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出席の状況
会員数　56名（内出席免除　４名）　出席者数　48名　　欠席者数　８名
出席率　87.27％　　前々回訂正　87.04％　　　　
欠席者　加戸，木本，家守，小橋， 小松原，西山，丹治，（平野）

S . A . A . 　 　　
岩本一寿、平松信　会員：12月４日は済
生会新病院落成式、12月５日は一般公
開内見会を行いました。２日で約3,000人
の方 に々ご来訪いただきました。当クラブ
からも会長、幹事がご出席いただき、多
額のお祝いをいただき誠にありがとうご
ざいました。感謝の気持ちで一杯です。
岩本・平松・坪井会員様、岡山済生会総
合病院 新病院の落成、誠におめでとう
ございます。入外分離方式がうまく機能
し、基幹病院の医療提供体制のさきが
けになることを願っています。
岩本さん、坪井さん、先日は大変お世話
になりました。ありがとうございました。本
人も大変喜んでいらっしゃいます。

岩本会員、新病院の完成おめでとうご
ざいます。先日はありがとうございました。

先日は岡山済生会病院新館落成誠に
おめでとう御座いました。大変な盛会で
今後の益々の御発展を御祈りすると共
に、本当に楽しみです。岩本様、御疲れ
様でした。
・渡辺会員のご出席を心より歓迎いたし
ましてスマイルします。
・平松先生お世話になりありがとうござ
いました。

会 長 報 告  会　長　堀　川　辰　也
　岡山済生会新病院の落成式が12月4日行われ、入江幹事と出席いたしました。午前中は、
新病院の見学をさせて頂きましたが、地下の免震構造や10階の休憩室からの景色を見させ
ていただき、すばらしい病院ができたことに感心いたしました。改めて新病院の完成おめでとう
ございます。
　12月2日には、ゴルフ同好会の忘年会に参加し、楽しい時間を過ごさせていただきました。12月に入り会員の皆
様も忘年会が多いと思いますが、飲みすぎて体調を崩さないよう気を付けていただき、23日のクリスマス夜間例会
には、万全な体調で参加してください。

親睦活動委員会報告 親睦活動委員長　小　菅　英　司
　近況報告に加えまして、クリスマス家族例会へのご参加をお願いします。
　先月、1カ月お休みを頂きまして、病院に入院しておりました。手術により体重が約7㎏減って、
すっかりスマートになりました。病気の方は治ったのですが、体調はまだ本調子ではなく、徐々に
馴らして行こうと思っています。
　これから、クリスマス家族例会と新年互例会がありますが、親睦活動委員会のメンバーのご協力の下、内容を
検討して成功させたいと思っています。今年のクリスマス家族例会の会場は、昨年の全日空ホテルの19階から1
階の広い会場に変更しておりますので、会員の皆様及びご家族の皆様は、ふるってご参加頂きますようよろしくお
願い致します。

ゴルフ同好会忘年会　　 
　12月２日、原田会員のお店「はまゆう」にて13名の参加で忘年
会を行いました。
小松会長の挨拶で始まり、新鮮な魚料理に沢山の日本酒を堪能
しながら、ゴルフの話や仕事の話など、いろんな話で盛り上が
り、山田会員が久しぶりにお酒を飲んでいる姿はRareでした。
２時間楽しくゴルフ同好会の年忘れができました。
　来年もゴルフコンペに多数の参加お願いいたします。

第６回理事、役員会議事録 
日時　平成27年12月７日㈪13：30～13：50　場所　ホテルグランヴィア岡山３階「エメラルド」
 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
　大饗よし江　山田喜広　小菅英司　川本洋　小松忠男　岡本和夫
３．会長挨拶 会　　　長　堀川　辰也
４．審議事項
①12月～2月のプログラムについて
　12月14日例会プログラムは川本プログラム委員長の内部卓話とする。
②新入会員について
２名の入会申し込みがあり、理事役員会で承認され、今後会員選挙を行う。職業分類に土地家屋調査士を
新設する。
③ＩＭの登録について
　2016年３月５日開催のＩＭは全員登録とする。
④新年互礼会・長寿の祝いについて　…原案通り、承認。
⑤歴史フォーラムの収支報告について
⑥国際大会の登録について
　登録はひな壇６名と４大奉仕委員長の４名の計10名。参加者は会長・幹事の２名。
⑦次年度地区委員の推薦について
　次年度国際奉仕委員長の樋口会員に依頼する。
⑧その他　
　済生会総合病院落成式に祝電及び花代・御祝い金を支出。
５．報告事項　…特になし
６．閉　会 副　会　長　  平松　　信

12月お祝い行事

幹 事 報 告 幹　事　入　江　直　人
① 12月４日 済生会総合病院 新病院の落成式・祝宴に会長・幹事で出席させていただきました。
② ガバナー月信Vol.6を配付しております。
③ バギオ基金のご案内、財団室NEWS12月号、他クラブ週報を回覧致します。
④ 歴史同好会より、12月10日 割烹「津山」で定例会と忘年会を行います。出席の会員の方は
お忘れなきよう、よろしくお願いいたします。
⑤ 京都朱雀RCより、リーガロイヤルホテル京都が耐震・改装工事により閉鎖されるので、2016年2月から9月頃ま
で、例会場、事務局を移転しますとのお知らせがございました。文書を回覧致します。
⑥ 本日例会終了後13時30分より３F「エメラルドの間」において、第6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。

クラブ年次総会　2016～2017年度　理事・役員 
　クラブ年次総会におきまして、2016～2017年度の理事・役員を本クラブ細則第4条第1節の規程により選出致
しました。その後開催された第1回被選理事・役員会で、本クラブ細則第1条第3節の規程に基づき会場監督（Ｓ．
Ａ．Ａ．）が選出され、同第7条第1節により、常任委員会の各委員長が任命されました。上記の理事・役員15名に、
会長エレクトと直前会長を加えた17名により、2016～2017年度の理事・役員会は構成されることとなりました。

《2016～2017年度理事・役員》

－１－

前回12月７日の例会記録前回12月７日の例会記録前回12月７日の例会記録前回12月７日の例会記録

先日は私共の結婚記念日に豪華な花を
お送り下さいまして、誠に有難うござい
ました。

遅くなりましたが、先月結婚記念日のお
花をありがとうございました。

12月２日のゴルフ同好会忘年会、多数
の方の御参加ありがとうございました。
次回コンペは、来年３月20日倉敷カント
リークラブにて行ないますので、多数の
ご参加お待ちしております。
・ゴルフ同好会の忘年会ではお世話に
なりました。
・済生会新病院完成おめでとうござい
ます。

幹事の職について６ヶ月が経ちました。
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の参加、ありがとうございました。来年の
ゴルフコンペも多数参加お願いします。

以上，12件　42,000円（累計　471,000円）
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例会プログラム例会プログラム例会プログラム例会プログラム

会長 役員 岡本　和夫
副会長 役員 竹本千代子
幹事 役員 末吉　賢多
副幹事 役員 児島　正典
S.A.A. 理事 氏房　信明
副S.A.A. 役員 仲田　錠二
次期会長 役員 大饗よし江
直前会長 役員 堀川　辰也
会計 役員 入江　直人

クラブ奉仕委員長 役員 竹本千代子
職業奉仕委員長 理事 菊井　慎也
社会奉仕委員長 理事 相原　利行
国際奉仕委員長 理事 樋口　芳紀
青少年奉仕委員長 理事 小松原隆代
会員増強委員長 理事 鴨井　利典
プログラム委員長 理事 平松　信
親睦活動委員長 理事 岡本　浩三
ロータリー財団委員長 理事 西山隆三郎



出席の状況
会員数　56名（内出席免除　４名）　出席者数　48名　　欠席者数　８名
出席率　87.27％　　前々回訂正　87.04％　　　　
欠席者　加戸，木本，家守，小橋， 小松原，西山，丹治，（平野）

S . A . A . 　 　　
岩本一寿、平松信　会員：12月４日は済
生会新病院落成式、12月５日は一般公
開内見会を行いました。２日で約3,000人
の方 に々ご来訪いただきました。当クラブ
からも会長、幹事がご出席いただき、多
額のお祝いをいただき誠にありがとうご
ざいました。感謝の気持ちで一杯です。
岩本・平松・坪井会員様、岡山済生会総
合病院 新病院の落成、誠におめでとう
ございます。入外分離方式がうまく機能
し、基幹病院の医療提供体制のさきが
けになることを願っています。
岩本さん、坪井さん、先日は大変お世話
になりました。ありがとうございました。本
人も大変喜んでいらっしゃいます。

岩本会員、新病院の完成おめでとうご
ざいます。先日はありがとうございました。

先日は岡山済生会病院新館落成誠に
おめでとう御座いました。大変な盛会で
今後の益々の御発展を御祈りすると共
に、本当に楽しみです。岩本様、御疲れ
様でした。
・渡辺会員のご出席を心より歓迎いたし
ましてスマイルします。
・平松先生お世話になりありがとうござ
いました。

会 長 報 告  会　長　堀　川　辰　也
　岡山済生会新病院の落成式が12月4日行われ、入江幹事と出席いたしました。午前中は、
新病院の見学をさせて頂きましたが、地下の免震構造や10階の休憩室からの景色を見させ
ていただき、すばらしい病院ができたことに感心いたしました。改めて新病院の完成おめでとう
ございます。
　12月2日には、ゴルフ同好会の忘年会に参加し、楽しい時間を過ごさせていただきました。12月に入り会員の皆
様も忘年会が多いと思いますが、飲みすぎて体調を崩さないよう気を付けていただき、23日のクリスマス夜間例会
には、万全な体調で参加してください。

親睦活動委員会報告 親睦活動委員長　小　菅　英　司
　近況報告に加えまして、クリスマス家族例会へのご参加をお願いします。
　先月、1カ月お休みを頂きまして、病院に入院しておりました。手術により体重が約7㎏減って、
すっかりスマートになりました。病気の方は治ったのですが、体調はまだ本調子ではなく、徐々に
馴らして行こうと思っています。
　これから、クリスマス家族例会と新年互例会がありますが、親睦活動委員会のメンバーのご協力の下、内容を
検討して成功させたいと思っています。今年のクリスマス家族例会の会場は、昨年の全日空ホテルの19階から1
階の広い会場に変更しておりますので、会員の皆様及びご家族の皆様は、ふるってご参加頂きますようよろしくお
願い致します。

ゴルフ同好会忘年会　　 
　12月２日、原田会員のお店「はまゆう」にて13名の参加で忘年
会を行いました。
小松会長の挨拶で始まり、新鮮な魚料理に沢山の日本酒を堪能
しながら、ゴルフの話や仕事の話など、いろんな話で盛り上が
り、山田会員が久しぶりにお酒を飲んでいる姿はRareでした。
２時間楽しくゴルフ同好会の年忘れができました。
　来年もゴルフコンペに多数の参加お願いいたします。

第６回理事、役員会議事録 
日時　平成27年12月７日㈪13：30～13：50　場所　ホテルグランヴィア岡山３階「エメラルド」
 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
　大饗よし江　山田喜広　小菅英司　川本洋　小松忠男　岡本和夫
３．会長挨拶 会　　　長　堀川　辰也
４．審議事項
①12月～2月のプログラムについて
　12月14日例会プログラムは川本プログラム委員長の内部卓話とする。
②新入会員について
２名の入会申し込みがあり、理事役員会で承認され、今後会員選挙を行う。職業分類に土地家屋調査士を
新設する。
③ＩＭの登録について
　2016年３月５日開催のＩＭは全員登録とする。
④新年互礼会・長寿の祝いについて　…原案通り、承認。
⑤歴史フォーラムの収支報告について
⑥国際大会の登録について
　登録はひな壇６名と４大奉仕委員長の４名の計10名。参加者は会長・幹事の２名。
⑦次年度地区委員の推薦について
　次年度国際奉仕委員長の樋口会員に依頼する。
⑧その他　
　済生会総合病院落成式に祝電及び花代・御祝い金を支出。
５．報告事項　…特になし
６．閉　会 副　会　長　  平松　　信

12月お祝い行事

幹 事 報 告 幹　事　入　江　直　人
① 12月４日 済生会総合病院 新病院の落成式・祝宴に会長・幹事で出席させていただきました。
② ガバナー月信Vol.6を配付しております。
③ バギオ基金のご案内、財団室NEWS12月号、他クラブ週報を回覧致します。
④ 歴史同好会より、12月10日 割烹「津山」で定例会と忘年会を行います。出席の会員の方は
お忘れなきよう、よろしくお願いいたします。
⑤ 京都朱雀RCより、リーガロイヤルホテル京都が耐震・改装工事により閉鎖されるので、2016年2月から9月頃ま
で、例会場、事務局を移転しますとのお知らせがございました。文書を回覧致します。
⑥ 本日例会終了後13時30分より３F「エメラルドの間」において、第6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。

クラブ年次総会　2016～2017年度　理事・役員 
　クラブ年次総会におきまして、2016～2017年度の理事・役員を本クラブ細則第4条第1節の規程により選出致
しました。その後開催された第1回被選理事・役員会で、本クラブ細則第1条第3節の規程に基づき会場監督（Ｓ．
Ａ．Ａ．）が選出され、同第7条第1節により、常任委員会の各委員長が任命されました。上記の理事・役員15名に、
会長エレクトと直前会長を加えた17名により、2016～2017年度の理事・役員会は構成されることとなりました。

《2016～2017年度理事・役員》

－３－

本日のメニュー（12月14日（ヘルシーメニュー））
甘鯛のポワレ　オリーブオイルとトマトのソース　　　　サラダ仕立てのきのこのマリネ
デザート　　　コーヒー　　　パンとバター

次回のメニュー（12月23日）　クリスマス家族例会

　　会報部会／児島正典・日笠伸之・橘高正剛・山本真嗣

クラブ情報クラブ情報クラブ情報クラブ情報

例会情報例会情報例会情報例会情報


