
クラブフォーラム（クラブ奉仕）
◎プログラム委員会 委員長　堀　川　辰　也
　会員の出席率と満足度の向上に繋がるようプログラム（卓話）を充実させたいと思います。
　外部卓話は、年間で１０回程度とし、県南１７ロータリークラブ新旧プログラム委員長会議で頂いた、各クラ
ブの卓話の一覧より、良さそうな卓話者を招聘する予定です。
　内部卓話は、イニシエーションスピーチを含め、年間で１４回程度とするが、３０周年記念事業や岡山の歴
史文化フォーラムのクラブフォーラムが数回入る見込みなので、１０回程度となる見込み。内部卓話は、前年度までは1回に二人
ずつでしたが、一人当たり１０分少々では、物足りないようですので、今年度は一人ずつ２０分から２５分程度にします。
　今後内部卓話をお願いする会員の方は、快く受けて頂くようお願いします。　
◎親睦活動委員会 委員長　小松原　隆　代
　親睦活動委員会は、年間6回の夜間例会と春の家族旅行を担当致しております。毎年ほとんど、同じよう
なタイミングで開催されておりますが、本年度の夜間例会で、1点、例年と異なります点をお伝え致します。
　本年度月見夜間例会は、本日、表敬訪問にお越し下さいました髙取会長、馬場幹事の北クラブにお越し
頂きまして、合同夜間例会を開催いたします。日程は、月曜日ではなく9月18日水曜日になります。今からスケジ
ュールを空けて下さいますようお願い致します。当日は、一族である親クラブの皆様をお迎えしての初めての
例会になりますので、親睦委員全員、大変気合いが入っております。多くの会員の皆様にご参加頂き、北クラブの皆様をお迎えし
たいと思いますので、ご協力賜りますようよろしくお願い致します。
　なお、開催場所は後楽園の鶴鳴館をお借りします。抹茶の点て出しと煎茶席を設けますので、楽しんで頂けますことを願って
おります。お席は気軽に、あぐらでご参加頂けますので、ご安心下さい。
　また、本年度の夜間例会のイベントは、少しボランティア性を持たせたもので考えております。クリスマス例会には、学童保育の
皆さんのダンス、創立夜間例会には、西大寺の櫂の木少年少女合唱団に合唱等をお願いして、子供達に発表の場を設けさせ
て頂きました。ご理解とご協力をよろしくお願い致します。
　そして、春の家族旅行ですが、まだ未定になっておりますので、ご希望の行き先がございましたら、親睦委員までお申し出頂け
れば有り難いと思います。本年度、親睦委員はガッチリ団結して活動致します。
　よろしくお願い致します。
◎出席部会 委員長　日　笠　伸　之
　今年度、出席部会の委員長を務めさせていただくことになりました、日笠伸之です。
　私自身、当クラブに入会して６年目で、ロータリークラブに対する理解もまだ浅く、至らない点も多々あるかと思いますが、例会出
席率の向上のためにこれまでロータリークラブで培ってきたことをフルに活かし、貢献していきたいと考えてお
ります。
　私自身、例会出席は３年連続１００％でした。今年度はありがたいことに出席部会ということで、率先垂範
で雨が降ろうが槍が降ろうが１００％出席を目指し、例会連続出席を更新し続けたいと思います。
　出席部会の【運営方針】および【実施計画】は、今年度『クラブ活動・運営計画書』を参照ください。
 今年度からメークアップにつきまして、２０１９年規定審議会で「クラブと地区に関連する重要な変更」ということで、従来の例会
の前後１４日以内に可能だったものが、欠席した例会のメークアップを同じロータリー年度内に行うことができるようになっておりま
す。
　例会出席率は「会長の気合で決まる」と岡本富美子ガバナー補佐が先日仰っていました。どうか、山下会長をはじめとする今
年度のひな壇の皆様には「気合」で例会出席率を押し上げていただきたいと思います。１年間、出席部会へのご理解とご協力を
よろしくお願いいたします。
◎会報部会 委員長　久　松　哲　生
　今年度、会報部会の委員長を務めさせていただきます久松です。
　一年を通し少しでもロータリーについて勉強させていただき、皆さんと親睦を深めて行きたいと思います。
宜しくお願いいたします。
　さて、会報部会についてですが、活動としては「週報」「広報」「雑誌」が柱となります。例会の記録や委員
会・同好会等の活動報告を行い、会員相互の親睦をサポートし、会員増強に繋げて行きたいと思います。そ
の為に、読みやすい週報の作成とできるだけ多くの活動報告を載せていきたいと思います。
　また、今年度はロータリーの友も皆さんにも読んでいただけるように活動したいと思います。そこで、9月初
めに内部卓話でロータリーの友についてお話しをする予定です。紹介したい「ロータリーの友」の記事がございましたら、是非お
声がけください。
　また、今後、内部卓話、委員会・同好会報告をされる方は、原稿の提出をお願いします。それでは、一年間、宜しくお願いいたし
ます。

◎クラブ奉仕委員会 委員長　岡　本　浩　三
　各部会長、委員長発表有り難う御座いました。
　総括というほどではありませんが、今年度クラブ目標、スローガンは、「ロータリーを楽しもう（Enjoy 
Rotary）」という事になっております。各委員が目標、活動計画として挙げたものが、すべて１００％実施するこ
とは難しいかとも思いますが、それに近づける様、努力することが大事であり、運営方針が支障なく実行され
確実な成果が上がります様、会員皆さん、お一人、お一人が、関心と、意識を持っていただいて、十分のご協力をお願い致します。
　先般、ガバナー補佐、また古瀨ガバナーの来岡があり、様々御指導を戴きました。出席率の向上、会員増強も会長、幹事の熱
意を言われ、またリーダーの率先を言われました。しかしこれも会員全員が意識を持っての行動があれば、更に大きな成果が生ま
れると信じます。会員増強、出席率の向上失くしては、大きな目標は望めません普遍のクラブ目標です。いずれにしても各委員長、
部会長は、楽しいロータリーを目指し活動致します。ご協力、御指導宜しくお願い致します。

出席の状況　
会員数　51名（内出席免除者　０名）　出席者数　38名　　欠席者数　13名
出席率　74.51％　　 　　　　
欠席者　相原,  福元,  五島,  樋口,  日笠（常），川本,  森永,  大賀,  岡本（和），末吉,  田原,  丹治,  槌田

ゲ　ス　ト　〈岡山北RC〉　会長　髙取　新  様　　幹事　馬場  幸三  様
岡山北RC会長挨拶 岡山北RC会長　髙　取　　新  様
　皆さんこんにちは。
　岡山北RCの髙取と申します。と、幹事の馬場でございます。本日は子クラブ様
のところに表敬訪問させていただきました。
　私の今年のスローガンといたしましては楽しいクラブで、つながりということを大
切にしたいと思っておりました。そうしたところ、こちらのロータリーさんのご提案で９
月に観月夜間例会をされるということで、コラボレーションをさせていただき、一緒に
合同夜間例会をさせていただくことになりました。非常に喜んでおります。
　これからも当クラブとしましては、親子のクラブということで仲良く、これを最後にするのではなく、回数を増やして、
合同例会をどんどんやっていきたいと考えております。
　今後とも貴クラブの皆様のご発展をご祈念いたします。本日はお邪魔いたします。ありがとうございます。

会 長 報 告 会　長　山　下　浩　一
　本日は親クラブの岡山北RCから髙取新会長、馬場幸三幹事の表敬訪問頂いております。
お二人様よく岡山北西RCにおいで頂きました。
　本日朝早くに、全英女子オープンで岡山出身の渋野日向子選手が優勝しました。去年7月に
プロ合格して、わずか1年での快挙でした。笑顔が海外でも人気でスマイルシンデレラと新聞に
出ている様です。ラウンド中もよく笑い、オムスビ×2とチーズ鱈を食べながらラウンドしていました。新世代（ニュー
ジェネレーション）だなと感じました。緊張感ゼロで全てが出せるのは羨ましい限りです。RSKのロゴが帽子に2ヵ所
入っており目立っていました。
　末吉会員のお父様（成次様）が8月3日に御逝去されました。クラブ創立時には毎回例会、理事会に出席して頂
き、本当にお世話になりました。御冥福をお祈り申し上げます。

幹 事 報 告 幹　事　西　岡　貞　則
① 8月のロータリーレートは、１ドル=108円です。
② ガバナー月信Vol.13、Vol.2、ロータリーの友8月号を配付しております。
③ ロータリー日本財団より、確定申告用寄附金領収証が届いておりますので配付しております。
④ 子どもシェルターモモより、10周年記念シンポジウムのご案内がございましたので回覧いたします。
⑤ 2020-21年度国際ロータリー第2690地区長期青少年交換学生募集のご案内、岡山岡南RC創立25周年記
念誌、財団室NEWS８月号、他クラブ週報を回覧いたします。

⑥ 本日例会終了後、13：30より 3F「エメラルドの間」において「第2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。

⑦ ８月22日、歴史同好会定例会を開催いたします。
スマイル報告　 
岡山北ロータリークラブ様 : 観月夜間合同例会等、本年度どうぞよろしくお願いします。
山下会長 : 岡山北RCの髙取会長様、馬場幹事様、御訪問有難うございます。

西岡幹事の無事退院をお祝いします。

岡山出身の渋野日向子君の全英女子オープン優勝をお祝いします。
西岡幹事 : 岡山北RC髙取会長様、馬場幹事様、表敬訪問ありがとうございます。

先週のガバナー公式訪問を体調不良で欠席してしまいすみませんでした。
山下会長、岡本副会長、森本副幹事ご迷惑をおかけしました。
全英女子ゴルフで岡山市出身の渋野選手が優勝しました。

平松会員 : 岡山北RC会長髙取新様、幹事馬場幸三様、日頃のご指導に心から感謝申し上げます。
笠原会員 : 岡山北RCの髙取会長様、馬場幹事様、ようこそ北西RCの例会に参加していただき、ありがとうござ

いました。
  楠  会員 : 岡山北RC髙取会長様、馬場幹事様、ようこそお越し下さいました。
竹本会員 : 岡山北RC髙取新会長様、馬場幸三幹事様、ようこそ我RCにおいでいただき、ありがとうございます。
仲田会員 : 西岡幹事が無事退院されたのでスマイルいたします。
鈴木会員 : 岡山出身渋野日向子プロ、全英女子オープン優勝おめでとうございます。誕生日の朝に、素晴らしい

ニュースをいただきました。
奥田会員 : 先月の7月28日で当サロンエコルが1周年を迎えることができました。また、新たな気持ちで、コツコツと

頑張っていきたいと思っております。
小林会員 : 8月お祝い行事、配偶者誕生、小菅会員　奥様ショウコ→サチコ様です。申し訳ありません。
ハローファクトリー : 7月29日の売上の一部よりスマイルを頂戴しております。
 12件 57,200円（累計 214,200円）

誕生日ショートスピーチ 　　　　　
◎誕生月のスピーチ 　　児　島　正　典　会員
　「トム・ソーヤーの冒険」の著者であるアメリカの小説家、マーク・トウェインがこんなことを言っています。
　人生で一番大事な日は二日ある。それは、生まれた日となぜ生まれたかを分かった日である。
なぜ、生まれたかを分かった日はまだ来ていないようですので、これから先、そんな日が来るのが楽しみで
す。果たして、いつになるのでしょうか
　私は、この８月で４８歳になるのですが、こんなことも言っています。
　４８歳より前に悲観主義者になる者は物事を知り過ぎ、４８歳を越えてもなお楽観主義者である者は
物事を知らな過ぎる。
　私は、昔から根っからの悲観主義者で、何とかならないのかと悲観していたのですが、物事を知り過ぎていたからと言うこと
が分かって、安心しました。
　最後にこんなことも、言っています。
　気の利いた即席のスピーチの準備には、大抵３週間以上かかる。
　私が、このスピーチを考えたのが昨日ですので、結果はご覧の通りです。
　ご清聴ありがとうございました。
◎誕生日ショートスピーチ 　　鈴　木　一　生　会員
　今朝、渋野プロの全英女子オープン優勝のニュースが入って来まして、非常に目覚めの良い誕生日の
朝を迎えることができました。現地で、いつでも笑顔を忘れないということでスマイルシンデレラと話題になっ
ています。何においても楽しむ気持ち、笑顔を忘れないことは大切です。夏休みに入りますので、皆様も墓
参りや草むしり等暑さに負けず頑張ってください。

歴史同好会 歴史同好会幹事　堀　川　辰　也
　次回の歴史同好会は、8月22日㈭18時半からです。
　　場  所: 「玄三」（岡山市北区田町2-13-10）
　　講  師： 藤木希実子会員　　テーマ： 「鉄道の発車音の歴史」

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。
　野球部の皆様も緊張感をもった試合だったので、とても良かったです。今後は勝ちにいきます。

第12回 理事・役員会議事録 　　　
日時　2019年６月17日㈪13：30～14：30　　場所　ホテルグランヴィア岡山４階「エメラルドの間」
１、開　会 会　　　長　竹本千代子
 司会・幹事　仲田　錠二
２、出席者 副　幹　事　鈴木　一生
　　竹本千代子　山下浩一　仲田錠二　鈴木一生　小松原隆代　日笠伸之　樋口芳紀　平松 信
　　橘高正剛　　相原利行　岡本和夫　西岡貞則　横山俊彦　　計13名　
３、会長挨拶 会　　　長　竹本千代子
４、協議事項
① ４月～６月のプログラムについて（岡本和夫）／承認
② 家族旅行の収支について（西岡）／承認
　　・資料に基づき説明があった
③ 年度末表彰について（仲田）／承認
　　・ホームクラブ出席100％対象者　７名
　　・スマイル表彰　５名
④出席免除について（仲田）／承認
　　・大饗会員を出席規定の適用免除とする
⑤６RC事務局移転検討会議の設立について（仲田）／承認
　　・岡山東RCの会長が議長として、

今年の６ロータリーの会長を選任し「事務局移転検討会議」を設立する
・スムーズな意思決定を行い、優良物件を確保するため事務局移転に関わる決定事項を一任する
・移転が終わり次第解散とする

⑥６RC事務局運営会議の設立について（仲田）／継続
　　・年度をまたぐ諸問題に対応するため（事務局員の雇用等）
　　　６ロータリーの前年度会長、当年会長の１２名、２年任期
⑦６RC事務局再雇用契約、並びに賞与・昇給について（仲田）／承認
⑧その他
５、報告事項
　次々年度の会長人事について
　・指名委員会等の経緯について説明があり、平松会員が再度指名された旨報告がありました
６、閉　　会 副　会　長　　山下　浩一

旧ひな壇慰労夜間例会案内 　親睦活動委員会　小松原　隆　代　会員

会 長
副 会 長
幹 事
副 幹 事
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山 下 浩 一
岡 本 浩 三
西 岡 貞 則
森 本 剛 仁
笠 原 英 司
楠 　 慎 平

◆理事・役員（2019.7～2020.6）
会 計
理事・職業奉仕
理事・社会奉仕
理事・国際奉仕
理事・青少年奉仕
理事・会員増強

仲 田 錠 二
氏 房 信 明
鈴 木 一 生
野 田 洋 市
山 田 喜 広
樋 口 芳 紀

理事・プログラム
理事・親睦活動
理事・ロータリー財団
直 前 会 長
次 期 会 長

堀 川 辰 也
小松原　隆　代
小 松 忠 男
竹　本　千代子
平 松 　 信

「ロータリーを楽しもう（Enjoy Rotary）」
「I’m a Rotarian!」地区のスローガン

クラブのスローガン

2019～2020年度国際ロータリーのテーマ ◆本日のプログラム ◆次回のプログラム
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ロータリーは世界をつなぐ
８月19日
「イニシエーションスピーチ」

駒井  孝宏  会員
「内部卓話」

日笠  常信  会員

８月26日
「インターアクトについて」
岡山理科大学附属
中学校・高等学校
インターアクトクラブの皆様
「イニシエーションスピーチ」

田 原　 誠  会員
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クラブフォーラム（クラブ奉仕）
◎プログラム委員会 委員長　堀　川　辰　也
　会員の出席率と満足度の向上に繋がるようプログラム（卓話）を充実させたいと思います。
　外部卓話は、年間で１０回程度とし、県南１７ロータリークラブ新旧プログラム委員長会議で頂いた、各クラ
ブの卓話の一覧より、良さそうな卓話者を招聘する予定です。
　内部卓話は、イニシエーションスピーチを含め、年間で１４回程度とするが、３０周年記念事業や岡山の歴
史文化フォーラムのクラブフォーラムが数回入る見込みなので、１０回程度となる見込み。内部卓話は、前年度までは1回に二人
ずつでしたが、一人当たり１０分少々では、物足りないようですので、今年度は一人ずつ２０分から２５分程度にします。
　今後内部卓話をお願いする会員の方は、快く受けて頂くようお願いします。　

◎親睦活動委員会 委員長　小松原　隆　代
　親睦活動委員会は、年間6回の夜間例会と春の家族旅行を担当致しております。毎年ほとんど、同じよう
なタイミングで開催されておりますが、本年度の夜間例会で、1点、例年と異なります点をお伝え致します。
　本年度月見夜間例会は、本日、表敬訪問にお越し下さいました髙取会長、馬場幹事の北クラブにお越し
頂きまして、合同夜間例会を開催いたします。日程は、月曜日ではなく9月18日水曜日になります。今からスケジ
ュールを空けて下さいますようお願い致します。当日は、一族である親クラブの皆様をお迎えしての初めての
例会になりますので、親睦委員全員、大変気合いが入っております。多くの会員の皆様にご参加頂き、北クラブの皆様をお迎えし
たいと思いますので、ご協力賜りますようよろしくお願い致します。
　なお、開催場所は後楽園の鶴鳴館をお借りします。抹茶の点て出しと煎茶席を設けますので、楽しんで頂けますことを願って
おります。お席は気軽に、あぐらでご参加頂けますので、ご安心下さい。
　また、本年度の夜間例会のイベントは、少しボランティア性を持たせたもので考えております。クリスマス例会には、学童保育の
皆さんのダンス、創立夜間例会には、西大寺の櫂の木少年少女合唱団に合唱等をお願いして、子供達に発表の場を設けさせ
て頂きました。ご理解とご協力をよろしくお願い致します。
　そして、春の家族旅行ですが、まだ未定になっておりますので、ご希望の行き先がございましたら、親睦委員までお申し出頂け
れば有り難いと思います。本年度、親睦委員はガッチリ団結して活動致します。
　よろしくお願い致します。
◎出席部会 委員長　日　笠　伸　之
　今年度、出席部会の委員長を務めさせていただくことになりました、日笠伸之です。
　私自身、当クラブに入会して６年目で、ロータリークラブに対する理解もまだ浅く、至らない点も多々あるかと思いますが、例会出
席率の向上のためにこれまでロータリークラブで培ってきたことをフルに活かし、貢献していきたいと考えてお
ります。
　私自身、例会出席は３年連続１００％でした。今年度はありがたいことに出席部会ということで、率先垂範
で雨が降ろうが槍が降ろうが１００％出席を目指し、例会連続出席を更新し続けたいと思います。
　出席部会の【運営方針】および【実施計画】は、今年度『クラブ活動・運営計画書』を参照ください。
 今年度からメークアップにつきまして、２０１９年規定審議会で「クラブと地区に関連する重要な変更」ということで、従来の例会
の前後１４日以内に可能だったものが、欠席した例会のメークアップを同じロータリー年度内に行うことができるようになっておりま
す。
　例会出席率は「会長の気合で決まる」と岡本富美子ガバナー補佐が先日仰っていました。どうか、山下会長をはじめとする今
年度のひな壇の皆様には「気合」で例会出席率を押し上げていただきたいと思います。１年間、出席部会へのご理解とご協力を
よろしくお願いいたします。
◎会報部会 委員長　久　松　哲　生
　今年度、会報部会の委員長を務めさせていただきます久松です。
　一年を通し少しでもロータリーについて勉強させていただき、皆さんと親睦を深めて行きたいと思います。
宜しくお願いいたします。
　さて、会報部会についてですが、活動としては「週報」「広報」「雑誌」が柱となります。例会の記録や委員
会・同好会等の活動報告を行い、会員相互の親睦をサポートし、会員増強に繋げて行きたいと思います。そ
の為に、読みやすい週報の作成とできるだけ多くの活動報告を載せていきたいと思います。
　また、今年度はロータリーの友も皆さんにも読んでいただけるように活動したいと思います。そこで、9月初
めに内部卓話でロータリーの友についてお話しをする予定です。紹介したい「ロータリーの友」の記事がございましたら、是非お
声がけください。
　また、今後、内部卓話、委員会・同好会報告をされる方は、原稿の提出をお願いします。それでは、一年間、宜しくお願いいたし
ます。

◎クラブ奉仕委員会 委員長　岡　本　浩　三
　各部会長、委員長発表有り難う御座いました。
　総括というほどではありませんが、今年度クラブ目標、スローガンは、「ロータリーを楽しもう（Enjoy 
Rotary）」という事になっております。各委員が目標、活動計画として挙げたものが、すべて１００％実施するこ
とは難しいかとも思いますが、それに近づける様、努力することが大事であり、運営方針が支障なく実行され
確実な成果が上がります様、会員皆さん、お一人、お一人が、関心と、意識を持っていただいて、十分のご協力をお願い致します。
　先般、ガバナー補佐、また古瀨ガバナーの来岡があり、様々御指導を戴きました。出席率の向上、会員増強も会長、幹事の熱
意を言われ、またリーダーの率先を言われました。しかしこれも会員全員が意識を持っての行動があれば、更に大きな成果が生ま
れると信じます。会員増強、出席率の向上失くしては、大きな目標は望めません普遍のクラブ目標です。いずれにしても各委員長、
部会長は、楽しいロータリーを目指し活動致します。ご協力、御指導宜しくお願い致します。

出席の状況　
会員数　51名（内出席免除者　０名）　出席者数　38名　　欠席者数　13名
出席率　74.51％　　 　　　　
欠席者　相原,  福元,  五島,  樋口,  日笠（常），川本,  森永,  大賀,  岡本（和），末吉,  田原,  丹治,  槌田

ゲ　ス　ト　〈岡山北RC〉　会長　髙取　新  様　　幹事　馬場  幸三  様
岡山北RC会長挨拶 岡山北RC会長　髙　取　　新  様
　皆さんこんにちは。
　岡山北RCの髙取と申します。と、幹事の馬場でございます。本日は子クラブ様
のところに表敬訪問させていただきました。
　私の今年のスローガンといたしましては楽しいクラブで、つながりということを大
切にしたいと思っておりました。そうしたところ、こちらのロータリーさんのご提案で９
月に観月夜間例会をされるということで、コラボレーションをさせていただき、一緒に
合同夜間例会をさせていただくことになりました。非常に喜んでおります。
　これからも当クラブとしましては、親子のクラブということで仲良く、これを最後にするのではなく、回数を増やして、
合同例会をどんどんやっていきたいと考えております。
　今後とも貴クラブの皆様のご発展をご祈念いたします。本日はお邪魔いたします。ありがとうございます。

会 長 報 告 会　長　山　下　浩　一
　本日は親クラブの岡山北RCから髙取新会長、馬場幸三幹事の表敬訪問頂いております。
お二人様よく岡山北西RCにおいで頂きました。
　本日朝早くに、全英女子オープンで岡山出身の渋野日向子選手が優勝しました。去年7月に
プロ合格して、わずか1年での快挙でした。笑顔が海外でも人気でスマイルシンデレラと新聞に
出ている様です。ラウンド中もよく笑い、オムスビ×2とチーズ鱈を食べながらラウンドしていました。新世代（ニュー
ジェネレーション）だなと感じました。緊張感ゼロで全てが出せるのは羨ましい限りです。RSKのロゴが帽子に2ヵ所
入っており目立っていました。
　末吉会員のお父様（成次様）が8月3日に御逝去されました。クラブ創立時には毎回例会、理事会に出席して頂
き、本当にお世話になりました。御冥福をお祈り申し上げます。

幹 事 報 告 幹　事　西　岡　貞　則
① 8月のロータリーレートは、１ドル=108円です。
② ガバナー月信Vol.13、Vol.2、ロータリーの友8月号を配付しております。
③ ロータリー日本財団より、確定申告用寄附金領収証が届いておりますので配付しております。
④ 子どもシェルターモモより、10周年記念シンポジウムのご案内がございましたので回覧いたします。
⑤ 2020-21年度国際ロータリー第2690地区長期青少年交換学生募集のご案内、岡山岡南RC創立25周年記
念誌、財団室NEWS８月号、他クラブ週報を回覧いたします。

⑥ 本日例会終了後、13：30より 3F「エメラルドの間」において「第2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。

⑦ ８月22日、歴史同好会定例会を開催いたします。
スマイル報告　 
岡山北ロータリークラブ様 : 観月夜間合同例会等、本年度どうぞよろしくお願いします。
山下会長 : 岡山北RCの髙取会長様、馬場幹事様、御訪問有難うございます。

西岡幹事の無事退院をお祝いします。

岡山出身の渋野日向子君の全英女子オープン優勝をお祝いします。
西岡幹事 : 岡山北RC髙取会長様、馬場幹事様、表敬訪問ありがとうございます。

先週のガバナー公式訪問を体調不良で欠席してしまいすみませんでした。
山下会長、岡本副会長、森本副幹事ご迷惑をおかけしました。
全英女子ゴルフで岡山市出身の渋野選手が優勝しました。

平松会員 : 岡山北RC会長髙取新様、幹事馬場幸三様、日頃のご指導に心から感謝申し上げます。
笠原会員 : 岡山北RCの髙取会長様、馬場幹事様、ようこそ北西RCの例会に参加していただき、ありがとうござ

いました。
  楠  会員 : 岡山北RC髙取会長様、馬場幹事様、ようこそお越し下さいました。
竹本会員 : 岡山北RC髙取新会長様、馬場幸三幹事様、ようこそ我RCにおいでいただき、ありがとうございます。
仲田会員 : 西岡幹事が無事退院されたのでスマイルいたします。
鈴木会員 : 岡山出身渋野日向子プロ、全英女子オープン優勝おめでとうございます。誕生日の朝に、素晴らしい

ニュースをいただきました。
奥田会員 : 先月の7月28日で当サロンエコルが1周年を迎えることができました。また、新たな気持ちで、コツコツと

頑張っていきたいと思っております。
小林会員 : 8月お祝い行事、配偶者誕生、小菅会員　奥様ショウコ→サチコ様です。申し訳ありません。
ハローファクトリー : 7月29日の売上の一部よりスマイルを頂戴しております。
 12件 57,200円（累計 214,200円）

誕生日ショートスピーチ 　　　　　
◎誕生月のスピーチ 　　児　島　正　典　会員
　「トム・ソーヤーの冒険」の著者であるアメリカの小説家、マーク・トウェインがこんなことを言っています。
　人生で一番大事な日は二日ある。それは、生まれた日となぜ生まれたかを分かった日である。
なぜ、生まれたかを分かった日はまだ来ていないようですので、これから先、そんな日が来るのが楽しみで
す。果たして、いつになるのでしょうか
　私は、この８月で４８歳になるのですが、こんなことも言っています。
　４８歳より前に悲観主義者になる者は物事を知り過ぎ、４８歳を越えてもなお楽観主義者である者は
物事を知らな過ぎる。
　私は、昔から根っからの悲観主義者で、何とかならないのかと悲観していたのですが、物事を知り過ぎていたからと言うこと
が分かって、安心しました。
　最後にこんなことも、言っています。
　気の利いた即席のスピーチの準備には、大抵３週間以上かかる。
　私が、このスピーチを考えたのが昨日ですので、結果はご覧の通りです。
　ご清聴ありがとうございました。
◎誕生日ショートスピーチ 　　鈴　木　一　生　会員
　今朝、渋野プロの全英女子オープン優勝のニュースが入って来まして、非常に目覚めの良い誕生日の
朝を迎えることができました。現地で、いつでも笑顔を忘れないということでスマイルシンデレラと話題になっ
ています。何においても楽しむ気持ち、笑顔を忘れないことは大切です。夏休みに入りますので、皆様も墓
参りや草むしり等暑さに負けず頑張ってください。

歴史同好会 歴史同好会幹事　堀　川　辰　也
　次回の歴史同好会は、8月22日㈭18時半からです。
　　場  所: 「玄三」（岡山市北区田町2-13-10）
　　講  師： 藤木希実子会員　　テーマ： 「鉄道の発車音の歴史」

－１－

例会プログラム例会プログラム

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。
　野球部の皆様も緊張感をもった試合だったので、とても良かったです。今後は勝ちにいきます。

第12回 理事・役員会議事録 　　　
日時　2019年６月17日㈪13：30～14：30　　場所　ホテルグランヴィア岡山４階「エメラルドの間」
１、開　会 会　　　長　竹本千代子
 司会・幹事　仲田　錠二
２、出席者 副　幹　事　鈴木　一生
　　竹本千代子　山下浩一　仲田錠二　鈴木一生　小松原隆代　日笠伸之　樋口芳紀　平松 信
　　橘高正剛　　相原利行　岡本和夫　西岡貞則　横山俊彦　　計13名　
３、会長挨拶 会　　　長　竹本千代子
４、協議事項
① ４月～６月のプログラムについて（岡本和夫）／承認
② 家族旅行の収支について（西岡）／承認
　　・資料に基づき説明があった
③ 年度末表彰について（仲田）／承認
　　・ホームクラブ出席100％対象者　７名
　　・スマイル表彰　５名
④出席免除について（仲田）／承認
　　・大饗会員を出席規定の適用免除とする
⑤６RC事務局移転検討会議の設立について（仲田）／承認
　　・岡山東RCの会長が議長として、

今年の６ロータリーの会長を選任し「事務局移転検討会議」を設立する
・スムーズな意思決定を行い、優良物件を確保するため事務局移転に関わる決定事項を一任する
・移転が終わり次第解散とする

⑥６RC事務局運営会議の設立について（仲田）／継続
　　・年度をまたぐ諸問題に対応するため（事務局員の雇用等）
　　　６ロータリーの前年度会長、当年会長の１２名、２年任期
⑦６RC事務局再雇用契約、並びに賞与・昇給について（仲田）／承認
⑧その他
５、報告事項
　次々年度の会長人事について
　・指名委員会等の経緯について説明があり、平松会員が再度指名された旨報告がありました
６、閉　　会 副　会　長　　山下　浩一

旧ひな壇慰労夜間例会案内 　親睦活動委員会　小松原　隆　代　会員



クラブフォーラム（クラブ奉仕）
◎プログラム委員会 委員長　堀　川　辰　也
　会員の出席率と満足度の向上に繋がるようプログラム（卓話）を充実させたいと思います。
　外部卓話は、年間で１０回程度とし、県南１７ロータリークラブ新旧プログラム委員長会議で頂いた、各クラ
ブの卓話の一覧より、良さそうな卓話者を招聘する予定です。
　内部卓話は、イニシエーションスピーチを含め、年間で１４回程度とするが、３０周年記念事業や岡山の歴
史文化フォーラムのクラブフォーラムが数回入る見込みなので、１０回程度となる見込み。内部卓話は、前年度までは1回に二人
ずつでしたが、一人当たり１０分少々では、物足りないようですので、今年度は一人ずつ２０分から２５分程度にします。
　今後内部卓話をお願いする会員の方は、快く受けて頂くようお願いします。　
◎親睦活動委員会 委員長　小松原　隆　代
　親睦活動委員会は、年間6回の夜間例会と春の家族旅行を担当致しております。毎年ほとんど、同じよう
なタイミングで開催されておりますが、本年度の夜間例会で、1点、例年と異なります点をお伝え致します。
　本年度月見夜間例会は、本日、表敬訪問にお越し下さいました髙取会長、馬場幹事の北クラブにお越し
頂きまして、合同夜間例会を開催いたします。日程は、月曜日ではなく9月18日水曜日になります。今からスケジ
ュールを空けて下さいますようお願い致します。当日は、一族である親クラブの皆様をお迎えしての初めての
例会になりますので、親睦委員全員、大変気合いが入っております。多くの会員の皆様にご参加頂き、北クラブの皆様をお迎えし
たいと思いますので、ご協力賜りますようよろしくお願い致します。
　なお、開催場所は後楽園の鶴鳴館をお借りします。抹茶の点て出しと煎茶席を設けますので、楽しんで頂けますことを願って
おります。お席は気軽に、あぐらでご参加頂けますので、ご安心下さい。
　また、本年度の夜間例会のイベントは、少しボランティア性を持たせたもので考えております。クリスマス例会には、学童保育の
皆さんのダンス、創立夜間例会には、西大寺の櫂の木少年少女合唱団に合唱等をお願いして、子供達に発表の場を設けさせ
て頂きました。ご理解とご協力をよろしくお願い致します。
　そして、春の家族旅行ですが、まだ未定になっておりますので、ご希望の行き先がございましたら、親睦委員までお申し出頂け
れば有り難いと思います。本年度、親睦委員はガッチリ団結して活動致します。
　よろしくお願い致します。
◎出席部会 委員長　日　笠　伸　之
　今年度、出席部会の委員長を務めさせていただくことになりました、日笠伸之です。
　私自身、当クラブに入会して６年目で、ロータリークラブに対する理解もまだ浅く、至らない点も多々あるかと思いますが、例会出
席率の向上のためにこれまでロータリークラブで培ってきたことをフルに活かし、貢献していきたいと考えてお
ります。
　私自身、例会出席は３年連続１００％でした。今年度はありがたいことに出席部会ということで、率先垂範
で雨が降ろうが槍が降ろうが１００％出席を目指し、例会連続出席を更新し続けたいと思います。
　出席部会の【運営方針】および【実施計画】は、今年度『クラブ活動・運営計画書』を参照ください。
 今年度からメークアップにつきまして、２０１９年規定審議会で「クラブと地区に関連する重要な変更」ということで、従来の例会
の前後１４日以内に可能だったものが、欠席した例会のメークアップを同じロータリー年度内に行うことができるようになっておりま
す。
　例会出席率は「会長の気合で決まる」と岡本富美子ガバナー補佐が先日仰っていました。どうか、山下会長をはじめとする今
年度のひな壇の皆様には「気合」で例会出席率を押し上げていただきたいと思います。１年間、出席部会へのご理解とご協力を
よろしくお願いいたします。
◎会報部会 委員長　久　松　哲　生
　今年度、会報部会の委員長を務めさせていただきます久松です。
　一年を通し少しでもロータリーについて勉強させていただき、皆さんと親睦を深めて行きたいと思います。
宜しくお願いいたします。
　さて、会報部会についてですが、活動としては「週報」「広報」「雑誌」が柱となります。例会の記録や委員
会・同好会等の活動報告を行い、会員相互の親睦をサポートし、会員増強に繋げて行きたいと思います。そ
の為に、読みやすい週報の作成とできるだけ多くの活動報告を載せていきたいと思います。
　また、今年度はロータリーの友も皆さんにも読んでいただけるように活動したいと思います。そこで、9月初
めに内部卓話でロータリーの友についてお話しをする予定です。紹介したい「ロータリーの友」の記事がございましたら、是非お
声がけください。
　また、今後、内部卓話、委員会・同好会報告をされる方は、原稿の提出をお願いします。それでは、一年間、宜しくお願いいたし
ます。

◎クラブ奉仕委員会 委員長　岡　本　浩　三
　各部会長、委員長発表有り難う御座いました。
　総括というほどではありませんが、今年度クラブ目標、スローガンは、「ロータリーを楽しもう（Enjoy 
Rotary）」という事になっております。各委員が目標、活動計画として挙げたものが、すべて１００％実施するこ
とは難しいかとも思いますが、それに近づける様、努力することが大事であり、運営方針が支障なく実行され
確実な成果が上がります様、会員皆さん、お一人、お一人が、関心と、意識を持っていただいて、十分のご協力をお願い致します。
　先般、ガバナー補佐、また古瀨ガバナーの来岡があり、様々御指導を戴きました。出席率の向上、会員増強も会長、幹事の熱
意を言われ、またリーダーの率先を言われました。しかしこれも会員全員が意識を持っての行動があれば、更に大きな成果が生ま
れると信じます。会員増強、出席率の向上失くしては、大きな目標は望めません普遍のクラブ目標です。いずれにしても各委員長、
部会長は、楽しいロータリーを目指し活動致します。ご協力、御指導宜しくお願い致します。

出席の状況　
会員数　51名（内出席免除者　０名）　出席者数　38名　　欠席者数　13名
出席率　74.51％　　 　　　　
欠席者　相原,  福元,  五島,  樋口,  日笠（常），川本,  森永,  大賀,  岡本（和），末吉,  田原,  丹治,  槌田

ゲ　ス　ト　〈岡山北RC〉　会長　髙取　新  様　　幹事　馬場  幸三  様
岡山北RC会長挨拶 岡山北RC会長　髙　取　　新  様
　皆さんこんにちは。
　岡山北RCの髙取と申します。と、幹事の馬場でございます。本日は子クラブ様
のところに表敬訪問させていただきました。
　私の今年のスローガンといたしましては楽しいクラブで、つながりということを大
切にしたいと思っておりました。そうしたところ、こちらのロータリーさんのご提案で９
月に観月夜間例会をされるということで、コラボレーションをさせていただき、一緒に
合同夜間例会をさせていただくことになりました。非常に喜んでおります。
　これからも当クラブとしましては、親子のクラブということで仲良く、これを最後にするのではなく、回数を増やして、
合同例会をどんどんやっていきたいと考えております。
　今後とも貴クラブの皆様のご発展をご祈念いたします。本日はお邪魔いたします。ありがとうございます。

会 長 報 告 会　長　山　下　浩　一
　本日は親クラブの岡山北RCから髙取新会長、馬場幸三幹事の表敬訪問頂いております。
お二人様よく岡山北西RCにおいで頂きました。
　本日朝早くに、全英女子オープンで岡山出身の渋野日向子選手が優勝しました。去年7月に
プロ合格して、わずか1年での快挙でした。笑顔が海外でも人気でスマイルシンデレラと新聞に
出ている様です。ラウンド中もよく笑い、オムスビ×2とチーズ鱈を食べながらラウンドしていました。新世代（ニュー
ジェネレーション）だなと感じました。緊張感ゼロで全てが出せるのは羨ましい限りです。RSKのロゴが帽子に2ヵ所
入っており目立っていました。
　末吉会員のお父様（成次様）が8月3日に御逝去されました。クラブ創立時には毎回例会、理事会に出席して頂
き、本当にお世話になりました。御冥福をお祈り申し上げます。

幹 事 報 告 幹　事　西　岡　貞　則
① 8月のロータリーレートは、１ドル=108円です。
② ガバナー月信Vol.13、Vol.2、ロータリーの友8月号を配付しております。
③ ロータリー日本財団より、確定申告用寄附金領収証が届いておりますので配付しております。
④ 子どもシェルターモモより、10周年記念シンポジウムのご案内がございましたので回覧いたします。
⑤ 2020-21年度国際ロータリー第2690地区長期青少年交換学生募集のご案内、岡山岡南RC創立25周年記
念誌、財団室NEWS８月号、他クラブ週報を回覧いたします。

⑥ 本日例会終了後、13：30より 3F「エメラルドの間」において「第2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。

⑦ ８月22日、歴史同好会定例会を開催いたします。
スマイル報告　 
岡山北ロータリークラブ様 : 観月夜間合同例会等、本年度どうぞよろしくお願いします。
山下会長 : 岡山北RCの髙取会長様、馬場幹事様、御訪問有難うございます。

西岡幹事の無事退院をお祝いします。

岡山出身の渋野日向子君の全英女子オープン優勝をお祝いします。
西岡幹事 : 岡山北RC髙取会長様、馬場幹事様、表敬訪問ありがとうございます。

先週のガバナー公式訪問を体調不良で欠席してしまいすみませんでした。
山下会長、岡本副会長、森本副幹事ご迷惑をおかけしました。
全英女子ゴルフで岡山市出身の渋野選手が優勝しました。

平松会員 : 岡山北RC会長髙取新様、幹事馬場幸三様、日頃のご指導に心から感謝申し上げます。
笠原会員 : 岡山北RCの髙取会長様、馬場幹事様、ようこそ北西RCの例会に参加していただき、ありがとうござ

いました。
  楠  会員 : 岡山北RC髙取会長様、馬場幹事様、ようこそお越し下さいました。
竹本会員 : 岡山北RC髙取新会長様、馬場幸三幹事様、ようこそ我RCにおいでいただき、ありがとうございます。
仲田会員 : 西岡幹事が無事退院されたのでスマイルいたします。
鈴木会員 : 岡山出身渋野日向子プロ、全英女子オープン優勝おめでとうございます。誕生日の朝に、素晴らしい

ニュースをいただきました。
奥田会員 : 先月の7月28日で当サロンエコルが1周年を迎えることができました。また、新たな気持ちで、コツコツと

頑張っていきたいと思っております。
小林会員 : 8月お祝い行事、配偶者誕生、小菅会員　奥様ショウコ→サチコ様です。申し訳ありません。
ハローファクトリー : 7月29日の売上の一部よりスマイルを頂戴しております。
 12件 57,200円（累計 214,200円）

誕生日ショートスピーチ 　　　　　
◎誕生月のスピーチ 　　児　島　正　典　会員
　「トム・ソーヤーの冒険」の著者であるアメリカの小説家、マーク・トウェインがこんなことを言っています。
　人生で一番大事な日は二日ある。それは、生まれた日となぜ生まれたかを分かった日である。
なぜ、生まれたかを分かった日はまだ来ていないようですので、これから先、そんな日が来るのが楽しみで
す。果たして、いつになるのでしょうか
　私は、この８月で４８歳になるのですが、こんなことも言っています。
　４８歳より前に悲観主義者になる者は物事を知り過ぎ、４８歳を越えてもなお楽観主義者である者は
物事を知らな過ぎる。
　私は、昔から根っからの悲観主義者で、何とかならないのかと悲観していたのですが、物事を知り過ぎていたからと言うこと
が分かって、安心しました。
　最後にこんなことも、言っています。
　気の利いた即席のスピーチの準備には、大抵３週間以上かかる。
　私が、このスピーチを考えたのが昨日ですので、結果はご覧の通りです。
　ご清聴ありがとうございました。
◎誕生日ショートスピーチ 　　鈴　木　一　生　会員
　今朝、渋野プロの全英女子オープン優勝のニュースが入って来まして、非常に目覚めの良い誕生日の
朝を迎えることができました。現地で、いつでも笑顔を忘れないということでスマイルシンデレラと話題になっ
ています。何においても楽しむ気持ち、笑顔を忘れないことは大切です。夏休みに入りますので、皆様も墓
参りや草むしり等暑さに負けず頑張ってください。

歴史同好会 歴史同好会幹事　堀　川　辰　也
　次回の歴史同好会は、8月22日㈭18時半からです。
　　場  所: 「玄三」（岡山市北区田町2-13-10）
　　講  師： 藤木希実子会員　　テーマ： 「鉄道の発車音の歴史」

－２－

前回８月５日の例会記録前回８月５日の例会記録

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。
　野球部の皆様も緊張感をもった試合だったので、とても良かったです。今後は勝ちにいきます。

第12回 理事・役員会議事録 　　　
日時　2019年６月17日㈪13：30～14：30　　場所　ホテルグランヴィア岡山４階「エメラルドの間」
１、開　会 会　　　長　竹本千代子
 司会・幹事　仲田　錠二
２、出席者 副　幹　事　鈴木　一生
　　竹本千代子　山下浩一　仲田錠二　鈴木一生　小松原隆代　日笠伸之　樋口芳紀　平松 信
　　橘高正剛　　相原利行　岡本和夫　西岡貞則　横山俊彦　　計13名　
３、会長挨拶 会　　　長　竹本千代子
４、協議事項
① ４月～６月のプログラムについて（岡本和夫）／承認
② 家族旅行の収支について（西岡）／承認
　　・資料に基づき説明があった
③ 年度末表彰について（仲田）／承認
　　・ホームクラブ出席100％対象者　７名
　　・スマイル表彰　５名
④出席免除について（仲田）／承認
　　・大饗会員を出席規定の適用免除とする
⑤６RC事務局移転検討会議の設立について（仲田）／承認
　　・岡山東RCの会長が議長として、

今年の６ロータリーの会長を選任し「事務局移転検討会議」を設立する
・スムーズな意思決定を行い、優良物件を確保するため事務局移転に関わる決定事項を一任する
・移転が終わり次第解散とする

⑥６RC事務局運営会議の設立について（仲田）／継続
　　・年度をまたぐ諸問題に対応するため（事務局員の雇用等）
　　　６ロータリーの前年度会長、当年会長の１２名、２年任期
⑦６RC事務局再雇用契約、並びに賞与・昇給について（仲田）／承認
⑧その他
５、報告事項
　次々年度の会長人事について
　・指名委員会等の経緯について説明があり、平松会員が再度指名された旨報告がありました
６、閉　　会 副　会　長　　山下　浩一

旧ひな壇慰労夜間例会案内 　親睦活動委員会　小松原　隆　代　会員
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クラブフォーラム（クラブ奉仕）
◎プログラム委員会 委員長　堀　川　辰　也
　会員の出席率と満足度の向上に繋がるようプログラム（卓話）を充実させたいと思います。
　外部卓話は、年間で１０回程度とし、県南１７ロータリークラブ新旧プログラム委員長会議で頂いた、各クラ
ブの卓話の一覧より、良さそうな卓話者を招聘する予定です。
　内部卓話は、イニシエーションスピーチを含め、年間で１４回程度とするが、３０周年記念事業や岡山の歴
史文化フォーラムのクラブフォーラムが数回入る見込みなので、１０回程度となる見込み。内部卓話は、前年度までは1回に二人
ずつでしたが、一人当たり１０分少々では、物足りないようですので、今年度は一人ずつ２０分から２５分程度にします。
　今後内部卓話をお願いする会員の方は、快く受けて頂くようお願いします。　

◎親睦活動委員会 委員長　小松原　隆　代
　親睦活動委員会は、年間6回の夜間例会と春の家族旅行を担当致しております。毎年ほとんど、同じよう
なタイミングで開催されておりますが、本年度の夜間例会で、1点、例年と異なります点をお伝え致します。
　本年度月見夜間例会は、本日、表敬訪問にお越し下さいました髙取会長、馬場幹事の北クラブにお越し
頂きまして、合同夜間例会を開催いたします。日程は、月曜日ではなく9月18日水曜日になります。今からスケジ
ュールを空けて下さいますようお願い致します。当日は、一族である親クラブの皆様をお迎えしての初めての
例会になりますので、親睦委員全員、大変気合いが入っております。多くの会員の皆様にご参加頂き、北クラブの皆様をお迎えし
たいと思いますので、ご協力賜りますようよろしくお願い致します。
　なお、開催場所は後楽園の鶴鳴館をお借りします。抹茶の点て出しと煎茶席を設けますので、楽しんで頂けますことを願って
おります。お席は気軽に、あぐらでご参加頂けますので、ご安心下さい。
　また、本年度の夜間例会のイベントは、少しボランティア性を持たせたもので考えております。クリスマス例会には、学童保育の
皆さんのダンス、創立夜間例会には、西大寺の櫂の木少年少女合唱団に合唱等をお願いして、子供達に発表の場を設けさせ
て頂きました。ご理解とご協力をよろしくお願い致します。
　そして、春の家族旅行ですが、まだ未定になっておりますので、ご希望の行き先がございましたら、親睦委員までお申し出頂け
れば有り難いと思います。本年度、親睦委員はガッチリ団結して活動致します。
　よろしくお願い致します。
◎出席部会 委員長　日　笠　伸　之
　今年度、出席部会の委員長を務めさせていただくことになりました、日笠伸之です。
　私自身、当クラブに入会して６年目で、ロータリークラブに対する理解もまだ浅く、至らない点も多々あるかと思いますが、例会出
席率の向上のためにこれまでロータリークラブで培ってきたことをフルに活かし、貢献していきたいと考えてお
ります。
　私自身、例会出席は３年連続１００％でした。今年度はありがたいことに出席部会ということで、率先垂範
で雨が降ろうが槍が降ろうが１００％出席を目指し、例会連続出席を更新し続けたいと思います。
　出席部会の【運営方針】および【実施計画】は、今年度『クラブ活動・運営計画書』を参照ください。
 今年度からメークアップにつきまして、２０１９年規定審議会で「クラブと地区に関連する重要な変更」ということで、従来の例会
の前後１４日以内に可能だったものが、欠席した例会のメークアップを同じロータリー年度内に行うことができるようになっておりま
す。
　例会出席率は「会長の気合で決まる」と岡本富美子ガバナー補佐が先日仰っていました。どうか、山下会長をはじめとする今
年度のひな壇の皆様には「気合」で例会出席率を押し上げていただきたいと思います。１年間、出席部会へのご理解とご協力を
よろしくお願いいたします。
◎会報部会 委員長　久　松　哲　生
　今年度、会報部会の委員長を務めさせていただきます久松です。
　一年を通し少しでもロータリーについて勉強させていただき、皆さんと親睦を深めて行きたいと思います。
宜しくお願いいたします。
　さて、会報部会についてですが、活動としては「週報」「広報」「雑誌」が柱となります。例会の記録や委員
会・同好会等の活動報告を行い、会員相互の親睦をサポートし、会員増強に繋げて行きたいと思います。そ
の為に、読みやすい週報の作成とできるだけ多くの活動報告を載せていきたいと思います。
　また、今年度はロータリーの友も皆さんにも読んでいただけるように活動したいと思います。そこで、9月初
めに内部卓話でロータリーの友についてお話しをする予定です。紹介したい「ロータリーの友」の記事がございましたら、是非お
声がけください。
　また、今後、内部卓話、委員会・同好会報告をされる方は、原稿の提出をお願いします。それでは、一年間、宜しくお願いいたし
ます。

◎クラブ奉仕委員会 委員長　岡　本　浩　三
　各部会長、委員長発表有り難う御座いました。
　総括というほどではありませんが、今年度クラブ目標、スローガンは、「ロータリーを楽しもう（Enjoy 
Rotary）」という事になっております。各委員が目標、活動計画として挙げたものが、すべて１００％実施するこ
とは難しいかとも思いますが、それに近づける様、努力することが大事であり、運営方針が支障なく実行され
確実な成果が上がります様、会員皆さん、お一人、お一人が、関心と、意識を持っていただいて、十分のご協力をお願い致します。
　先般、ガバナー補佐、また古瀨ガバナーの来岡があり、様々御指導を戴きました。出席率の向上、会員増強も会長、幹事の熱
意を言われ、またリーダーの率先を言われました。しかしこれも会員全員が意識を持っての行動があれば、更に大きな成果が生ま
れると信じます。会員増強、出席率の向上失くしては、大きな目標は望めません普遍のクラブ目標です。いずれにしても各委員長、
部会長は、楽しいロータリーを目指し活動致します。ご協力、御指導宜しくお願い致します。

出席の状況　
会員数　51名（内出席免除者　０名）　出席者数　38名　　欠席者数　13名
出席率　74.51％　　 　　　　
欠席者　相原,  福元,  五島,  樋口,  日笠（常），川本,  森永,  大賀,  岡本（和），末吉,  田原,  丹治,  槌田

ゲ　ス　ト　〈岡山北RC〉　会長　髙取　新  様　　幹事　馬場  幸三  様
岡山北RC会長挨拶 岡山北RC会長　髙　取　　新  様
　皆さんこんにちは。
　岡山北RCの髙取と申します。と、幹事の馬場でございます。本日は子クラブ様
のところに表敬訪問させていただきました。
　私の今年のスローガンといたしましては楽しいクラブで、つながりということを大
切にしたいと思っておりました。そうしたところ、こちらのロータリーさんのご提案で９
月に観月夜間例会をされるということで、コラボレーションをさせていただき、一緒に
合同夜間例会をさせていただくことになりました。非常に喜んでおります。
　これからも当クラブとしましては、親子のクラブということで仲良く、これを最後にするのではなく、回数を増やして、
合同例会をどんどんやっていきたいと考えております。
　今後とも貴クラブの皆様のご発展をご祈念いたします。本日はお邪魔いたします。ありがとうございます。

会 長 報 告 会　長　山　下　浩　一
　本日は親クラブの岡山北RCから髙取新会長、馬場幸三幹事の表敬訪問頂いております。
お二人様よく岡山北西RCにおいで頂きました。
　本日朝早くに、全英女子オープンで岡山出身の渋野日向子選手が優勝しました。去年7月に
プロ合格して、わずか1年での快挙でした。笑顔が海外でも人気でスマイルシンデレラと新聞に
出ている様です。ラウンド中もよく笑い、オムスビ×2とチーズ鱈を食べながらラウンドしていました。新世代（ニュー
ジェネレーション）だなと感じました。緊張感ゼロで全てが出せるのは羨ましい限りです。RSKのロゴが帽子に2ヵ所
入っており目立っていました。
　末吉会員のお父様（成次様）が8月3日に御逝去されました。クラブ創立時には毎回例会、理事会に出席して頂
き、本当にお世話になりました。御冥福をお祈り申し上げます。

幹 事 報 告 幹　事　西　岡　貞　則
① 8月のロータリーレートは、１ドル=108円です。
② ガバナー月信Vol.13、Vol.2、ロータリーの友8月号を配付しております。
③ ロータリー日本財団より、確定申告用寄附金領収証が届いておりますので配付しております。
④ 子どもシェルターモモより、10周年記念シンポジウムのご案内がございましたので回覧いたします。
⑤ 2020-21年度国際ロータリー第2690地区長期青少年交換学生募集のご案内、岡山岡南RC創立25周年記
念誌、財団室NEWS８月号、他クラブ週報を回覧いたします。

⑥ 本日例会終了後、13：30より 3F「エメラルドの間」において「第2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。

⑦ ８月22日、歴史同好会定例会を開催いたします。
スマイル報告　 
岡山北ロータリークラブ様 : 観月夜間合同例会等、本年度どうぞよろしくお願いします。
山下会長 : 岡山北RCの髙取会長様、馬場幹事様、御訪問有難うございます。

西岡幹事の無事退院をお祝いします。

岡山出身の渋野日向子君の全英女子オープン優勝をお祝いします。
西岡幹事 : 岡山北RC髙取会長様、馬場幹事様、表敬訪問ありがとうございます。

先週のガバナー公式訪問を体調不良で欠席してしまいすみませんでした。
山下会長、岡本副会長、森本副幹事ご迷惑をおかけしました。
全英女子ゴルフで岡山市出身の渋野選手が優勝しました。

平松会員 : 岡山北RC会長髙取新様、幹事馬場幸三様、日頃のご指導に心から感謝申し上げます。
笠原会員 : 岡山北RCの髙取会長様、馬場幹事様、ようこそ北西RCの例会に参加していただき、ありがとうござ

いました。
  楠  会員 : 岡山北RC髙取会長様、馬場幹事様、ようこそお越し下さいました。
竹本会員 : 岡山北RC髙取新会長様、馬場幸三幹事様、ようこそ我RCにおいでいただき、ありがとうございます。
仲田会員 : 西岡幹事が無事退院されたのでスマイルいたします。
鈴木会員 : 岡山出身渋野日向子プロ、全英女子オープン優勝おめでとうございます。誕生日の朝に、素晴らしい

ニュースをいただきました。
奥田会員 : 先月の7月28日で当サロンエコルが1周年を迎えることができました。また、新たな気持ちで、コツコツと

頑張っていきたいと思っております。
小林会員 : 8月お祝い行事、配偶者誕生、小菅会員　奥様ショウコ→サチコ様です。申し訳ありません。
ハローファクトリー : 7月29日の売上の一部よりスマイルを頂戴しております。
 12件 57,200円（累計 214,200円）

誕生日ショートスピーチ 　　　　　
◎誕生月のスピーチ 　　児　島　正　典　会員
　「トム・ソーヤーの冒険」の著者であるアメリカの小説家、マーク・トウェインがこんなことを言っています。
　人生で一番大事な日は二日ある。それは、生まれた日となぜ生まれたかを分かった日である。
なぜ、生まれたかを分かった日はまだ来ていないようですので、これから先、そんな日が来るのが楽しみで
す。果たして、いつになるのでしょうか
　私は、この８月で４８歳になるのですが、こんなことも言っています。
　４８歳より前に悲観主義者になる者は物事を知り過ぎ、４８歳を越えてもなお楽観主義者である者は
物事を知らな過ぎる。
　私は、昔から根っからの悲観主義者で、何とかならないのかと悲観していたのですが、物事を知り過ぎていたからと言うこと
が分かって、安心しました。
　最後にこんなことも、言っています。
　気の利いた即席のスピーチの準備には、大抵３週間以上かかる。
　私が、このスピーチを考えたのが昨日ですので、結果はご覧の通りです。
　ご清聴ありがとうございました。
◎誕生日ショートスピーチ 　　鈴　木　一　生　会員
　今朝、渋野プロの全英女子オープン優勝のニュースが入って来まして、非常に目覚めの良い誕生日の
朝を迎えることができました。現地で、いつでも笑顔を忘れないということでスマイルシンデレラと話題になっ
ています。何においても楽しむ気持ち、笑顔を忘れないことは大切です。夏休みに入りますので、皆様も墓
参りや草むしり等暑さに負けず頑張ってください。

歴史同好会 歴史同好会幹事　堀　川　辰　也
　次回の歴史同好会は、8月22日㈭18時半からです。
　　場  所: 「玄三」（岡山市北区田町2-13-10）
　　講  師： 藤木希実子会員　　テーマ： 「鉄道の発車音の歴史」

－３－

本日のメニュー（８月19日（ヘルシーメニュー））　　
丼　物　牛そぼろ時雨煮丼　温玉　刻み葱　紅生姜　もみ海苔
御造り　鰹一献盛り　芽物一式　県産昔醤油
小　鉢　小松菜お浸し　糸花鰹
御　椀　瀬戸内産真鯛鎌潮汁　若芽　木の芽　　　 香物　三種

次回のメニュー（８月26日）　　
冷製じゃがいものクリームスープとコンソメジュレ
サーモンのポワレ　グルノーブル風　　　ミモザ風サラダ
パン、コーヒー、デザート

　　会報部会／久松　哲生・藤木　希実子・丹治　康浩

クラブ情報 クラブ情報 クラブ情報 クラブ情報 

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

前回メニュー（8月5日） ： 
イサキのグリエ　野菜のコンディマン

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。
　野球部の皆様も緊張感をもった試合だったので、とても良かったです。今後は勝ちにいきます。

第12回 理事・役員会議事録 　　　
日時　2019年６月17日㈪13：30～14：30　　場所　ホテルグランヴィア岡山４階「エメラルドの間」
１、開　会 会　　　長　竹本千代子
 司会・幹事　仲田　錠二
２、出席者 副　幹　事　鈴木　一生
　　竹本千代子　山下浩一　仲田錠二　鈴木一生　小松原隆代　日笠伸之　樋口芳紀　平松 信
　　橘高正剛　　相原利行　岡本和夫　西岡貞則　横山俊彦　　計13名　
３、会長挨拶 会　　　長　竹本千代子
４、協議事項
① ４月～６月のプログラムについて（岡本和夫）／承認
② 家族旅行の収支について（西岡）／承認
　　・資料に基づき説明があった
③ 年度末表彰について（仲田）／承認
　　・ホームクラブ出席100％対象者　７名
　　・スマイル表彰　５名
④出席免除について（仲田）／承認
　　・大饗会員を出席規定の適用免除とする
⑤６RC事務局移転検討会議の設立について（仲田）／承認
　　・岡山東RCの会長が議長として、

今年の６ロータリーの会長を選任し「事務局移転検討会議」を設立する
・スムーズな意思決定を行い、優良物件を確保するため事務局移転に関わる決定事項を一任する
・移転が終わり次第解散とする

⑥６RC事務局運営会議の設立について（仲田）／継続
　　・年度をまたぐ諸問題に対応するため（事務局員の雇用等）
　　　６ロータリーの前年度会長、当年会長の１２名、２年任期
⑦６RC事務局再雇用契約、並びに賞与・昇給について（仲田）／承認
⑧その他
５、報告事項
　次々年度の会長人事について
　・指名委員会等の経緯について説明があり、平松会員が再度指名された旨報告がありました
６、閉　　会 副　会　長　　山下　浩一

旧ひな壇慰労夜間例会案内 　親睦活動委員会　小松原　隆　代　会員

例会情報 例会情報 例会情報 例会情報 


