員が優勝されま
した。
優勝者　森本剛仁会員
　初めての優勝でしたが勝因は川本会員や大賀会員が参加されていないこととハンデのおかげです。
次回のコンペで2週連続優勝を目指します。

野球同好会 野球同好会　監督　笠　原　英　司
　６月23日、四国リーグに参戦して参りました。試合は接戦であり、
２－２で最終回までいきましたが、最終的には、６－２で負けました
が、審判の方々に久 よ々い試合だったと言われました。今後は勝
ちにいきます。
　次回　7月31日19時～灘崎野球場　　
　　　　対戦相手 ： 山陽モータースさん

ハンブルク国際大会参加と南ドイツ旅行① 　　岡　本　和　夫　会員
　ドイツは森の国である。1990年東西ドイツが統一されてできたドイツ連邦共和国（BRD）は、EUの中心国として
ヨーロッパを牽引している。18世紀には、文学・思想・音楽などの分野で多くの創作活動がなされ、その後の世界に
多大な影響を及ぼしてきた。また我が国は明治維新以来、軍制や医学を中心とした学問などでドイツ（プロイセ
ン）を模範として多くの人的交流があった。6月1日から9日まで、北ドイツのハンブルクで開催された今年度のRI国
際大会に夫人3名を含め9名で参加し、併せて南ドイツの旅をした。最初に、簡単に旅程を示しておこう。
６月１日㈯　羽田よりルフトハンザ航空（以下LH）にてミュンヘンを経由しハンブルクヘ　深夜着
 ハンブルク泊
６月２日㈰　ハンブルク市内半日観光と大会開会式出席 ハンブルク泊
６月３日㈪　ブレーメン1日観光 ハンブルク泊
６月４日㈫　LHにてミュンヘンヘ　市内親光 ミュンヘン泊
６月５日㈬　バスにてオーストリアとの国境方面へ移動
　　　　　　オーバーアマガウとリンダーホーフ城見学
　　　　　　世界遺産ヴィース教会見学 フュッセン泊
６月６日㈭　ホーエンシュバンガウからノイシュバンシュタイン城見学
　　　　　　バスでロマンティック街道を通りロ ーテンブルクヘ 
ローテンブルク泊
６月７日㈮　バスで古城街道を通り、ネッカー川沿いにハイデルベ
ルクヘ
　　　　　　ハイデルベルク城見学
　　　　　　バスでフランクフルトヘ　市内観光 
フランクフルト泊
６月８日㈯　リューデスハイムからザンクトゴアールまでラ
イン下り
　　　　　　　夕刻フランクフルトからLHにて羽田へ
　ドイツは、面積35.7万㎢ 人口8300万人で16の連邦州から成ってい
る。この中には、一市単独で連邦州を構成する首都べルリンやハンブ
ルク、ブレーメンといった自由ハンザ都市がはいっている。かつて三度
の国際戦争（三十年戦争、第一次・第二次世界大戦）を経験し、その
都度国境線が変更したが、現在は9つの国と国境を成している。ドイツ
国旗はナポレオンのドイツ支配に対する解放戦争において、参加した
学生たちが「名誉」「自由」「祖国」を合い言葉として国民感情を抱い
て故国に戻った際、一義勇軍の旗であった黒・赤・金を掲げて集まり、
学生組合ブルシェンシャフトを結成したことによる。LH機は極東ロシアの上空から北極海沿岸部を越え、バルト三
国、ポーランド上空を通過しミュンヘン国際空港に降りた。乗り継ぎ便の到着が大幅に遅れ、結局1時間あまり遅れ
てハンブルクに到着し、日が変わって眠りについた。日本との時差は-７である。　　

スマイル報告　 
山下会長 : ３日㈬に京都朱雀RCに表敬訪問に行ってきました。週報など感心しましたのでスマイル

します。
岡本（浩）会員 : 先の例会で100％出席のご褒美を頂きました。頑張って連続して頂ける様に努めます。
森本会員 : 本日は長女の17回目の誕生日です。スマイルします。
笠原会員 : S.A.A.として一年一生懸命やります。よろしくお願いします。
楠　会員 : 最近すこぶるゴルフの調子が悪いので復調を祈願してスマイルします。
久松会員 : 新年度第一回例会を会報部会委員長でありながら欠席してしまいました。写真撮影、原稿

おこし、藤木さんありがとうございました。ひな壇の皆様、一年間よろしくお願いいたし
ます。

 ６件 16,000円（累計 120,000円）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７月お祝い行事
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野球同好会 野球同好会　監督　笠　原　英　司
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２－２で最終回までいきましたが、最終的には、６－２で負けました
が、審判の方々に久 よ々い試合だったと言われました。今後は勝
ちにいきます。
　次回　7月31日19時～灘崎野球場　　
　　　　対戦相手 ： 山陽モータースさん

－１－

例会プログラム例会プログラム

ハンブルク国際大会参加と南ドイツ旅行① 　　岡　本　和　夫　会員
　ドイツは森の国である。1990年東西ドイツが統一されてできたドイツ連邦共和国（BRD）は、EUの中心国として
ヨーロッパを牽引している。18世紀には、文学・思想・音楽などの分野で多くの創作活動がなされ、その後の世界に
多大な影響を及ぼしてきた。また我が国は明治維新以来、軍制や医学を中心とした学問などでドイツ（プロイセ
ン）を模範として多くの人的交流があった。6月1日から9日まで、北ドイツのハンブルクで開催された今年度のRI国
際大会に夫人3名を含め9名で参加し、併せて南ドイツの旅をした。最初に、簡単に旅程を示しておこう。
６月１日㈯　羽田よりルフトハンザ航空（以下LH）にてミュンヘンを経由しハンブルクヘ　深夜着
 ハンブルク泊
６月２日㈰　ハンブルク市内半日観光と大会開会式出席 ハンブルク泊
６月３日㈪　ブレーメン1日観光 ハンブルク泊
６月４日㈫　LHにてミュンヘンヘ　市内親光 ミュンヘン泊
６月５日㈬　バスにてオーストリアとの国境方面へ移動
　　　　　　オーバーアマガウとリンダーホーフ城見学
　　　　　　世界遺産ヴィース教会見学 フュッセン泊
６月６日㈭　ホーエンシュバンガウからノイシュバンシュタイン城見学
　　　　　　バスでロマンティック街道を通りロ ーテンブルクヘ 
ローテンブルク泊
６月７日㈮　バスで古城街道を通り、ネッカー川沿いにハイデルベ
ルクヘ
　　　　　　ハイデルベルク城見学
　　　　　　バスでフランクフルトヘ　市内観光 
フランクフルト泊
６月８日㈯　リューデスハイムからザンクトゴアールまでラ
イン下り
　　　　　　　夕刻フランクフルトからLHにて羽田へ
　ドイツは、面積35.7万㎢ 人口8300万人で16の連邦州から成ってい
る。この中には、一市単独で連邦州を構成する首都べルリンやハンブ
ルク、ブレーメンといった自由ハンザ都市がはいっている。かつて三度
の国際戦争（三十年戦争、第一次・第二次世界大戦）を経験し、その
都度国境線が変更したが、現在は9つの国と国境を成している。ドイツ
国旗はナポレオンのドイツ支配に対する解放戦争において、参加した
学生たちが「名誉」「自由」「祖国」を合い言葉として国民感情を抱い
て故国に戻った際、一義勇軍の旗であった黒・赤・金を掲げて集まり、
学生組合ブルシェンシャフトを結成したことによる。LH機は極東ロシアの上空から北極海沿岸部を越え、バルト三
国、ポーランド上空を通過しミュンヘン国際空港に降りた。乗り継ぎ便の到着が大幅に遅れ、結局1時間あまり遅れ
てハンブルクに到着し、日が変わって眠りについた。日本との時差は-７である。　　

スマイル報告　 
山下会長 : ３日㈬に京都朱雀RCに表敬訪問に行ってきました。週報など感心しましたのでスマイル

します。
岡本（浩）会員 : 先の例会で100％出席のご褒美を頂きました。頑張って連続して頂ける様に努めます。
森本会員 : 本日は長女の17回目の誕生日です。スマイルします。
笠原会員 : S.A.A.として一年一生懸命やります。よろしくお願いします。
楠　会員 : 最近すこぶるゴルフの調子が悪いので復調を祈願してスマイルします。
久松会員 : 新年度第一回例会を会報部会委員長でありながら欠席してしまいました。写真撮影、原稿

おこし、藤木さんありがとうございました。ひな壇の皆様、一年間よろしくお願いいたし
ます。

 ６件 16,000円（累計 120,000円）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７月お祝い行事

ゴルフ同好会 ゴルフ同好会幹事　久　松　哲　生
　6月22日鬼ノ城カントリー倶楽部にてゴルフコンペを行いました。一時的でしたが雨の降る中、森本
会員が優勝されました。
優勝者　森本剛仁会員
　初めての優勝でしたが勝因は川本会員や大賀会員が参加されていないこととハンデのおかげです。
次回のコンペで2週連続優勝を目指します。

野球同好会 野球同好会　監督　笠　原　英　司
　６月23日、四国リーグに参戦して参りました。試合は接戦であり、２－２で最終回までいき、最終的には、６－２で
負けましたが、審判の方々から久 に々良い試合だったと言われました。



旧ひな壇慰労夜間例会
前会長　竹本会員
　「旧ひな壇慰労夜間例会」を、連休の最後という貴重な時間をいただき、大勢のみな
さまにねぎらっていただきましたこと、恐縮いたしております。みなさまの協力のもと、一年
間無事に会長職を務めることができましたこと、心より感謝しております。会長という立場
になって、貴重な体験の数 を々させていただき、これまで思いもつかなかったような気づき
もございました。今後はこの体験を糧に、みなさまへのご恩を忘れず、より一層、岡山北西
RC発展のため、地域発展のために、精進する覚悟です。本当にありがとうございました。

前副会長　山下会員
　花束を有難うございました。竹本会長を支え、1年間務めました。久しぶり
（27年ぶり）のひな壇、理事会等とても勉強になりました。あと1年会長として
頑張りますので皆様宜しくお願いします。

前幹事　仲田会員
　本日は三連休の最後の日、お休みの中このように盛大な慰労会を開催して頂き、ま
た沢山の方にお集まりいただきありがとうございました。至らない私ですが樋口前幹
事から受けっとったバトンをどうにか西岡幹事にお渡しすることが出来ました。これか
らは会計委員長として北西ロータリーのお役に立てるよう頑張ろうと思います。皆様
引続きよろしくお願いいたします。

前副幹事　鈴木会員
　一年間拙い司会進行を見守ってくださりありがとうございました。
反省点として、時間管理が甘く何度かプログラムの時間を短くしてしまった事があ
げられます。次年度は森本会員が、きちんとした進行を行なってくださると思います
ので、どうぞ宜しくお願い致します。

前S.A.A.　小松原会員
　昨年度は、一年間たいへんお世話になりました。
　皆様のご協力と日笠副S.A.A.が頑張って下さった事で、昨年度は、例年になくスマ
イルの額がたくさんになり200万円を超えることが出来ました。誠にありがとうございま
した。本年度の笠原S.A.A.には、プレッシャーを掛けてしまったようですので、本年度
も皆様のご協力をよろしくお願い致します。

前副S.A.A.　日笠（伸）会員
　竹本会長、小松原S.A.A.のもと副S.A.A.という大変貴重な経験をさせていただき、
ありがとうございました。会員の皆様のおかげで、記録にも記憶にも残る一年間にす
ることができましたことに重ねて御礼申し上げます。この経験を今後のロータリー活動
に活かしていきたいと思います。「出席率とスマイルは会長の気合で決まる」との説が
あります。山下会長をはじめ今年度のひな壇の皆様にはどうか「気合い」で昨年度を
上回っていただくことを切に願っています。

出席の状況　
会員数　51名（内出席免除者　０名）　出席者数　30名　　欠席者数　21名
出席率　58.82％　　 　　　　
欠席者　相原，藤岡，福元，花房，原，入江，鴨井，川本，橘高，児島，駒井，小菅，森永，西山，
　　　　大賀，岡本（和），大饗，末吉，田原，丹治，横山

会 長 報 告 会　長　山　下　浩　一
　本日は旧ひな壇慰労夜間例会にご参加有難うございます。三連休の最後の日にも
かかわらず多くの会員に参加頂きました。本日の会場は国際ホテルになっています。
皆さん楽しんで例会を行いましょう。

幹 事 報 告  幹　事　西　岡　貞　則
① 岡山中央RCより松本パストガバナー講演会のご案内がございましたので皆様にはメールま
たはFAXでお送りいたしました。参加を希望される方は明日16日までに岡山北西RC事務局
までご連絡お願いいたします。

② 7月29日㈪12：30～「ガバナー公式訪問例会」を開催いたしますのでご出席くださいますよう
お願いいたします。皆様には後日ご案内をメールまたはFAXでお送りいたします。

③ 10月20日㈰出雲市民会館で開催される地区大会のご案内をメールまたはFAXでお送りいたしますので、よろ
しくお願いいたします。

④ 次週7月22日㈪は例会変更となっておりますので、例会はございません。

ガバナー補佐訪問クラブ協議会
　令和１年７月８日㈪１８：３０からホテルグランヴィア岡山にて、国際ロータリー第２６９０地区第９グループガバナー補佐
岡本富美子様・ガバナー補佐随行者岸本泰子様をお迎えし、ガバナー補佐訪問クラブ協議会を開催いたしました。
　各委員長・部会長が今年度のクラブ活動の運営方針・活動計画を報告させていただきました。これに対し岡本
ガバナー補佐より、当クラブが障がい者・高校生への未来志向を持った地域活動をしている点をふまえ、つながる
ことであらゆる可能性が生まれること、多様性が社会を広げていることを認識しつつ更なる活動を続けて下さい、
との講評をいただきました。

家族親睦旅行
　６月１６日に総勢２７名で、三ツ矢サイダー明石工場と、姫路城の日帰
り旅行を行いました。前日の大雨が親睦委員長の日ごろの行いがいい
のか、気持ちの良い天気になりました。三ツ矢サイダー工場見学では、
普段飲んでいる飲料水が色んな機械により製造されているところを見
学し、姫路城では約２時間かけて散策をして身体にもいい家族旅行
になりました。参加の皆様ありがとうございました。

ゴルフ同好会 ゴルフ同好会幹事　久　松　哲　生
　6月22日鬼ノ城ゴルフ倶楽部にてゴルフコンペを行いました。雨の降る中、森本会員が優勝されま
した。
優勝者　森本剛仁会員
　初めての優勝でしたが勝因は川本会員や大賀会員が参加されていないこととハンデのおかげです。
次回のコンペで2週連続優勝を目指します。

野球同好会 野球同好会　監督　笠　原　英　司
　６月23日、四国リーグに参戦して参りました。試合は接戦であり、
２－２で最終回までいきましたが、最終的には、６－２で負けました
が、審判の方々に久 よ々い試合だったと言われました。今後は勝
ちにいきます。
　次回　7月31日19時～灘崎野球場　　
　　　　対戦相手 ： 山陽モータースさん

－２－

クラブ情報 クラブ情報 

前回７月15日の例会記録前回７月15日の例会記録

ハンブルク国際大会参加と南ドイツ旅行① 　　岡　本　和　夫　会員
　ドイツは森の国である。1990年東西ドイツが統一されてできたドイツ連邦共和国（BRD）は、EUの中心国として
ヨーロッパを牽引している。18世紀には、文学・思想・音楽などの分野で多くの創作活動がなされ、その後の世界に
多大な影響を及ぼしてきた。また我が国は明治維新以来、軍制や医学を中心とした学問などでドイツ（プロイセ
ン）を模範として多くの人的交流があった。6月1日から9日まで、北ドイツのハンブルクで開催された今年度のRI国
際大会に夫人3名を含め9名で参加し、併せて南ドイツの旅をした。最初に、簡単に旅程を示しておこう。
６月１日㈯　羽田よりルフトハンザ航空（以下LH）にてミュンヘンを経由しハンブルクヘ　深夜着
 ハンブルク泊
６月２日㈰　ハンブルク市内半日観光と大会開会式出席 ハンブルク泊
６月３日㈪　ブレーメン1日観光 ハンブルク泊
６月４日㈫　LHにてミュンヘンヘ　市内親光 ミュンヘン泊
６月５日㈬　バスにてオーストリアとの国境方面へ移動
　　　　　　オーバーアマガウとリンダーホーフ城見学
　　　　　　世界遺産ヴィース教会見学 フュッセン泊
６月６日㈭　ホーエンシュバンガウからノイシュバンシュタイン城見学
　　　　　　バスでロマンティック街道を通りロ ーテンブルクヘ 
ローテンブルク泊
６月７日㈮　バスで古城街道を通り、ネッカー川沿いにハイデルベ
ルクヘ
　　　　　　ハイデルベルク城見学
　　　　　　バスでフランクフルトヘ　市内観光 
フランクフルト泊
６月８日㈯　リューデスハイムからザンクトゴアールまでラ
イン下り
　　　　　　　夕刻フランクフルトからLHにて羽田へ
　ドイツは、面積35.7万㎢ 人口8300万人で16の連邦州から成ってい
る。この中には、一市単独で連邦州を構成する首都べルリンやハンブ
ルク、ブレーメンといった自由ハンザ都市がはいっている。かつて三度
の国際戦争（三十年戦争、第一次・第二次世界大戦）を経験し、その
都度国境線が変更したが、現在は9つの国と国境を成している。ドイツ
国旗はナポレオンのドイツ支配に対する解放戦争において、参加した
学生たちが「名誉」「自由」「祖国」を合い言葉として国民感情を抱い
て故国に戻った際、一義勇軍の旗であった黒・赤・金を掲げて集まり、
学生組合ブルシェンシャフトを結成したことによる。LH機は極東ロシアの上空から北極海沿岸部を越え、バルト三
国、ポーランド上空を通過しミュンヘン国際空港に降りた。乗り継ぎ便の到着が大幅に遅れ、結局1時間あまり遅れ
てハンブルクに到着し、日が変わって眠りについた。日本との時差は-７である。　　

スマイル報告　 
山下会長 : ３日㈬に京都朱雀RCに表敬訪問に行ってきました。週報など感心しましたのでスマイル

します。
岡本（浩）会員 : 先の例会で100％出席のご褒美を頂きました。頑張って連続して頂ける様に努めます。
森本会員 : 本日は長女の17回目の誕生日です。スマイルします。
笠原会員 : S.A.A.として一年一生懸命やります。よろしくお願いします。
楠　会員 : 最近すこぶるゴルフの調子が悪いので復調を祈願してスマイルします。
久松会員 : 新年度第一回例会を会報部会委員長でありながら欠席してしまいました。写真撮影、原稿

おこし、藤木さんありがとうございました。ひな壇の皆様、一年間よろしくお願いいたし
ます。

 ６件 16,000円（累計 120,000円）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７月お祝い行事

ゴルフ同好会 ゴルフ同好会幹事　久　松　哲　生
　6月22日鬼ノ城カントリー倶楽部にてゴルフコンペを行いました。一時的でしたが雨の降る中、森本
会員が優勝されました。
優勝者　森本剛仁会員
　初めての優勝でしたが勝因は川本会員や大賀会員が参加されていないこととハンデのおかげです。
次回のコンペで2週連続優勝を目指します。

野球同好会 野球同好会　監督　笠　原　英　司
　６月23日、四国リーグに参戦して参りました。試合は接戦であり、２－２で最終回までいき、最終的には、６－２で
負けましたが、審判の方々から久 に々良い試合だったと言われました。

手に手つないで手に手つないで 閉会挨拶　岡本副会長閉会挨拶　岡本副会長

旧ひな壇の皆様、一年間お疲れさまでした。



旧ひな壇慰労夜間例会
前会長　竹本会員
　「旧ひな壇慰労夜間例会」を、連休の最後という貴重な時間をいただき、大勢のみな
さまにねぎらっていただきましたこと、恐縮いたしております。みなさまの協力のもと、一年
間無事に会長職を務めることができましたこと、心より感謝しております。会長という立場
になって、貴重な体験の数 を々させていただき、これまで思いもつかなかったような気づき
もございました。今後はこの体験を糧に、みなさまへのご恩を忘れず、より一層、岡山北西
RC発展のため、地域発展のために、精進する覚悟です。本当にありがとうございました。

前副会長　山下会員
　花束を有難うございました。竹本会長を支え、1年間務めました。久しぶり
（27年ぶり）のひな壇、理事会等とても勉強になりました。あと1年会長として
頑張りますので皆様宜しくお願いします。

前幹事　仲田会員
　本日は三連休の最後の日、お休みの中このように盛大な慰労会を開催して頂き、ま
た沢山の方にお集まりいただきありがとうございました。至らない私ですが樋口前幹
事から受けっとったバトンをどうにか西岡幹事にお渡しすることが出来ました。これか
らは会計委員長として北西ロータリーのお役に立てるよう頑張ろうと思います。皆様
引続きよろしくお願いいたします。

前副幹事　鈴木会員
　一年間拙い司会進行を見守ってくださりありがとうございました。
反省点として、時間管理が甘く何度かプログラムの時間を短くしてしまった事があ
げられます。次年度は森本会員が、きちんとした進行を行なってくださると思います
ので、どうぞ宜しくお願い致します。

前S.A.A.　小松原会員
　昨年度は、一年間たいへんお世話になりました。
　皆様のご協力と日笠副S.A.A.が頑張って下さった事で、昨年度は、例年になくスマ
イルの額がたくさんになり200万円を超えることが出来ました。誠にありがとうございま
した。本年度の笠原S.A.A.には、プレッシャーを掛けてしまったようですので、本年度
も皆様のご協力をよろしくお願い致します。

前副S.A.A.　日笠（伸）会員
　竹本会長、小松原S.A.A.のもと副S.A.A.という大変貴重な経験をさせていただき、
ありがとうございました。会員の皆様のおかげで、記録にも記憶にも残る一年間にす
ることができましたことに重ねて御礼申し上げます。この経験を今後のロータリー活動
に活かしていきたいと思います。「出席率とスマイルは会長の気合で決まる」との説が
あります。山下会長をはじめ今年度のひな壇の皆様にはどうか「気合い」で昨年度を
上回っていただくことを切に願っています。

出席の状況　
会員数　51名（内出席免除者　０名）　出席者数　30名　　欠席者数　21名
出席率　58.82％　　 　　　　
欠席者　相原，藤岡，福元，花房，原，入江，鴨井，川本，橘高，児島，駒井，小菅，森永，西山，
　　　　大賀，岡本（和），大饗，末吉，田原，丹治，横山

会 長 報 告 会　長　山　下　浩　一
　本日は旧ひな壇慰労夜間例会にご参加有難うございます。三連休の最後の日にも
かかわらず多くの会員に参加頂きました。本日の会場は国際ホテルになっています。
皆さん楽しんで例会を行いましょう。

幹 事 報 告  幹　事　西　岡　貞　則
① 岡山中央RCより松本パストガバナー講演会のご案内がございましたので皆様にはメールま
たはFAXでお送りいたしました。参加を希望される方は明日16日までに岡山北西RC事務局
までご連絡お願いいたします。

② 7月29日㈪12：30～「ガバナー公式訪問例会」を開催いたしますのでご出席くださいますよう
お願いいたします。皆様には後日ご案内をメールまたはFAXでお送りいたします。

③ 10月20日㈰出雲市民会館で開催される地区大会のご案内をメールまたはFAXでお送りいたしますので、よろ
しくお願いいたします。

④ 次週7月22日㈪は例会変更となっておりますので、例会はございません。

ガバナー補佐訪問クラブ協議会
　令和１年７月８日㈪１８：３０からホテルグランヴィア岡山にて、国際ロータリー第２６９０地区第９グループガバナー補佐
岡本富美子様・ガバナー補佐随行者岸本泰子様をお迎えし、ガバナー補佐訪問クラブ協議会を開催いたしました。
　各委員長・部会長が今年度のクラブ活動の運営方針・活動計画を報告させていただきました。これに対し岡本
ガバナー補佐より、当クラブが障がい者・高校生への未来志向を持った地域活動をしている点をふまえ、つながる
ことであらゆる可能性が生まれること、多様性が社会を広げていることを認識しつつ更なる活動を続けて下さい、
との講評をいただきました。

家族親睦旅行
　６月１６日に総勢２７名で、三ツ矢サイダー明石工場と、姫路城の日帰
り旅行を行いました。前日の大雨が親睦委員長の日ごろの行いがいい
のか、気持ちの良い天気になりました。三ツ矢サイダー工場見学では、
普段飲んでいる飲料水が色んな機械により製造されているところを見
学し、姫路城では約２時間かけて散策をして身体にもいい家族旅行
になりました。参加の皆様ありがとうございました。

ゴルフ同好会 ゴルフ同好会幹事　久　松　哲　生
　6月22日鬼ノ城ゴルフ倶楽部にてゴルフコンペを行いました。雨の降る中、森本会員が優勝されま
した。
優勝者　森本剛仁会員
　初めての優勝でしたが勝因は川本会員や大賀会員が参加されていないこととハンデのおかげです。
次回のコンペで2週連続優勝を目指します。

野球同好会 野球同好会　監督　笠　原　英　司
　６月23日、四国リーグに参戦して参りました。試合は接戦であり、
２－２で最終回までいきましたが、最終的には、６－２で負けました
が、審判の方々に久 よ々い試合だったと言われました。今後は勝
ちにいきます。
　次回　7月31日19時～灘崎野球場　　
　　　　対戦相手 ： 山陽モータースさん

－３－

本日のメニュー（７月29日）　　
麺　物　胡麻だれ饂飩（饂飩　炒り胡麻　もみ海苔）
　　　　豚しゃぶ（水菜　椎茸　姫赤茄子　薄茗荷　おろし生姜　セルフィーユ）　豆乳胡麻だれ
御造り　鮪叩き一献盛り　芽物一式　県産昔醤油
揚　物　天婦羅 （海老　鱚　えびす南瓜　獅子唐　白玉　生姜　檸檬　天出汁）
小　鉢　茄子揚浸し　糸花鰹

次回のメニュー（８月５日（ヘルシーメニュー））　　
イサキのグリエ　野菜のコンディマン 茄子とズッキーニのサラダ　海藻ドレッシング
デザート、パン、コーヒー

　　会報部会／久松　哲生・藤木　希実子・丹治　康浩

ハンブルク国際大会参加と南ドイツ旅行① 　　岡　本　和　夫　会員
　ドイツは森の国である。1990年東西ドイツが統一されてできたドイツ連邦共和国（BRD）は、EUの中心国として
ヨーロッパを牽引している。18世紀には、文学・思想・音楽などの分野で多くの創作活動がなされ、その後の世界に
多大な影響を及ぼしてきた。また我が国は明治維新以来、軍制や医学を中心とした学問などでドイツ（プロイセ
ン）を模範として多くの人的交流があった。6月1日から9日まで、北ドイツのハンブルクで開催された今年度のRI国
際大会に夫人3名を含め9名で参加し、併せて南ドイツの旅をした。最初に、簡単に旅程を示しておこう。
６月１日㈯　羽田よりルフトハンザ航空（以下LH）にてミュンヘンを経由しハンブルクヘ　深夜着
 ハンブルク泊
６月２日㈰　ハンブルク市内半日観光と大会開会式出席 ハンブルク泊
６月３日㈪　ブレーメン1日観光 ハンブルク泊
６月４日㈫　LHにてミュンヘンヘ　市内親光 ミュンヘン泊
６月５日㈬　バスにてオーストリアとの国境方面へ移動
　　　　　　オーバーアマガウとリンダーホーフ城見学
　　　　　　世界遺産ヴィース教会見学 フュッセン泊
６月６日㈭　ホーエンシュバンガウからノイシュバンシュタイン城見学
　　　　　　バスでロマンティック街道を通りロ ーテンブルクヘ 
ローテンブルク泊
６月７日㈮　バスで古城街道を通り、ネッカー川沿いにハイデルベ
ルクヘ
　　　　　　ハイデルベルク城見学
　　　　　　バスでフランクフルトヘ　市内観光 
フランクフルト泊
６月８日㈯　リューデスハイムからザンクトゴアールまでラ
イン下り
　　　　　　　夕刻フランクフルトからLHにて羽田へ
　ドイツは、面積35.7万㎢ 人口8300万人で16の連邦州から成ってい
る。この中には、一市単独で連邦州を構成する首都べルリンやハンブ
ルク、ブレーメンといった自由ハンザ都市がはいっている。かつて三度
の国際戦争（三十年戦争、第一次・第二次世界大戦）を経験し、その
都度国境線が変更したが、現在は9つの国と国境を成している。ドイツ
国旗はナポレオンのドイツ支配に対する解放戦争において、参加した
学生たちが「名誉」「自由」「祖国」を合い言葉として国民感情を抱い
て故国に戻った際、一義勇軍の旗であった黒・赤・金を掲げて集まり、
学生組合ブルシェンシャフトを結成したことによる。LH機は極東ロシアの上空から北極海沿岸部を越え、バルト三
国、ポーランド上空を通過しミュンヘン国際空港に降りた。乗り継ぎ便の到着が大幅に遅れ、結局1時間あまり遅れ
てハンブルクに到着し、日が変わって眠りについた。日本との時差は-７である。　　

スマイル報告　 
山下会長 : ３日㈬に京都朱雀RCに表敬訪問に行ってきました。週報など感心しましたのでスマイル

します。
岡本（浩）会員 : 先の例会で100％出席のご褒美を頂きました。頑張って連続して頂ける様に努めます。
森本会員 : 本日は長女の17回目の誕生日です。スマイルします。
笠原会員 : S.A.A.として一年一生懸命やります。よろしくお願いします。
楠　会員 : 最近すこぶるゴルフの調子が悪いので復調を祈願してスマイルします。
久松会員 : 新年度第一回例会を会報部会委員長でありながら欠席してしまいました。写真撮影、原稿

おこし、藤木さんありがとうございました。ひな壇の皆様、一年間よろしくお願いいたし
ます。

 ６件 16,000円（累計 120,000円）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７月お祝い行事

ゴルフ同好会 ゴルフ同好会幹事　久　松　哲　生
　6月22日鬼ノ城カントリー倶楽部にてゴルフコンペを行いました。一時的でしたが雨の降る中、森本
会員が優勝されました。
優勝者　森本剛仁会員
　初めての優勝でしたが勝因は川本会員や大賀会員が参加されていないこととハンデのおかげです。
次回のコンペで2週連続優勝を目指します。

野球同好会 野球同好会　監督　笠　原　英　司
　６月23日、四国リーグに参戦して参りました。試合は接戦であり、２－２で最終回までいき、最終的には、６－２で
負けましたが、審判の方々から久 に々良い試合だったと言われました。

例会情報 例会情報 例会情報 例会情報 
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