
出席の状況
会員数　53名（内出席免除　２名）　出席者数　45名　　欠席者数　８名
出席率　86.54％　　前々回訂正　87.04％　　　　
欠席者　相原，加戸，川本，木本，家守，松村，氏房，（渡辺）

ビ ジ タ ー　　
〈国際ロータリー第2670地区  高松西RC〉野球同好会  監督  多田行宏  様、  キャプテン  島谷  隆　様
〈岡山RC〉　会長　大塚祥文　様、　幹事　中島範久　様

S . A . A . 　 　　
岡山RC会長 大塚祥文様、幹事 中島典久様 ： 表敬訪問させて頂きました。
高松西RC 多田様 : よろしくおつきあいを！
大饗会員 : ・岡山RC会長 大塚様、幹事 中島様、お忙しい中ご訪問ありがとうございます。

・高松西RC 野球同好会監督 多田様、キャプテン 島谷様、遠路よりご訪問ありがとうございます。
小菅会員 : 高松西RCのみなさま、訪問ありがとうございます。９月２日の試合を楽しみにしております。10月以降

で岡山ドームにて試合できるよう調整しております。後日、連絡差し上げます。
坪井会員 : 高松西RCの多田様、島谷様、本日はようこそお越し頂き、ありがとうございます。
堀川会員 : 大饗会長を初め、ひな壇の皆様、この一年のご活躍を期待しています。よろしくお願いします。
小松原会員 : 来週の富士登山には息子がご一緒させて頂くことになり、皆様にはたいへんお世話になります。ご指

導よろしくお願い致します。
西岡会員 : ・鈴木会員様、先日は朝早くからお付き合いいただきありがとうございました。

・７月14日金曜日に、倉敷駅前に「CENTURION HOTEL KURASHIKI」がオープンします。ご関
係先で倉敷にお泊まりの際は、是非ご利用くださいますようお願いいたします。レターBOXにパンフ
レットを入れております。

樋口会員 : 昨日、高松サンポートトライアスロンに参加してきました。高松メイン通りをバイクで走れるのは最高で
す。無事に大会を終えれたのでスマイルします。

花房会員 : ２週続けて例会を欠席しましたので、スマイル致します。
竹本会員 : ・本日例会を早退させていただきます。

・７月24日の旧ひな壇慰労例会を、ハワイに行っている為欠席させていただきます。申し訳ございません！！
11件　39,000円（累計 105,000円）

岡山RC会長ご挨拶 岡山RC会長　大　塚　祥　文　様
　本年度、岡山RC会長を仰せつかっております、大塚と幹事の中島でございます。よろしくお
願いします。岡山RC85年の歴史の中で私が初めて試みようと考えていることがあります。それ
は各RCの例会に順次お邪魔し、それぞれの良いところを我がクラブの例会に取り入れていくと
いうことです。本日は大変参考になる例会にお邪魔させて頂きました。本年度、いろいろとお世
話になると思いますがどうぞ、よろしくお願いします。

高松西RC 多田様ご挨拶 高松西RC　野球同好会監督　多　田　行　宏　様
　私は高松西ロータリークラブの多田と申します。私どものクラブは来年度５０周年を迎えます
が、女性の会長はおろか幹事もいまだ出ておりません。こちらのクラブでは大饗会長と次年度の
竹本会長と連続して女性会長を輩出しておられることに敬意をささげると共に羨ましくも感じま
す。また、縁ありこのたび、岡山北西ロータリークラブの野球同好会の皆様と試合をすることにな
りました。９月２日に香川県営球場（レグザムスタジアム）に於いてナイターで開催します。９月２日の試合には同好会
の皆様と多くの応援の方々がご来訪下さるようお待ちしています。

会 長 報 告 会　長　大　饗　よし江
　先週７月５日㈬、京都朱雀RCに当クラブより６人が表敬訪問いたしました。昨年、クラブを２分
するような事態が起きた事は聞いていましたが、友好クラブとして締結以来の方 も々多数いらっ
しゃいました。
　私の中で、当クラブ南葉会員と朱雀の今安会員（月桂冠副社長）のコンビで友好クラブ行事
が取り行なわれ、私は南葉会員より会計担当みたいな役割を言われ、毎回参加させて頂き、鞍馬山、醍醐寺の見
事なしだれ桜と楽しい京都散策の思い出をお話しして来ました。
　ちなみにクラブのスローガンが「本音で話そう」でした。私の思いも同じですので親しみを感じました。
　来年の３月、25周年の記念行事には当クラブからも多数参加したいと思います。

第１回 理事・役員会議事録 
日時　2017年７月３日㈪11：30～12：00　　　場所　ホテルグランヴィア岡山３階「エメラルドの間」
１、 開　会 会長　大饗よし江、司会・幹事　樋口　芳紀
２、 出席者の確認 副 幹 事　日笠　伸之
　　大饗よし江　坪井雅弘　樋口芳紀　日笠伸之　小菅英司　橘高正剛　末吉賢多　 鴨井利典
　　仲田錠二　槌田道弘　横山俊彦　竹本千代子　
３、会長挨拶 大饗よし江
４、協議事項
① ７月～９月のプログラムについて　…原案通り承認された。
② メークアップ対象行事について　…原案通り承認された。
③ 予算について　　●先月、退会が２名あったため会員53名で予算を組み直した。
④ 前期会費について　…原案通り承認された。
⑤ 地区補助金プロジェクトについて
●パンフレットを作成し、配布対象およびタイミングを青少年奉仕委員会・鴨井委員長を中心に検討する。また、
ニュースリリースも検討する。
●山陽新聞社および山陽放送に後援してもらうよう交渉中。
●経済同友会の幹事会（７月２６日）で開催周知させてもらうよう交渉中。
⑥ 旧ひな壇慰労会について　…原案通り承認された。
⑦ 地区大会の登録について　…日程：１０月２１日㈯・２２日㈰　ホストクラブ：倉敷南ロータリークラブ
⑧ その他
●岡山西南ロータリークラブ主催のドキュメンタリー映画「クワイ河に虹をかけた男」上映会について当クラブと
して後援する。
●インターアクト地区大会が７月２９日㈯・３０日㈰、ホテル大山に於いて開催される。
●ホールミュージックについて、毎回変えていく。

５、報告事項
  委員会編成について次の通り再編成を行った。
　●家族部会委員長・福元裕之会員
　●社会奉仕委員会委員長・入江直人会員（友好クラブ委員会副委員長兼任）
６、閉　会 副 幹 事　坪井　雅弘

インターアクト委員会 　　　インターアクト委員長　日　笠　常　信
　インターアクトクラブ関連会議が７月９日に倉敷市、アイビースクエアでありました。
第一回地区インターアクト委員会並びに第一回クラブインターアクト委員長会議
参加者：池上正ガバナー、廣本孝良地区代表幹事、
　　　 各地区委員及び各RCインターアクト委員長
議　題：第41回インターアクト地区大会、各県ブロック協議会、各県指導者講習会等
議　題：第41回インターアクト地区大会、各インターアクトクラブの取組 

京都朱雀RC表敬訪問 槌　田　道　弘　会員
　7月5日に京都朱雀RC様に大饗会長、坪井副会長、竹本会長エレクト、樋口幹事、岡本浩三友好クラブ委員長、
槌田親睦委員長の６名で訪問し、例会では大饗会長が祝辞を述べられました。
　その後の懇親会では、リーガロイヤルホテル京都14階『トップオブキョウト』で、京都の街並み
を見渡しながら親睦を深めてまいりました。

幹 事 報 告 幹　事　樋　口　芳　紀
①  庄司直前ガバナー事務所より、お礼およびガバナー事務所閉鎖のお知らせが届いております。
② ロータリーの友7月号、2017-18年度「クラブ活動・運営計画書」、2016-17年度「スマイル受
領証」を配付しております。。

③ ガバナー事務所より、地区ロータリー青少年交換プログラム2018-19年度派遣学生募集の
ご案内及びチラシが届いておりますので回覧いたします。

④ 他クラブ週報を回覧いたします。

ひな壇就任挨拶 
●副会長就任挨拶　 副会長　坪　井　雅　弘
　今年度、大饗会長からのご指名で副会長を努めさせて頂く事になりました坪井です。就任のご挨拶を述べさせて頂きます。
　思い起こせば「昼御飯を食べに来ると思って気楽に例会に来れば良い。」とのお誘いで、気楽な気持ちで入会して5年半
になりました。その間、堀川会長のもとでS.A.A.として初めてひな壇を経験させて頂き、理事・役員の仕事を少し理解しましたが、
至らぬ点が多々あり、反省の多かったことを覚えています。このような小生ですので、大饗会長にご指名頂いた時に、思わず
「私で宜しいのですか？」と尋ねたことを覚えています。岡山北西RC始まって以来の、初めての女性会長のもとで、一緒にロータリー活動が出来るこ
とは貴重な経験です。現在の日本では女性の意見や価値観がイノベーションになっていますが、そのような事を考えますと、大饗会長は今年度のRI
のテーマや、地区のスローガンの実践に適任ではないかと思います。会長を補佐して、会長不在の時に会長の代理をすることが副会長の仕事です
が、主な仕事は「閉会の挨拶」なのかなと思っています。しかし今年度のRIのテーマや地区スローガンに沿って、大饗会長が考えられている活動方
針を存分に実践出来る様に、サポートしてゆきたいと思います。
　最後に、会員相互の親睦を図る為にも、各理事・各委員会の役員の皆様方と協力して、クラブライフを充実したものにして行くべく努力したいと
思っています。どうぞご協力の程、宜しくお願いいたします。有り難うございました。

●副幹事就任挨拶 副幹事　日　笠　伸　之
　今年度、副幹事を務めさせていただきます、日笠伸之です。
　入会してまだ4年目で、人生経験もロータリー歴も浅く、不安もありますが、前年度の会報部会での経験を例会運営に活か
していきたいと思っております。先週の第1回目の例会では、やはり緊張もあってお聞き苦しいところもあったかと思います。
徐々に慣れていくとは思いますが、アドリブが苦手な方なので樋口幹事と共に入念に事前の準備を行い、毎回の例会に望みたいと思います。副幹
事の主な役割は、「例会などの議事運営をスムーズに執り行うこと」だと認識しています。歴代の副幹事をされた諸先輩方に比べると私はまだまだ
足元にも及びませんが、自分らしく、溌溂と爽やかに職務を全うしていく決意です。私は前年度と前々年度、例会出席率が100%でした。例会を欠席
して会長・幹事に迷惑をかけないよう健康管理にはくれぐれも気を付けていこうと思っております。健康維持のために始めたランニングは昨年のおか
やまマラソンで出した4時間40分が自己ベストですが、樋日幹事は自己ベストが4時間を切っているそうで、いろんな意味で樋口幹事を目標にがんば
りたいと思います。ちなみに今年のおかやまマラソンは抽選で落選し、3年連続出場が叶いませんでした。
　最後になりますが、会員の皆様にとりまして、「来て良かったと思える例会、また来たいと思える例会」を目指してまいりますので、今後ともご指導の
程、よろしくお願いいたします。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。

●S.A.A.就任挨拶 S.A.A.　小　菅　英　司
　本年度Ｓ.Ａ.Ａ.に就任しました。入会９年目の小菅でございます。
　会場監督という仕事なのですが、例会・事業の運営がスムーズに行われるよう会場の設備や備品等、チェックリスト
を作成して行います。手帳の５０ページにスマイルボックスについての記述があり、ペナルティやお祝いなどでスマイル
をするヒントが書いてあります。心当たりがございましたら、期限等はございません。いつでも受付しております。本年度
は、例会中の私語や携帯電話等のマナー違反もイエローカードやレッドカードを用い、スマイルにつなげて行こうと思っ
ています。スマイルは副Ｓ.Ａ.Ａ.の橘高会員をメインに発表していただき、私は会場監督として、目を光らようと思います。
私も橘高会員も建設関係で、決してソフトな顔立ちではありませんが、皆さまからのスマイルをスマイルで頂くよう心がけます。目標金額を達成できる
ようご協力お願いいたします。先月訪問した高松西ＲＣでは、１万円以上のスマイルを「特大頂きました。」と発表しておりました。今年に関しては、な
にかオリジナルを考えたいと思います。クラブ活動計画書にも書きましたが、年に数回座席指定を行い、関わり合いの少ない会員同志のコミュニケー
ションを図るということで、みなさまの座っている場所、メンバーをメモしております。座席指定の例会時はご協力をお願いいたします。
　私もみなさまに対して、いろいろと気付いたことを語りかけて行こうと思っております。みなさまも私に対して気付いたことがありましたら、お互いの今
後のために気兼ねなく申し付けください。一年間よろしくお願いいたします。

●副S.A.A.就任挨拶 副S.A.A.　橘　高　正　剛
　今年度より、大饗会長のもと、副S.A.A.をさせて頂きます。橘高正剛です、皆様よろしくお願い致します。
　副S.A.A.としては、会場監督のサポートとして、皆様からスマイルをたくさんご協力して頂けるように会員の方々の気持ちが
伝わるよう感謝の気持ちを持って発表させて頂きます。スマイルはクラブの大切な財源であることを会員皆様に周知して頂き、
目標予算達成できるように御協力をお願い致します。また、会場設営に関しては、小菅S.A.A.と相談しながら新人会員の方が気兼ねなく出席できる
ように配席を決定したり、ビジター席へ親睦委員の方に同席をお願いしたり致します。例会進行につきましても例会運営をスムーズに行えるように、早
めの入場着席を心がけ、御参加して頂く会員や配偶者の皆様が楽しんで頂けるように、S.A.A.・親睦委員と協力していきたいと思います。まだロータ
リーに入会して、経験も浅く至らぬ点も沢山ございますが、小菅S.A.A.のアシストができるように頑張っていきたいと思います。皆様のあたたかい御指
導を頂ければ幸いです。　今年度一年間よろしくお願い致します。ご清聴ありがとうございました。
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竹本会長と連続して女性会長を輩出しておられることに敬意をささげると共に羨ましくも感じま
す。また、縁ありこのたび、岡山北西ロータリークラブの野球同好会の皆様と試合をすることにな
りました。９月２日に香川県営球場（レグザムスタジアム）に於いてナイターで開催します。９月２日の試合には同好会
の皆様と多くの応援の方々がご来訪下さるようお待ちしています。

会 長 報 告 会　長　大　饗　よし江
　先週７月５日㈬、京都朱雀RCに当クラブより６人が表敬訪問いたしました。昨年、クラブを２分
するような事態が起きた事は聞いていましたが、友好クラブとして締結以来の方 も々多数いらっ
しゃいました。
　私の中で、当クラブ南葉会員と朱雀の今安会員（月桂冠副社長）のコンビで友好クラブ行事
が取り行なわれ、私は南葉会員より会計担当みたいな役割を言われ、毎回参加させて頂き、鞍馬山、醍醐寺の見
事なしだれ桜と楽しい京都散策の思い出をお話しして来ました。
　ちなみにクラブのスローガンが「本音で話そう」でした。私の思いも同じですので親しみを感じました。
　来年の３月、25周年の記念行事には当クラブからも多数参加したいと思います。

第１回 理事・役員会議事録 
日時　2017年７月３日㈪11：30～12：00　　　場所　ホテルグランヴィア岡山３階「エメラルドの間」
１、 開　会 会長　大饗よし江、司会・幹事　樋口　芳紀
２、 出席者の確認 副 幹 事　日笠　伸之
　　大饗よし江　坪井雅弘　樋口芳紀　日笠伸之　小菅英司　橘高正剛　末吉賢多　 鴨井利典
　　仲田錠二　槌田道弘　横山俊彦　竹本千代子　
３、会長挨拶 大饗よし江
４、協議事項
① ７月～９月のプログラムについて　…原案通り承認された。
② メークアップ対象行事について　…原案通り承認された。
③ 予算について　　●先月、退会が２名あったため会員53名で予算を組み直した。
④ 前期会費について　…原案通り承認された。
⑤ 地区補助金プロジェクトについて
●パンフレットを作成し、配布対象およびタイミングを青少年奉仕委員会・鴨井委員長を中心に検討する。また、
ニュースリリースも検討する。
●山陽新聞社および山陽放送に後援してもらうよう交渉中。
●経済同友会の幹事会（７月２６日）で開催周知させてもらうよう交渉中。
⑥ 旧ひな壇慰労会について　…原案通り承認された。
⑦ 地区大会の登録について　…日程：１０月２１日㈯・２２日㈰　ホストクラブ：倉敷南ロータリークラブ
⑧ その他
●岡山西南ロータリークラブ主催のドキュメンタリー映画「クワイ河に虹をかけた男」上映会について当クラブと
して後援する。
●インターアクト地区大会が７月２９日㈯・３０日㈰、ホテル大山に於いて開催される。
●ホールミュージックについて、毎回変えていく。

５、報告事項
  委員会編成について次の通り再編成を行った。
　●家族部会委員長・福元裕之会員
　●社会奉仕委員会委員長・入江直人会員（友好クラブ委員会副委員長兼任）
６、閉　会 副 幹 事　坪井　雅弘

インターアクト委員会 　　　インターアクト委員長　日　笠　常　信
　インターアクトクラブ関連会議が７月９日に倉敷市、アイビースクエアでありました。
第一回地区インターアクト委員会並びに第一回クラブインターアクト委員長会議
参加者：池上正ガバナー、廣本孝良地区代表幹事、
　　　 各地区委員及び各RCインターアクト委員長
議　題：第41回インターアクト地区大会、各県ブロック協議会、各県指導者講習会等
議　題：第41回インターアクト地区大会、各インターアクトクラブの取組 

京都朱雀RC表敬訪問 槌　田　道　弘　会員
　7月5日に京都朱雀RC様に大饗会長、坪井副会長、竹本会長エレクト、樋口幹事、岡本浩三友好クラブ委員長、
槌田親睦委員長の６名で訪問し、例会では大饗会長が祝辞を述べられました。
　その後の懇親会では、リーガロイヤルホテル京都14階『トップオブキョウト』で、京都の街並み
を見渡しながら親睦を深めてまいりました。

幹 事 報 告 幹　事　樋　口　芳　紀
①  庄司直前ガバナー事務所より、お礼およびガバナー事務所閉鎖のお知らせが届いております。
② ロータリーの友7月号、2017-18年度「クラブ活動・運営計画書」、2016-17年度「スマイル受
領証」を配付しております。。

③ ガバナー事務所より、地区ロータリー青少年交換プログラム2018-19年度派遣学生募集の
ご案内及びチラシが届いておりますので回覧いたします。

④ 他クラブ週報を回覧いたします。

ひな壇就任挨拶 
●副会長就任挨拶　 副会長　坪　井　雅　弘
　今年度、大饗会長からのご指名で副会長を努めさせて頂く事になりました坪井です。就任のご挨拶を述べさせて頂きます。
　思い起こせば「昼御飯を食べに来ると思って気楽に例会に来れば良い。」とのお誘いで、気楽な気持ちで入会して5年半
になりました。その間、堀川会長のもとでS.A.A.として初めてひな壇を経験させて頂き、理事・役員の仕事を少し理解しましたが、
至らぬ点が多々あり、反省の多かったことを覚えています。このような小生ですので、大饗会長にご指名頂いた時に、思わず
「私で宜しいのですか？」と尋ねたことを覚えています。岡山北西RC始まって以来の、初めての女性会長のもとで、一緒にロータリー活動が出来るこ
とは貴重な経験です。現在の日本では女性の意見や価値観がイノベーションになっていますが、そのような事を考えますと、大饗会長は今年度のRI
のテーマや、地区のスローガンの実践に適任ではないかと思います。会長を補佐して、会長不在の時に会長の代理をすることが副会長の仕事です
が、主な仕事は「閉会の挨拶」なのかなと思っています。しかし今年度のRIのテーマや地区スローガンに沿って、大饗会長が考えられている活動方
針を存分に実践出来る様に、サポートしてゆきたいと思います。
　最後に、会員相互の親睦を図る為にも、各理事・各委員会の役員の皆様方と協力して、クラブライフを充実したものにして行くべく努力したいと
思っています。どうぞご協力の程、宜しくお願いいたします。有り難うございました。

●副幹事就任挨拶 副幹事　日　笠　伸　之
　今年度、副幹事を務めさせていただきます、日笠伸之です。
　入会してまだ4年目で、人生経験もロータリー歴も浅く、不安もありますが、前年度の会報部会での経験を例会運営に活か
していきたいと思っております。先週の第1回目の例会では、やはり緊張もあってお聞き苦しいところもあったかと思います。
徐々に慣れていくとは思いますが、アドリブが苦手な方なので樋口幹事と共に入念に事前の準備を行い、毎回の例会に望みたいと思います。副幹
事の主な役割は、「例会などの議事運営をスムーズに執り行うこと」だと認識しています。歴代の副幹事をされた諸先輩方に比べると私はまだまだ
足元にも及びませんが、自分らしく、溌溂と爽やかに職務を全うしていく決意です。私は前年度と前々年度、例会出席率が100%でした。例会を欠席
して会長・幹事に迷惑をかけないよう健康管理にはくれぐれも気を付けていこうと思っております。健康維持のために始めたランニングは昨年のおか
やまマラソンで出した4時間40分が自己ベストですが、樋日幹事は自己ベストが4時間を切っているそうで、いろんな意味で樋口幹事を目標にがんば
りたいと思います。ちなみに今年のおかやまマラソンは抽選で落選し、3年連続出場が叶いませんでした。
　最後になりますが、会員の皆様にとりまして、「来て良かったと思える例会、また来たいと思える例会」を目指してまいりますので、今後ともご指導の
程、よろしくお願いいたします。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。

●S.A.A.就任挨拶 S.A.A.　小　菅　英　司
　本年度Ｓ.Ａ.Ａ.に就任しました。入会９年目の小菅でございます。
　会場監督という仕事なのですが、例会・事業の運営がスムーズに行われるよう会場の設備や備品等、チェックリスト
を作成して行います。手帳の５０ページにスマイルボックスについての記述があり、ペナルティやお祝いなどでスマイル
をするヒントが書いてあります。心当たりがございましたら、期限等はございません。いつでも受付しております。本年度
は、例会中の私語や携帯電話等のマナー違反もイエローカードやレッドカードを用い、スマイルにつなげて行こうと思っ
ています。スマイルは副Ｓ.Ａ.Ａ.の橘高会員をメインに発表していただき、私は会場監督として、目を光らようと思います。
私も橘高会員も建設関係で、決してソフトな顔立ちではありませんが、皆さまからのスマイルをスマイルで頂くよう心がけます。目標金額を達成できる
ようご協力お願いいたします。先月訪問した高松西ＲＣでは、１万円以上のスマイルを「特大頂きました。」と発表しておりました。今年に関しては、な
にかオリジナルを考えたいと思います。クラブ活動計画書にも書きましたが、年に数回座席指定を行い、関わり合いの少ない会員同志のコミュニケー
ションを図るということで、みなさまの座っている場所、メンバーをメモしております。座席指定の例会時はご協力をお願いいたします。
　私もみなさまに対して、いろいろと気付いたことを語りかけて行こうと思っております。みなさまも私に対して気付いたことがありましたら、お互いの今
後のために気兼ねなく申し付けください。一年間よろしくお願いいたします。

●副S.A.A.就任挨拶 副S.A.A.　橘　高　正　剛
　今年度より、大饗会長のもと、副S.A.A.をさせて頂きます。橘高正剛です、皆様よろしくお願い致します。
　副S.A.A.としては、会場監督のサポートとして、皆様からスマイルをたくさんご協力して頂けるように会員の方々の気持ちが
伝わるよう感謝の気持ちを持って発表させて頂きます。スマイルはクラブの大切な財源であることを会員皆様に周知して頂き、
目標予算達成できるように御協力をお願い致します。また、会場設営に関しては、小菅S.A.A.と相談しながら新人会員の方が気兼ねなく出席できる
ように配席を決定したり、ビジター席へ親睦委員の方に同席をお願いしたり致します。例会進行につきましても例会運営をスムーズに行えるように、早
めの入場着席を心がけ、御参加して頂く会員や配偶者の皆様が楽しんで頂けるように、S.A.A.・親睦委員と協力していきたいと思います。まだロータ
リーに入会して、経験も浅く至らぬ点も沢山ございますが、小菅S.A.A.のアシストができるように頑張っていきたいと思います。皆様のあたたかい御指
導を頂ければ幸いです。　今年度一年間よろしくお願い致します。ご清聴ありがとうございました。

－２－

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



出席の状況
会員数　53名（内出席免除　２名）　出席者数　45名　　欠席者数　８名
出席率　86.54％　　前々回訂正　87.04％　　　　
欠席者　相原，加戸，川本，木本，家守，松村，氏房，（渡辺）

ビ ジ タ ー　　
〈国際ロータリー第2670地区  高松西RC〉野球同好会  監督  多田行宏  様、  キャプテン  島谷  隆　様
〈岡山RC〉　会長　大塚祥文　様、　幹事　中島範久　様

S . A . A . 　 　　
岡山RC会長 大塚祥文様、幹事 中島典久様 ： 表敬訪問させて頂きました。
高松西RC 多田様 : よろしくおつきあいを！
大饗会員 : ・岡山RC会長 大塚様、幹事 中島様、お忙しい中ご訪問ありがとうございます。

・高松西RC 野球同好会監督 多田様、キャプテン 島谷様、遠路よりご訪問ありがとうございます。
小菅会員 : 高松西RCのみなさま、訪問ありがとうございます。９月２日の試合を楽しみにしております。10月以降

で岡山ドームにて試合できるよう調整しております。後日、連絡差し上げます。
坪井会員 : 高松西RCの多田様、島谷様、本日はようこそお越し頂き、ありがとうございます。
堀川会員 : 大饗会長を初め、ひな壇の皆様、この一年のご活躍を期待しています。よろしくお願いします。
小松原会員 : 来週の富士登山には息子がご一緒させて頂くことになり、皆様にはたいへんお世話になります。ご指

導よろしくお願い致します。
西岡会員 : ・鈴木会員様、先日は朝早くからお付き合いいただきありがとうございました。

・７月14日金曜日に、倉敷駅前に「CENTURION HOTEL KURASHIKI」がオープンします。ご関
係先で倉敷にお泊まりの際は、是非ご利用くださいますようお願いいたします。レターBOXにパンフ
レットを入れております。

樋口会員 : 昨日、高松サンポートトライアスロンに参加してきました。高松メイン通りをバイクで走れるのは最高で
す。無事に大会を終えれたのでスマイルします。

花房会員 : ２週続けて例会を欠席しましたので、スマイル致します。
竹本会員 : ・本日例会を早退させていただきます。

・７月24日の旧ひな壇慰労例会を、ハワイに行っている為欠席させていただきます。申し訳ございません！！
11件　39,000円（累計 105,000円）

岡山RC会長ご挨拶 岡山RC会長　大　塚　祥　文　様
　本年度、岡山RC会長を仰せつかっております、大塚と幹事の中島でございます。よろしくお
願いします。岡山RC85年の歴史の中で私が初めて試みようと考えていることがあります。それ
は各RCの例会に順次お邪魔し、それぞれの良いところを我がクラブの例会に取り入れていくと
いうことです。本日は大変参考になる例会にお邪魔させて頂きました。本年度、いろいろとお世
話になると思いますがどうぞ、よろしくお願いします。

高松西RC 多田様ご挨拶 高松西RC　野球同好会監督　多　田　行　宏　様
　私は高松西ロータリークラブの多田と申します。私どものクラブは来年度５０周年を迎えます
が、女性の会長はおろか幹事もいまだ出ておりません。こちらのクラブでは大饗会長と次年度の
竹本会長と連続して女性会長を輩出しておられることに敬意をささげると共に羨ましくも感じま
す。また、縁ありこのたび、岡山北西ロータリークラブの野球同好会の皆様と試合をすることにな
りました。９月２日に香川県営球場（レグザムスタジアム）に於いてナイターで開催します。９月２日の試合には同好会
の皆様と多くの応援の方々がご来訪下さるようお待ちしています。

会 長 報 告 会　長　大　饗　よし江
　先週７月５日㈬、京都朱雀RCに当クラブより６人が表敬訪問いたしました。昨年、クラブを２分
するような事態が起きた事は聞いていましたが、友好クラブとして締結以来の方 も々多数いらっ
しゃいました。
　私の中で、当クラブ南葉会員と朱雀の今安会員（月桂冠副社長）のコンビで友好クラブ行事
が取り行なわれ、私は南葉会員より会計担当みたいな役割を言われ、毎回参加させて頂き、鞍馬山、醍醐寺の見
事なしだれ桜と楽しい京都散策の思い出をお話しして来ました。
　ちなみにクラブのスローガンが「本音で話そう」でした。私の思いも同じですので親しみを感じました。
　来年の３月、25周年の記念行事には当クラブからも多数参加したいと思います。

第１回 理事・役員会議事録 
日時　2017年７月３日㈪11：30～12：00　　　場所　ホテルグランヴィア岡山３階「エメラルドの間」
１、 開　会 会長　大饗よし江、司会・幹事　樋口　芳紀
２、 出席者の確認 副 幹 事　日笠　伸之
　　大饗よし江　坪井雅弘　樋口芳紀　日笠伸之　小菅英司　橘高正剛　末吉賢多　 鴨井利典
　　仲田錠二　槌田道弘　横山俊彦　竹本千代子　
３、会長挨拶 大饗よし江
４、協議事項
① ７月～９月のプログラムについて　…原案通り承認された。
② メークアップ対象行事について　…原案通り承認された。
③ 予算について　　●先月、退会が２名あったため会員53名で予算を組み直した。
④ 前期会費について　…原案通り承認された。
⑤ 地区補助金プロジェクトについて
●パンフレットを作成し、配布対象およびタイミングを青少年奉仕委員会・鴨井委員長を中心に検討する。また、
ニュースリリースも検討する。
●山陽新聞社および山陽放送に後援してもらうよう交渉中。
●経済同友会の幹事会（７月２６日）で開催周知させてもらうよう交渉中。
⑥ 旧ひな壇慰労会について　…原案通り承認された。
⑦ 地区大会の登録について　…日程：１０月２１日㈯・２２日㈰　ホストクラブ：倉敷南ロータリークラブ
⑧ その他
●岡山西南ロータリークラブ主催のドキュメンタリー映画「クワイ河に虹をかけた男」上映会について当クラブと
して後援する。
●インターアクト地区大会が７月２９日㈯・３０日㈰、ホテル大山に於いて開催される。
●ホールミュージックについて、毎回変えていく。

５、報告事項
  委員会編成について次の通り再編成を行った。
　●家族部会委員長・福元裕之会員
　●社会奉仕委員会委員長・入江直人会員（友好クラブ委員会副委員長兼任）
６、閉　会 副 幹 事　坪井　雅弘

インターアクト委員会 　　　インターアクト委員長　日　笠　常　信
　インターアクトクラブ関連会議が７月９日に倉敷市、アイビースクエアでありました。
第一回地区インターアクト委員会並びに第一回クラブインターアクト委員長会議
参加者：池上正ガバナー、廣本孝良地区代表幹事、
　　　 各地区委員及び各RCインターアクト委員長
議　題：第41回インターアクト地区大会、各県ブロック協議会、各県指導者講習会等
議　題：第41回インターアクト地区大会、各インターアクトクラブの取組 

京都朱雀RC表敬訪問 槌　田　道　弘　会員
　7月5日に京都朱雀RC様に大饗会長、坪井副会長、竹本会長エレクト、樋口幹事、岡本浩三友好クラブ委員長、
槌田親睦委員長の６名で訪問し、例会では大饗会長が祝辞を述べられました。
　その後の懇親会では、リーガロイヤルホテル京都14階『トップオブキョウト』で、京都の街並み
を見渡しながら親睦を深めてまいりました。

幹 事 報 告 幹　事　樋　口　芳　紀
①  庄司直前ガバナー事務所より、お礼およびガバナー事務所閉鎖のお知らせが届いております。
② ロータリーの友7月号、2017-18年度「クラブ活動・運営計画書」、2016-17年度「スマイル受
領証」を配付しております。。

③ ガバナー事務所より、地区ロータリー青少年交換プログラム2018-19年度派遣学生募集の
ご案内及びチラシが届いておりますので回覧いたします。

④ 他クラブ週報を回覧いたします。

ひな壇就任挨拶 
●副会長就任挨拶　 副会長　坪　井　雅　弘
　今年度、大饗会長からのご指名で副会長を努めさせて頂く事になりました坪井です。就任のご挨拶を述べさせて頂きます。
　思い起こせば「昼御飯を食べに来ると思って気楽に例会に来れば良い。」とのお誘いで、気楽な気持ちで入会して5年半
になりました。その間、堀川会長のもとでS.A.A.として初めてひな壇を経験させて頂き、理事・役員の仕事を少し理解しましたが、
至らぬ点が多々あり、反省の多かったことを覚えています。このような小生ですので、大饗会長にご指名頂いた時に、思わず
「私で宜しいのですか？」と尋ねたことを覚えています。岡山北西RC始まって以来の、初めての女性会長のもとで、一緒にロータリー活動が出来るこ
とは貴重な経験です。現在の日本では女性の意見や価値観がイノベーションになっていますが、そのような事を考えますと、大饗会長は今年度のRI
のテーマや、地区のスローガンの実践に適任ではないかと思います。会長を補佐して、会長不在の時に会長の代理をすることが副会長の仕事です
が、主な仕事は「閉会の挨拶」なのかなと思っています。しかし今年度のRIのテーマや地区スローガンに沿って、大饗会長が考えられている活動方
針を存分に実践出来る様に、サポートしてゆきたいと思います。
　最後に、会員相互の親睦を図る為にも、各理事・各委員会の役員の皆様方と協力して、クラブライフを充実したものにして行くべく努力したいと
思っています。どうぞご協力の程、宜しくお願いいたします。有り難うございました。

●副幹事就任挨拶 副幹事　日　笠　伸　之
　今年度、副幹事を務めさせていただきます、日笠伸之です。
　入会してまだ4年目で、人生経験もロータリー歴も浅く、不安もありますが、前年度の会報部会での経験を例会運営に活か
していきたいと思っております。先週の第1回目の例会では、やはり緊張もあってお聞き苦しいところもあったかと思います。
徐々に慣れていくとは思いますが、アドリブが苦手な方なので樋口幹事と共に入念に事前の準備を行い、毎回の例会に望みたいと思います。副幹
事の主な役割は、「例会などの議事運営をスムーズに執り行うこと」だと認識しています。歴代の副幹事をされた諸先輩方に比べると私はまだまだ
足元にも及びませんが、自分らしく、溌溂と爽やかに職務を全うしていく決意です。私は前年度と前々年度、例会出席率が100%でした。例会を欠席
して会長・幹事に迷惑をかけないよう健康管理にはくれぐれも気を付けていこうと思っております。健康維持のために始めたランニングは昨年のおか
やまマラソンで出した4時間40分が自己ベストですが、樋日幹事は自己ベストが4時間を切っているそうで、いろんな意味で樋口幹事を目標にがんば
りたいと思います。ちなみに今年のおかやまマラソンは抽選で落選し、3年連続出場が叶いませんでした。
　最後になりますが、会員の皆様にとりまして、「来て良かったと思える例会、また来たいと思える例会」を目指してまいりますので、今後ともご指導の
程、よろしくお願いいたします。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。

●S.A.A.就任挨拶 S.A.A.　小　菅　英　司
　本年度Ｓ.Ａ.Ａ.に就任しました。入会９年目の小菅でございます。
　会場監督という仕事なのですが、例会・事業の運営がスムーズに行われるよう会場の設備や備品等、チェックリスト
を作成して行います。手帳の５０ページにスマイルボックスについての記述があり、ペナルティやお祝いなどでスマイル
をするヒントが書いてあります。心当たりがございましたら、期限等はございません。いつでも受付しております。本年度
は、例会中の私語や携帯電話等のマナー違反もイエローカードやレッドカードを用い、スマイルにつなげて行こうと思っ
ています。スマイルは副Ｓ.Ａ.Ａ.の橘高会員をメインに発表していただき、私は会場監督として、目を光らようと思います。
私も橘高会員も建設関係で、決してソフトな顔立ちではありませんが、皆さまからのスマイルをスマイルで頂くよう心がけます。目標金額を達成できる
ようご協力お願いいたします。先月訪問した高松西ＲＣでは、１万円以上のスマイルを「特大頂きました。」と発表しておりました。今年に関しては、な
にかオリジナルを考えたいと思います。クラブ活動計画書にも書きましたが、年に数回座席指定を行い、関わり合いの少ない会員同志のコミュニケー
ションを図るということで、みなさまの座っている場所、メンバーをメモしております。座席指定の例会時はご協力をお願いいたします。
　私もみなさまに対して、いろいろと気付いたことを語りかけて行こうと思っております。みなさまも私に対して気付いたことがありましたら、お互いの今
後のために気兼ねなく申し付けください。一年間よろしくお願いいたします。

●副S.A.A.就任挨拶 副S.A.A.　橘　高　正　剛
　今年度より、大饗会長のもと、副S.A.A.をさせて頂きます。橘高正剛です、皆様よろしくお願い致します。
　副S.A.A.としては、会場監督のサポートとして、皆様からスマイルをたくさんご協力して頂けるように会員の方々の気持ちが
伝わるよう感謝の気持ちを持って発表させて頂きます。スマイルはクラブの大切な財源であることを会員皆様に周知して頂き、
目標予算達成できるように御協力をお願い致します。また、会場設営に関しては、小菅S.A.A.と相談しながら新人会員の方が気兼ねなく出席できる
ように配席を決定したり、ビジター席へ親睦委員の方に同席をお願いしたり致します。例会進行につきましても例会運営をスムーズに行えるように、早
めの入場着席を心がけ、御参加して頂く会員や配偶者の皆様が楽しんで頂けるように、S.A.A.・親睦委員と協力していきたいと思います。まだロータ
リーに入会して、経験も浅く至らぬ点も沢山ございますが、小菅S.A.A.のアシストができるように頑張っていきたいと思います。皆様のあたたかい御指
導を頂ければ幸いです。　今年度一年間よろしくお願い致します。ご清聴ありがとうございました。

－３－

本日のメニュー（７月24日）　旧ひな壇慰労夜間例会
次回のメニュー（７月31日）

冷し物　鰻とろろ蕎麦（茶そば）　錦糸玉子　味付椎茸　薬味　刻み葱　山葵
小　皿　あおさ海苔蒟蒻  酢味噌　　　　　　  小鉢　陸蓮根と蒸し鶏の柚子風味
焚　合　加茂茄子揚げ出し  赤卸し  糸花鰹　　御飯　鱧山椒御飯（岡山県産こしひかり）　　香物  三種

　　会報部会／森本剛仁・松村秀治・丹治康浩
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