
出席の状況
会員数　54名（内出席免除　３名）　出席者数　38名　　欠席者数　16名
出席率　73.08％　　前々回訂正　82.14％　　　　
欠席者　相原，原，原田，日笠（常），加戸，梶谷，金子，川本，菊井，木本，橘高，南葉，丹治，槌田，
　　　（平野），（渡辺）

ビ ジ タ ー　　
温知会　岡山ＲＣ 逢沢　寛人　様

岡山南ＲＣ 塚本　博視　様
岡山西ＲＣ 髙木　　勝　様
岡山東ＲＣ 齊藤　博臣　様
元岡山北ＲＣ 渡辺　　努　様

〈岡山ＲＣ〉梶谷  俊介　様
S . A . A . 　 　　

温知会の皆様 ： 岡本会長就任を祝し同期幹事のメンバーで参加させて頂きました。一年間元気でご活躍ください。
川西会員 ： 去る7月6日㈬、京都朱雀RC本年度第1例会に表敬訪問するため岡本和夫会長・末吉幹事・大饗次

期会長・岡本親睦委員長、そして友好クラブ委員長である川西が出席して参りました。大変な猛暑
の中、本当にお疲れ様でした。

岡本（和）会員 ： 温知会の皆さん、訪問ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。
末吉会員 ： 温知会の皆様ようこそお越しくださいました。
氏房会員 ： 温知会の皆様お疲れまです。北西ロータリーの例会をごゆっくり楽しんで下さい。
竹本会員 ： 先日、私の仕事のコンテストが大阪国際会議場でありました。お陰様で私のサロンより八木美鈴さん

が全国大会への代表に選ばれました。
　　　　　　　　　６件　36,000円（累計109,000円）

会 長 報 告  会　長　岡　本　和　夫
　7月6日には暑い中、 友好クラブであります京都朱雀RCを5名が訪問しました。 会員減少とい
う苦難の中、 上田会長のリーダーシップのもと「奉仕の理念」を前面に出し、原点に立ち返った
手作りの温かみのある例会運営に感銘を受けて帰路につきました。
　今日はロータリーソングについてお話してみたいと思います。
　1905年、 ロータリーはポール・ハリス、 シルベスター・シール、 ハイラム・ショーレー、 ガスターバス・ローアによっ
て始まりました。 5人目の会員として印刷業のハリー・ラグルスが入会しました。 ポール・ハリスの印象では一見無
愛想でクラプに馴染めるかどうか危ぶんでいたそうです。1905年の秋の夜の例会で、一時的な静寂が訪れた際、 
ハリーは「おい、 みんな歌おう」と言って立ち上がり、 当時流行っていた歌を歌ったそうです。設立2年目にはクラ
プは危機に瀕しましたが、毎週ハリーの指揮で歌が歌われました。 歌う心が分裂の危機をくい止め、 その後ハ
リーの指揮で所属クラプはもちろん全米の地区大会や国際大会でもロータリーソングを歌うようになりました。 日本
では1920年に初めて東京RCができましたが、 当時は「ロータリーソング」と して英語で歌っていました。 外国人
のE.D.バートンが会員に歌わせようとしましたが、「児戯に類する」といって消極的でありました。 1926年になって
認められ、 1927年のIM後にはむしろ家族が中心となりバスの中で歌ったそうです。 やがて日本にも日本語による
ロータリー ソングを求める声が高まっていき、 1935年 京都における地区大会で、 「奉仕の理想」「我等の生業」
が入選作として発表されました。 1951年には 「手に手つないで」、 1953年には 「それでこそロータリー」が誕生し
ました。ヨーロッパ、 南米やアジアの国々のRCではあまり歌われないようです。
　「奉仕の理想」は公募第一位の曲で、 作詞 前田和一郎（京都RC）、 作曲 萩原英一 （東京RC）の作品です。 
「奉仕の理想」の原詞は、 「奉仕の理想に　集いし友よ　世界に捧げん　われらの生業」でした。 当時のガバ
ナー村田省蔵氏は国粋主義者で、 選考に当たり「世界に捧げん」を「御国に捧げん」と変更を迫ったそうです。 
前田氏は涙を呑んで了承したそうです。 「我等の生業」は作詞 高野辰之、 作曲 岡野貞一 の作で、 二人のコ
ンビで、 文部省唱歌「故郷」「春がきた」「春の小川」「紅薬」などの作品を手掛けています。 作曲家の岡野貞一
は鳥取の出身で岡山にもゆかりがあり、 東京音楽学校を出たのち、 岡山県立津山商業高等学校や岡山市歌の
作曲も行いました。

幹 事 報 告 幹　事　末　吉　賢　多
① ロータリーの友7月号を配付しております。
② ガバナー公式訪問例会。歴史同好会研修旅行のご案内を配付しておりますので、 よろしくお願
い致します。
③ 本日18時30分よりホテルグランヴィア岡山 3F「サファイアの間」において、ガバナー補佐訪問
クラブ協議会を開催いたしますので、理事役員委員長・部会長の皆様はご出席ください。 
④ 次週は、 7月19日㈫18時30分より開催の「旧ひな壇慰労夜間例会」となっております。ご出席予定の皆様はよ
ろしくお願い致します。
⑤岡山済生会ライフケアセンター広報誌、 特別養護老人ホーム憩いの丘の「盆踊り花火大会」のご案内、 他ク
ラブ週報を回覧いたします。
⑥ 入江会員の勤務先の電話番号、FAX番号に誤りがございましたので、回覧致します。訂正をお願い致します。

ひな壇就任挨拶 
●副会長就任挨拶 竹　本　千代子　会員
　今年度、副会長をさせていただきます、竹本でございます。
　10年前、岩本会長のもと、幹事を務めさせていただいて以来、久々の雛壇の席で、先週より、とても緊張し
ながら席についております。
　私の欠点は仕事の都合で、海外研修、経営者ミーティング等で、例会をやむなく欠席させていただく事がありますので、出
席率が、100%にならない事、大変申し訳なく思います。又、私は人前でスピーチすることが一番苦手なのでお聞き苦しいと思
いますが、どうぞお許し下さい。
　しかしながら、お役をお受けした以上、この一年、岡本会長からのご助言、ご指導、又、会員の皆様のご指導、ご鞭撻をい
ただきながら、この会が、楽しく、学びの場になりますよう精一杯努めて参りたいと思いますので、どうぞ会員の皆様ご協力を宜
しくお願い申し上げます。
　簡単ではございますが、就任のご挨拶とさせていただきます。
●副幹事就任挨拶 児　島　正　典　会員
　本年度、副幹事を務めさせて頂きます、児島正典です。ロータリークラブに入会させて頂きまして4年目
とまだまだ若輩者ですが、1年間しっかり務めさせて頂こうと思います。副幹事と言う重要な役職なので、
期待と不安で一杯ですが、コツコツと一生懸命務めさせて頂きます。
　昨年度、副幹事をされていた末吉幹事のご指導のもとに、少しでもお役に立てるように末吉幹事をしっかりとサポートし、また
スムーズな例会運営が出来るよう頑張って行こうと思います。
　昨年度は1年間会報部会長として、主に週報の作成に携わってきました。昨年度1年間でロータリークラブの1年間の活動の流
れが何とかやっと頭に入ったと自分では思っております。この経験を生かして今年度は円滑な例会運営が出来ればと思います。
　その上で、今年度は例会での各会員の発言の機会を増やす方針ですので、会員の皆様が今日の例会は来て良かったと
思える、また、あの時の例会は良かったと思い出されるような例会が1度でも多く出来ればと思います。そのためにも、1回1回の
例会に気持ちを込めて運営にあたりたいと思います。１年間どうぞよろしくお願いします。
●S.A.A.就任挨拶 氏　房　信　明　会員
　今年度岡本会長のもとS.A.A.を務めます氏房でございです。 ロータリー歴は、 5年と半年ぐらいになり
ますが初めてのひな壇席で落ち着きませんが、副S.A.A. の仲田会員と共にこれから頑張ってS.A.A.とし
ての職務を果たしていきたいたいと思っておりますのでよろしくお願い致します。 S.A.A.の職務としまして
は、 クラブ運営上重要な財源となっておりますスマイルの目標達成があります、 今年度も増額されまして
会員皆様にスマイルのお願いをすることが増えると思いますが宜しくお願い致します。又S.A.A.の職務としましては、 例会場
で会員皆様が快適に時間を過ごせるよう席順の工夫、又例会運営が気持ち良く進行するよう携帯電話、 私語等マナーの徹
底も図っていきたいと思いますのでご協力お願い致します。
　最後にS.A.A.として不手際も有ろうかと思いますが一年間頑張ってまいりますので皆様のご協力の程よろしくお願い致します。
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前回７月11日の例会記録前回７月11日の例会記録前回７月11日の例会記録前回７月11日の例会記録

岡山西南ＲＣ 小山　敏章　様
岡山備南ＲＣ 恩田　英宜　様
岡山中央ＲＣ 甲斐　志郎　様
岡山後楽園ＲＣ 國貞　繁樹　様
岡山丸の内ＲＣ 小野　進吾　様

岡山南ＲＣ　塚本  博視　様
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会員数　54名（内出席免除　３名）　出席者数　38名　　欠席者数　16名
出席率　73.08％　　前々回訂正　82.14％　　　　
欠席者　相原，原，原田，日笠（常），加戸，梶谷，金子，川本，菊井，木本，橘高，南葉，丹治，槌田，
　　　（平野），（渡辺）

ビ ジ タ ー　　
温知会　岡山ＲＣ 逢沢　寛人　様

岡山南ＲＣ 塚本　博視　様
岡山西ＲＣ 髙木　　勝　様
岡山東ＲＣ 齊藤　博臣　様
元岡山北ＲＣ 渡辺　　努　様

〈岡山ＲＣ〉梶谷  俊介　様
S . A . A . 　 　　

温知会の皆様 ： 岡本会長就任を祝し同期幹事のメンバーで参加させて頂きました。一年間元気でご活躍ください。
川西会員 ： 去る7月6日㈬、京都朱雀RC本年度第1例会に表敬訪問するため岡本和夫会長・末吉幹事・大饗次

期会長・岡本親睦委員長、そして友好クラブ委員長である川西が出席して参りました。大変な猛暑
の中、本当にお疲れ様でした。

岡本（和）会員 ： 温知会の皆さん、訪問ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。
末吉会員 ： 温知会の皆様ようこそお越しくださいました。
氏房会員 ： 温知会の皆様お疲れまです。北西ロータリーの例会をごゆっくり楽しんで下さい。
竹本会員 ： 先日、私の仕事のコンテストが大阪国際会議場でありました。お陰様で私のサロンより八木美鈴さん

が全国大会への代表に選ばれました。
　　　　　　　　　６件　36,000円（累計109,000円）

会 長 報 告  会　長　岡　本　和　夫
　7月6日には暑い中、 友好クラブであります京都朱雀RCを5名が訪問しました。 会員減少とい
う苦難の中、 上田会長のリーダーシップのもと「奉仕の理念」を前面に出し、原点に立ち返った
手作りの温かみのある例会運営に感銘を受けて帰路につきました。
　今日はロータリーソングについてお話してみたいと思います。
　1905年、 ロータリーはポール・ハリス、 シルベスター・シール、 ハイラム・ショーレー、 ガスターバス・ローアによっ
て始まりました。 5人目の会員として印刷業のハリー・ラグルスが入会しました。 ポール・ハリスの印象では一見無
愛想でクラプに馴染めるかどうか危ぶんでいたそうです。1905年の秋の夜の例会で、一時的な静寂が訪れた際、 
ハリーは「おい、 みんな歌おう」と言って立ち上がり、 当時流行っていた歌を歌ったそうです。設立2年目にはクラ
プは危機に瀕しましたが、毎週ハリーの指揮で歌が歌われました。 歌う心が分裂の危機をくい止め、 その後ハ
リーの指揮で所属クラプはもちろん全米の地区大会や国際大会でもロータリーソングを歌うようになりました。 日本
では1920年に初めて東京RCができましたが、 当時は「ロータリーソング」と して英語で歌っていました。 外国人
のE.D.バートンが会員に歌わせようとしましたが、「児戯に類する」といって消極的でありました。 1926年になって
認められ、 1927年のIM後にはむしろ家族が中心となりバスの中で歌ったそうです。 やがて日本にも日本語による
ロータリー ソングを求める声が高まっていき、 1935年 京都における地区大会で、 「奉仕の理想」「我等の生業」
が入選作として発表されました。 1951年には 「手に手つないで」、 1953年には 「それでこそロータリー」が誕生し
ました。ヨーロッパ、 南米やアジアの国々のRCではあまり歌われないようです。
　「奉仕の理想」は公募第一位の曲で、 作詞 前田和一郎（京都RC）、 作曲 萩原英一 （東京RC）の作品です。 
「奉仕の理想」の原詞は、 「奉仕の理想に　集いし友よ　世界に捧げん　われらの生業」でした。 当時のガバ
ナー村田省蔵氏は国粋主義者で、 選考に当たり「世界に捧げん」を「御国に捧げん」と変更を迫ったそうです。 
前田氏は涙を呑んで了承したそうです。 「我等の生業」は作詞 高野辰之、 作曲 岡野貞一 の作で、 二人のコ
ンビで、 文部省唱歌「故郷」「春がきた」「春の小川」「紅薬」などの作品を手掛けています。 作曲家の岡野貞一
は鳥取の出身で岡山にもゆかりがあり、 東京音楽学校を出たのち、 岡山県立津山商業高等学校や岡山市歌の
作曲も行いました。

幹 事 報 告 幹　事　末　吉　賢　多
① ロータリーの友7月号を配付しております。
② ガバナー公式訪問例会。歴史同好会研修旅行のご案内を配付しておりますので、 よろしくお願
い致します。
③ 本日18時30分よりホテルグランヴィア岡山 3F「サファイアの間」において、ガバナー補佐訪問
クラブ協議会を開催いたしますので、理事役員委員長・部会長の皆様はご出席ください。 
④ 次週は、 7月19日㈫18時30分より開催の「旧ひな壇慰労夜間例会」となっております。ご出席予定の皆様はよ
ろしくお願い致します。
⑤岡山済生会ライフケアセンター広報誌、 特別養護老人ホーム憩いの丘の「盆踊り花火大会」のご案内、 他ク
ラブ週報を回覧いたします。
⑥ 入江会員の勤務先の電話番号、FAX番号に誤りがございましたので、回覧致します。訂正をお願い致します。

ひな壇就任挨拶 
●副会長就任挨拶 竹　本　千代子　会員
　今年度、副会長をさせていただきます、竹本でございます。
　10年前、岩本会長のもと、幹事を務めさせていただいて以来、久々の雛壇の席で、先週より、とても緊張し
ながら席についております。
　私の欠点は仕事の都合で、海外研修、経営者ミーティング等で、例会をやむなく欠席させていただく事がありますので、出
席率が、100%にならない事、大変申し訳なく思います。又、私は人前でスピーチすることが一番苦手なのでお聞き苦しいと思
いますが、どうぞお許し下さい。
　しかしながら、お役をお受けした以上、この一年、岡本会長からのご助言、ご指導、又、会員の皆様のご指導、ご鞭撻をい
ただきながら、この会が、楽しく、学びの場になりますよう精一杯努めて参りたいと思いますので、どうぞ会員の皆様ご協力を宜
しくお願い申し上げます。
　簡単ではございますが、就任のご挨拶とさせていただきます。
●副幹事就任挨拶 児　島　正　典　会員
　本年度、副幹事を務めさせて頂きます、児島正典です。ロータリークラブに入会させて頂きまして4年目
とまだまだ若輩者ですが、1年間しっかり務めさせて頂こうと思います。副幹事と言う重要な役職なので、
期待と不安で一杯ですが、コツコツと一生懸命務めさせて頂きます。
　昨年度、副幹事をされていた末吉幹事のご指導のもとに、少しでもお役に立てるように末吉幹事をしっかりとサポートし、また
スムーズな例会運営が出来るよう頑張って行こうと思います。
　昨年度は1年間会報部会長として、主に週報の作成に携わってきました。昨年度1年間でロータリークラブの1年間の活動の流
れが何とかやっと頭に入ったと自分では思っております。この経験を生かして今年度は円滑な例会運営が出来ればと思います。
　その上で、今年度は例会での各会員の発言の機会を増やす方針ですので、会員の皆様が今日の例会は来て良かったと
思える、また、あの時の例会は良かったと思い出されるような例会が1度でも多く出来ればと思います。そのためにも、1回1回の
例会に気持ちを込めて運営にあたりたいと思います。１年間どうぞよろしくお願いします。
●S.A.A.就任挨拶 氏　房　信　明　会員
　今年度岡本会長のもとS.A.A.を務めます氏房でございです。 ロータリー歴は、 5年と半年ぐらいになり
ますが初めてのひな壇席で落ち着きませんが、副S.A.A. の仲田会員と共にこれから頑張ってS.A.A.とし
ての職務を果たしていきたいたいと思っておりますのでよろしくお願い致します。 S.A.A.の職務としまして
は、 クラブ運営上重要な財源となっておりますスマイルの目標達成があります、 今年度も増額されまして
会員皆様にスマイルのお願いをすることが増えると思いますが宜しくお願い致します。又S.A.A.の職務としましては、 例会場
で会員皆様が快適に時間を過ごせるよう席順の工夫、又例会運営が気持ち良く進行するよう携帯電話、 私語等マナーの徹
底も図っていきたいと思いますのでご協力お願い致します。
　最後にS.A.A.として不手際も有ろうかと思いますが一年間頑張ってまいりますので皆様のご協力の程よろしくお願い致します。

－２－
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出席の状況
会員数　54名（内出席免除　３名）　出席者数　38名　　欠席者数　16名
出席率　73.08％　　前々回訂正　82.14％　　　　
欠席者　相原，原，原田，日笠（常），加戸，梶谷，金子，川本，菊井，木本，橘高，南葉，丹治，槌田，
　　　（平野），（渡辺）

ビ ジ タ ー　　
温知会　岡山ＲＣ 逢沢　寛人　様

岡山南ＲＣ 塚本　博視　様
岡山西ＲＣ 髙木　　勝　様
岡山東ＲＣ 齊藤　博臣　様
元岡山北ＲＣ 渡辺　　努　様

〈岡山ＲＣ〉梶谷  俊介　様
S . A . A . 　 　　

温知会の皆様 ： 岡本会長就任を祝し同期幹事のメンバーで参加させて頂きました。一年間元気でご活躍ください。
川西会員 ： 去る7月6日㈬、京都朱雀RC本年度第1例会に表敬訪問するため岡本和夫会長・末吉幹事・大饗次

期会長・岡本親睦委員長、そして友好クラブ委員長である川西が出席して参りました。大変な猛暑
の中、本当にお疲れ様でした。

岡本（和）会員 ： 温知会の皆さん、訪問ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。
末吉会員 ： 温知会の皆様ようこそお越しくださいました。
氏房会員 ： 温知会の皆様お疲れまです。北西ロータリーの例会をごゆっくり楽しんで下さい。
竹本会員 ： 先日、私の仕事のコンテストが大阪国際会議場でありました。お陰様で私のサロンより八木美鈴さん

が全国大会への代表に選ばれました。
　　　　　　　　　６件　36,000円（累計109,000円）

会 長 報 告  会　長　岡　本　和　夫
　7月6日には暑い中、 友好クラブであります京都朱雀RCを5名が訪問しました。 会員減少とい
う苦難の中、 上田会長のリーダーシップのもと「奉仕の理念」を前面に出し、原点に立ち返った
手作りの温かみのある例会運営に感銘を受けて帰路につきました。
　今日はロータリーソングについてお話してみたいと思います。
　1905年、 ロータリーはポール・ハリス、 シルベスター・シール、 ハイラム・ショーレー、 ガスターバス・ローアによっ
て始まりました。 5人目の会員として印刷業のハリー・ラグルスが入会しました。 ポール・ハリスの印象では一見無
愛想でクラプに馴染めるかどうか危ぶんでいたそうです。1905年の秋の夜の例会で、一時的な静寂が訪れた際、 
ハリーは「おい、 みんな歌おう」と言って立ち上がり、 当時流行っていた歌を歌ったそうです。設立2年目にはクラ
プは危機に瀕しましたが、毎週ハリーの指揮で歌が歌われました。 歌う心が分裂の危機をくい止め、 その後ハ
リーの指揮で所属クラプはもちろん全米の地区大会や国際大会でもロータリーソングを歌うようになりました。 日本
では1920年に初めて東京RCができましたが、 当時は「ロータリーソング」と して英語で歌っていました。 外国人
のE.D.バートンが会員に歌わせようとしましたが、「児戯に類する」といって消極的でありました。 1926年になって
認められ、 1927年のIM後にはむしろ家族が中心となりバスの中で歌ったそうです。 やがて日本にも日本語による
ロータリー ソングを求める声が高まっていき、 1935年 京都における地区大会で、 「奉仕の理想」「我等の生業」
が入選作として発表されました。 1951年には 「手に手つないで」、 1953年には 「それでこそロータリー」が誕生し
ました。ヨーロッパ、 南米やアジアの国々のRCではあまり歌われないようです。
　「奉仕の理想」は公募第一位の曲で、 作詞 前田和一郎（京都RC）、 作曲 萩原英一 （東京RC）の作品です。 
「奉仕の理想」の原詞は、 「奉仕の理想に　集いし友よ　世界に捧げん　われらの生業」でした。 当時のガバ
ナー村田省蔵氏は国粋主義者で、 選考に当たり「世界に捧げん」を「御国に捧げん」と変更を迫ったそうです。 
前田氏は涙を呑んで了承したそうです。 「我等の生業」は作詞 高野辰之、 作曲 岡野貞一 の作で、 二人のコ
ンビで、 文部省唱歌「故郷」「春がきた」「春の小川」「紅薬」などの作品を手掛けています。 作曲家の岡野貞一
は鳥取の出身で岡山にもゆかりがあり、 東京音楽学校を出たのち、 岡山県立津山商業高等学校や岡山市歌の
作曲も行いました。

●副S.A.A.就任挨拶 仲　田　錠　二　会員
　本年度副S.A.A.をさせて頂く仲田　錠二です。
　岡本会長より今年度の副S.A.A.の打診を頂いた時には凄く悩みました…何故かと言うと、私の仕事が
電子カルテ、電子薬歴など医療系のシステムを販売しているので、Ｄｒや事務長の手が空く１３時からの面
談が多く、今までもロータリーに来ては食事だけして帰ると言う事も度々あり、そんな調子で役員になったと
しても運営に支障をきたしご迷惑をお掛けするだけだと思ったからです。
　しかし岡本会長より、本年度はスマイルの発表の仕方も少し変えてS.A.A.、副S.A.A.と交互に読むなど、一人に負担が掛かりす
ぎないようして下さるとお伺し、ロータリー経験もまだ３年にも満たない若輩者ですがやってみようとどうにか決心が付きました。
　副S.A.A.としてひな壇になったからには微力ながら岡本会長をサポートして｢ロータリーを通して自己を高めよう｣を自分自身
が実行できるように努力し、今期の重点目標も一つ一つを確実に達成出来るよう励んでいこうと思います。
　この一年、何かと不慣れでご迷惑をお掛けすると思いますが、皆様のご指導を仰ぎつつ頑張って行きますのでよろしくお願
いします！！

岩本一壽　ガバナー補佐訪問クラブ協議会 幹　事　末　吉　賢　多
　７月１１日㈪１８時３０分より、グランヴィア岡山にて、ＲＩ第２６９０地区第９グ
ループガバナー補佐　岩本一壽様　ガバナー補佐随行幹事　堀川辰
也様をお迎えして、ガバナー補佐訪問クラブ協議会を開催いたしました。
　岩本一壽様に、岡本和夫会長以下各委員長が本年度の活動・運営計
画をご説明申し上げ、岡山北西ロータリークラブの問題点及び改善点をご
指導頂きました。

京都朱雀ロータリークラブ訪問 幹　事　末　吉　賢　多
　７月6日㈬、岡本和夫会長・大饗次期会長・川西友好クラブ委員長・岡本浩三親睦活動委員長・末吉の５名で、
友好クラブである京都朱雀ロータリークラブ本年度第1例会にお伺いして参りました。
　例会において、お一人お一人が、自分の役職をしっかり把握され、行動されていることに感銘を受け、見習うべ
きことが多くあると強く感じた訪問でありました。　

  

幹 事 報 告 幹　事　末　吉　賢　多
① ロータリーの友7月号を配付しております。
② ガバナー公式訪問例会。歴史同好会研修旅行のご案内を配付しておりますので、 よろしくお願
い致します。
③ 本日18時30分よりホテルグランヴィア岡山 3F「サファイアの間」において、ガバナー補佐訪問
クラブ協議会を開催いたしますので、理事役員委員長・部会長の皆様はご出席ください。 
④ 次週は、 7月19日㈫18時30分より開催の「旧ひな壇慰労夜間例会」となっております。ご出席予定の皆様はよ
ろしくお願い致します。
⑤岡山済生会ライフケアセンター広報誌、 特別養護老人ホーム憩いの丘の「盆踊り花火大会」のご案内、 他ク
ラブ週報を回覧いたします。
⑥ 入江会員の勤務先の電話番号、FAX番号に誤りがございましたので、回覧致します。訂正をお願い致します。

ひな壇就任挨拶 
●副会長就任挨拶 竹　本　千代子　会員
　今年度、副会長をさせていただきます、竹本でございます。
　10年前、岩本会長のもと、幹事を務めさせていただいて以来、久々の雛壇の席で、先週より、とても緊張し
ながら席についております。
　私の欠点は仕事の都合で、海外研修、経営者ミーティング等で、例会をやむなく欠席させていただく事がありますので、出
席率が、100%にならない事、大変申し訳なく思います。又、私は人前でスピーチすることが一番苦手なのでお聞き苦しいと思
いますが、どうぞお許し下さい。
　しかしながら、お役をお受けした以上、この一年、岡本会長からのご助言、ご指導、又、会員の皆様のご指導、ご鞭撻をい
ただきながら、この会が、楽しく、学びの場になりますよう精一杯努めて参りたいと思いますので、どうぞ会員の皆様ご協力を宜
しくお願い申し上げます。
　簡単ではございますが、就任のご挨拶とさせていただきます。
●副幹事就任挨拶 児　島　正　典　会員
　本年度、副幹事を務めさせて頂きます、児島正典です。ロータリークラブに入会させて頂きまして4年目
とまだまだ若輩者ですが、1年間しっかり務めさせて頂こうと思います。副幹事と言う重要な役職なので、
期待と不安で一杯ですが、コツコツと一生懸命務めさせて頂きます。
　昨年度、副幹事をされていた末吉幹事のご指導のもとに、少しでもお役に立てるように末吉幹事をしっかりとサポートし、また
スムーズな例会運営が出来るよう頑張って行こうと思います。
　昨年度は1年間会報部会長として、主に週報の作成に携わってきました。昨年度1年間でロータリークラブの1年間の活動の流
れが何とかやっと頭に入ったと自分では思っております。この経験を生かして今年度は円滑な例会運営が出来ればと思います。
　その上で、今年度は例会での各会員の発言の機会を増やす方針ですので、会員の皆様が今日の例会は来て良かったと
思える、また、あの時の例会は良かったと思い出されるような例会が1度でも多く出来ればと思います。そのためにも、1回1回の
例会に気持ちを込めて運営にあたりたいと思います。１年間どうぞよろしくお願いします。
●S.A.A.就任挨拶 氏　房　信　明　会員
　今年度岡本会長のもとS.A.A.を務めます氏房でございです。 ロータリー歴は、 5年と半年ぐらいになり
ますが初めてのひな壇席で落ち着きませんが、副S.A.A. の仲田会員と共にこれから頑張ってS.A.A.とし
ての職務を果たしていきたいたいと思っておりますのでよろしくお願い致します。 S.A.A.の職務としまして
は、 クラブ運営上重要な財源となっておりますスマイルの目標達成があります、 今年度も増額されまして
会員皆様にスマイルのお願いをすることが増えると思いますが宜しくお願い致します。又S.A.A.の職務としましては、 例会場
で会員皆様が快適に時間を過ごせるよう席順の工夫、又例会運営が気持ち良く進行するよう携帯電話、 私語等マナーの徹
底も図っていきたいと思いますのでご協力お願い致します。
　最後にS.A.A.として不手際も有ろうかと思いますが一年間頑張ってまいりますので皆様のご協力の程よろしくお願い致します。

－３－

本日のメニュー（７月19日）　旧ひな壇慰労夜間例会
次回のメニュー（７月25日）　ガバナー公式訪問（夜間例会）　松花堂弁当

　　会報部会／日笠伸之・原　全伸・小菅英司

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


