
出席の状況
会員数　53名（内出席免除　２名）　出席者数　43名　　欠席者数　10名
出席率　82.70％　　前々回訂正　88.89％　　　　
欠席者　相原，花房，原田，日笠（常），加戸，川本，木本，小松原，熊野，（渡辺）

ゲスト・ビジター　　
〈京都朱雀RC〉 副会長　中島久記　様、　会長エレクト　野呂輝夫　様、　幹事　大友義博　様
 25周年事業実行委員長　橋本眞一　様、　家族・友好クラブ委員長　佐東賢一　様
〈岡山北RC〉 角南  真一　様
米山奨学生 王  珮珣　様

S . A . A . 　 　　
京都朱雀RC ： 2017-18年度 第一例会に寄せて頂きます。今年度も宜しくお願い致します。2018年３月21日、京

都朱雀RCは25周年を迎えます。皆様のお越しをお待ち申し上げております。
大饗会員・ひな壇一同 ： 京都朱雀RC  中島副会長をはじめとする皆様、お忙しいところお越しいただきましてあ

りがとうございます。本日より一年間ひな壇を務めさせて頂きます。至らない点などあると思いますが、
精進してまいりますのでどうぞよろしくお願いいたします。

岡本（浩）・川西会員 ： 京都朱雀の皆さん、ようこそ御出で頂きました。今後共友好の絆が固く強くなります様に。
横山会員 ： 京都の皆様ようこそお越し下さいました。特に野呂様は会長エレクトだそうですね。岡山北西RCは

来年も女性会長ですので、仲良くしてあげて下さい。
氏房会員 ： 大饗会長をはじめ新ひな壇の皆様の今年度の活躍を祈念してスマイルします。
原　会員 ： 大饗会長、樋口幹事、ひな壇の皆々様、今年一年よろしくお願いします。
藤岡会員 ： 旧ひな壇の方々、一年間お疲れ様でした。新ひな壇の方々、頑張ってください。京都朱雀の方々、よう

こそ。同期の会長の橋本さん、25周年楽しみにしています。
末吉会員 ： 大饗会長、樋口幹事、おめでとうございます。一年間よろしくお願い致します。
入江会員 ： 大饗年度のスタートを祝して。
山田会員 ： ・新年度を迎え、おめでとうございます。京都朱雀RCの皆様、ようこそおいで下さいました。

・今年度が会員にとって楽しいクラブ生活が送れますように、大饗会長はじめ樋口幹事、よろしくお願
い致します。

西岡会員 ： 新年度スタートを祝して、スマイルします。
仲田会員 ： 結婚記念日のお花ありがとうございます。お陰様で記念日を忘れずにすんでいます。
森本会員 ： 今年度、広報委員長を担当させて頂くことになりました。皆様よろしくお願いします。

14件　66,000円（累計 66,000円）
京都朱雀RC副会長ご挨拶 京都朱雀RC副会長　中　島　久　記　様

　我が京都朱雀ロータリークラブが創立25周年を迎える2017-2018年度をスタートするに当た
り、最重要課題はクラブ全会員の結束であります。クラブに「愛着と誇り」を持って今まで以上の
「変化をもたらす」為にも、この結束こそが一番求められているものです。簡単に「結束」と言っ
ても、基本週一回の例会でしか会えないメンバー同士、これを図るために一番大切なことは何
でしょうか。私にはそれが「本音で話し合うこと」であると思えてなりません。一寸した誤解や憶測から大きな亀裂
が生まれることがあります。本音で話をしていれば、例え少々の諍いが起っても、その傷は最小限で押さえられ、
大きな誤解を生じずに済む筈です。そして本音で話し合うことでクラブの奉仕活動は、例え大きな障害が立ち塞
がっていても、それを乗り切り、大きな成果へと導かれることでしょう。
　本音でクラブのことを話す為には、クラブの実情を十
分理解する必要があります。クラブの現状を理解する
為にはクラブアッセンブリーと言う絶好の場があります。
折角のこの機会を逸することは、会員として非常に残
念なことです。クラブアッセンブリーは各委員会の委員
長や理事・役員のためのものでは絶対ありません。会

うことと考えております。
　女性会長の目線から今年のテーマであります「MAKING Ａ DIFFERENCE」変化をもたらす に期待して、
しっかりサポートしていきたいと思っています。北西ロータリーの歴史、根底にある「いつまでも変わらないこと」とそ
の中で「変化してくこと」それが大切だと思っております。会長年度が単年度制にある理由はそう云ったところな
のかもしれません。クラブスローガンであります「BELIEVING IN」（良ことを信じて）いきたと思います。
　会員の皆様、事務局中山様、ご協力をなにとぞお願いいたします。
　来年3月21日には、本日、表敬訪問にお越しなられております京都朱雀ロータリークラブの創立25周年がござい
ます。当クラブの周年行事の際には多くの方に参加していただきました。北西ロータリーからも多く参加させてい
ただき、お祝いさせて頂きたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。
　年々、新会員も増えてきました。今期も会員増強に力を入れて行きたいと思います。
　クラブのより良い運営の為にも増員は不可欠と思っております。と同時に、年齢層も幅広くなってまいりました。例
会だけではなかなかお話をすることがないと思います。今年もIDMを年４回開催する予定にしています。ベテラン
会員の懐の深いところや、経験値の豊富なところを多く知って頂き、横の繋がり、縦の繋がりを強くしていただきた
いと思います。
　フォーラム、奉仕活動・家族例会・家族・友好クラブの親睦旅行にも多く参加していただき、北西ロータリークラブ
の良さを学んでいただきたいと思っております。
　最後になりますが、皆様の御一人御一人のクラブ愛でこの一年もどうぞよろしくお願いいたしまして幹事挨拶と
させていただきます。ありがとうございました。

誕生日ショートスピーチ 小　菅　英　司　会員
　今年の誕生日を迎え51才になります。体調を崩したこともありましたが、タバコも止め、食生活にも気を配り、ジム
にも通って健康的な日々 を過ごしております。健康診断に行くと、「30才の時の体重を目指しましょう。」って言われ
ますが、「105㎏ありました。」って答えると、「20才の時は？」と言われるので、「今ぐらいですね」って答えます。現状
維持で頑張ろうと思います。
　私の誕生日の７月24日は、皆さん知らないと思いますが何かと良い日です。2006年に大沢たかお主演の「７月24
日通りのクリスマス」って映画がありましたし、2011年には地デジが終了しました。何といっても2020年の７月24日は
東京オリンピックの開幕日です。次のオリンピックの開幕式を観ながら、「小菅くん　おめでとう」って思ってください。

親睦活動委員会より 　　　親睦活動委員長　槌　田　道　弘
① 入会３年未満の方は例会会場入り口で、ビジターの方、各会員の出迎えをお願いし
ます。

② 旧ひな壇慰労夜間例会の案内を送信致しますので、出欠を事務局に送信願います。
 

旧ひな壇表彰 　 　

　旧ひな壇の皆様、一年間ご苦労様でした。

ロータリーの友、記事の紹介
　ロータリーの友 7月号 4ページに『減塩と健康寿命』の記事が掲載されております。減塩に取り組
むといろいろな効果があるようです。一読されてみてはいかがでしょうか。

員全員がクラブの今の姿、方向性を確認し、何か疑問があれば「本音」で質問し討議する為の場所です。是非
そう言う自覚を持って、積極的にクラブアッセンブリーに参加して頂く為に、本年度は出来るだけ多くの方がアッセ
ンブリーに臨めるような工夫を致しました。
　例会だけでの顔合わせを補充する為に、同好会活動の活発化にも是非力を入れて行きたいと思っています。
余暇を楽しんで親睦を図ると言う、奉仕活動とは一味違ったロータリーライフのもう一つの側面を今一度考え直し
てみましょう。

幹 事 報 告 幹　事　樋　口　芳　紀
① 7月のロータリーレートは1ドル=111円です。
② 末長ガバナーエレクト事務所より、ガバナーエレクト事務所開設のご挨拶が届いております。
③ ガバナー月信Vol.1、月信ファイル、クラブ会員名簿、週報ファイルを配付しております。
④ 岡山県済生会特別養護老人ホーム「憩いの丘」より、「盆踊り花火大会」のご案内とチラシが届いております
ので回覧いたします。

⑤ 財団室NEWS 7月号、 他クラブ週報を回覧いたします。

ひな壇就任挨拶 
●会長就任挨拶　 会　長　大　饗　よし江
　71年前の今日、７月３日におおよそ皆んなの期待を裏切って丸 と々した女の子が誕生いたしま
した。（商家なので跡継は男子と決まっていました）偶然とはいえ、節目の数字が並んだ今日の日
に新年度のスタートができることに運命的な出会いを感じております。
　入会20年、幹事就任から10年、樋口幹事は私の幹事年度に入会なので入会されて丁度10年になります。
　本日は私の概略を聞いていただき、大饗よし江という存在を理解していただけたらと思います。
　平成４年に夫が交通事故で亡くなり、６年に「あすなろ建装株式会社」を南区浦安にて設立いたしました。この
会社は室内装飾工事業がメインでしたが、平成15年に現在のビルを購入することができ、平成19年に浦安より会
社を移転し、同時に業態変化に伴い社名も「株式会社あすなろコーポレーション」に変更しました。６階建てのビ
ルの１階を自社使用にしてオーダーカーテンの展示場（100坪）と会社の事務所として発足いたしました。
　この20年間の歳月を振り返ってみるに、大きく分けて４つの幸運に恵まれたように思います。
①両親（特に父親のスケールの大きさに感謝です）　　②社員の資質　　③現在のビルが購入できた事
④平成30年に後継者にバトンタッチが決まっている事
　次に My Rotary Style （目標とすべき形）
◎Politeness（礼儀）
◎Independence（自立）　　

ロータリー道として意識の中で大切に守っていく
◎Noble（高潔）
◎Dignity（品格）
加えて、槇野岡大学長の座右の銘　　「和顔愛語」のリーダーシップ
　　　 山田方谷先生　　　　　　　「至誠惻怛」
　　　※どちらも穏やかさと真心をもって相手を思いやるの意
◎年間行事を魅力ある内容にすることによってご家族の方 に々満足していただき、また外に向かってロータリー
活動の認知度を上げていきたい。

　◎建前論から脱却し、本音の運営を志ざす。
　記憶に残る年度を目指して思考錯誤しながら楽しいロータリークラブにすることを第一目標として、皆さまにご協
力をお願いしまして就任の挨拶とさせていただきます。

●幹事就任挨拶 幹　事　樋　口　芳　紀
　本年度、岡山北西ロータリークラブの幹事を務めさせて頂きます。樋口芳紀と申します。一年
間どうぞよろしくお願いいたします。
　北西ロータリー初の女性会長の年度になります。この年度で幹事として務めれることをうれしく思います。やりが
いを感じております。幹事とは、会長の思いや考えを形にすることと、会員の皆様と共にスマートなクラブ運営を行
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親睦活動委員会より 　　　親睦活動委員長　槌　田　道　弘
① 入会３年未満の方は例会会場入り口で、ビジターの方、各会員の出迎えをお願いし
ます。

② 旧ひな壇慰労夜間例会の案内を送信致しますので、出欠を事務局に送信願います。
 

旧ひな壇表彰 　 　

　旧ひな壇の皆様、一年間ご苦労様でした。

ロータリーの友、記事の紹介
　ロータリーの友 7月号 4ページに『減塩と健康寿命』の記事が掲載されております。減塩に取り組
むといろいろな効果があるようです。一読されてみてはいかがでしょうか。

員全員がクラブの今の姿、方向性を確認し、何か疑問があれば「本音」で質問し討議する為の場所です。是非
そう言う自覚を持って、積極的にクラブアッセンブリーに参加して頂く為に、本年度は出来るだけ多くの方がアッセ
ンブリーに臨めるような工夫を致しました。
　例会だけでの顔合わせを補充する為に、同好会活動の活発化にも是非力を入れて行きたいと思っています。
余暇を楽しんで親睦を図ると言う、奉仕活動とは一味違ったロータリーライフのもう一つの側面を今一度考え直し
てみましょう。

幹 事 報 告 幹　事　樋　口　芳　紀
① 7月のロータリーレートは1ドル=111円です。
② 末長ガバナーエレクト事務所より、ガバナーエレクト事務所開設のご挨拶が届いております。
③ ガバナー月信Vol.1、月信ファイル、クラブ会員名簿、週報ファイルを配付しております。
④ 岡山県済生会特別養護老人ホーム「憩いの丘」より、「盆踊り花火大会」のご案内とチラシが届いております
ので回覧いたします。

⑤ 財団室NEWS 7月号、 他クラブ週報を回覧いたします。

ひな壇就任挨拶 
●会長就任挨拶　 会　長　大　饗　よし江

　71年前の今日、７月３日におおよそ皆んなの期待を裏切って丸 と々した女の子が誕生いたしま
した。（商家なので跡継は男子と決まっていました）偶然とはいえ、節目の数字が並んだ今日の日
に新年度のスタートができることに運命的な出会いを感じております。
　入会20年、幹事就任から10年、樋口幹事は私の幹事年度に入会なので入会されて丁度10年になります。
　本日は私の概略を聞いていただき、大饗よし江という存在を理解していただけたらと思います。
　平成４年に夫が交通事故で亡くなり、６年に「あすなろ建装株式会社」を南区浦安にて設立いたしました。この
会社は室内装飾工事業がメインでしたが、平成15年に現在のビルを購入することができ、平成19年に浦安より会
社を移転し、同時に業態変化に伴い社名も「株式会社あすなろコーポレーション」に変更しました。６階建てのビ
ルの１階を自社使用にしてオーダーカーテンの展示場（100坪）と会社の事務所として発足いたしました。
　この20年間の歳月を振り返ってみるに、大きく分けて４つの幸運に恵まれたように思います。
①両親（特に父親のスケールの大きさに感謝です）　　②社員の資質　　③現在のビルが購入できた事
④平成30年に後継者にバトンタッチが決まっている事
　次に My Rotary Style （目標とすべき形）
◎Politeness（礼儀）
◎Independence（自立）　　

ロータリー道として意識の中で大切に守っていく
◎Noble（高潔）
◎Dignity（品格）
加えて、槇野岡大学長の座右の銘　　「和顔愛語」のリーダーシップ
　　　 山田方谷先生　　　　　　　「至誠惻怛」
　　　※どちらも穏やかさと真心をもって相手を思いやるの意
◎年間行事を魅力ある内容にすることによってご家族の方 に々満足していただき、また外に向かってロータリー
活動の認知度を上げていきたい。

　◎建前論から脱却し、本音の運営を志ざす。
　記憶に残る年度を目指して思考錯誤しながら楽しいロータリークラブにすることを第一目標として、皆さまにご協
力をお願いしまして就任の挨拶とさせていただきます。

●幹事就任挨拶 幹　事　樋　口　芳　紀
　本年度、岡山北西ロータリークラブの幹事を務めさせて頂きます。樋口芳紀と申します。一年
間どうぞよろしくお願いいたします。
　北西ロータリー初の女性会長の年度になります。この年度で幹事として務めれることをうれしく思います。やりが
いを感じております。幹事とは、会長の思いや考えを形にすることと、会員の皆様と共にスマートなクラブ運営を行
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出席の状況
会員数　53名（内出席免除　２名）　出席者数　43名　　欠席者数　10名
出席率　82.70％　　前々回訂正　88.89％　　　　
欠席者　相原，花房，原田，日笠（常），加戸，川本，木本，小松原，熊野，（渡辺）
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本日のメニュー（７月10日）　
才巻海老のサラダ　ガスパチョソース　　　牛フィレ肉の網焼き　里芋の赤ワイン煮とサツマイモのチップ
デザート　　　コーヒー　　　パンとバター

次回のメニュー（７月24日）　旧ひな壇慰労夜間例会

　　会報部会／森本剛仁・松村秀治・丹治康浩
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