
出席の状況
会員数　55名（内出席免除　２名）　出席者数　39名　　欠席者数　16名
出席率　72.22％　　前々回訂正　88.89％　　　　
欠席者　原，原田，日笠（常），加戸，金子，川本，河村，菊井，木本，橘高，家守，熊野，丹治，
　　　　槌田，氏房，（渡辺）

S . A . A . 　 　　
岡本（和）会員 ： 第4回ＩＤＭに参加の皆さんお疲れさまでした。堀川情報委員長には今年度のＩＤＭを実りあるも

のにしていただきありがとうございました。
末吉会員 ： ・児島副幹事、ご結婚おめでとうございます。

・ 5月30日の第4回ＩＤＭにご参加の皆様、お疲れ様でした。
大饗会員 ： ・5月に花束を頂きお礼が遅くなりすみません。

・本日、次年度に向けてフォーラム、次期のひな壇一同で各々の方針をお話させていただきます。
堀川会員 ： ・先日のＩＤＭではたくさんの方に出席頂きありがとうございます。これで4回のＩＤＭ全て終了しました

ので今年の私の仕事はこれで終わりました。
・その後、山下先生ありがとうございました。
・歴史同好会の研修旅行の案内をレターボックスに入れておりますのでたくさんの方の参加をお願
い致します。

竹本会員 ： ・ＩＤＭとても充実した会でありました。堀川さん、岡本会長さん、ありがとうございました。
・児島正典さん、ご結婚おめでとうございます。

藤岡会員 ： 児島さん、ご結婚おめでとうございます。とても素敵な奥様ですね。
仲田会員 ： 児島さん、ご結婚おめでとうございます！！ 素敵な家庭を築いてくださいね。
児島会員 ： 昨日、岡山市役所に婚姻届を提出しましたのでスマイルします。

９件　124,000円（累計 1,410,000円）

会 長 報 告  会　長　岡　本　和　夫
　いよいよ最終月を迎え、例会も残り4回となりました。今月はロータリー親睦活動月間であります。 
ロータリ ーでは、中核的価値観の一つに、 親睦（Fellowship）を挙げ、クラブ内の会員はもとより、
家族や他クラブの会員との友好親睦を奨励しています。知り合いを広め、それぞれの職業的価
値を認め合い、奉仕に結びつけていく、まさに親睦は奉仕とともに、 ロータリ ーの両輪であります。
　先日の第4回IDMでは、 堀川情報委員長から日本のロータリークラブの奉仕・貢献を中心にお話をいただきまし
た。その後お酒の席ではありましたが、ロータリーのことを中心にすえて、21名の参加者全員が思い思いに抱負、課
題、近況などを語りました。時の経つのも忘れるほど熱く語り合い、すがすがしさを感じながら会場をあとにしました。
会員を理解してこそ、クラブの成長そして未来はあると思います。今年度は会員にもれなく発言の機会を設けるとい
うことを柱の一つにしていました。達成できて会長として満足しています。
　本日はこのあと、 「次年度に向かって」と題して、クラブフォーラムがあります。 会員の想いを汲んで次年度が良い
年度となりますよう、また建設的なフォーラムとなりますよう祈念して、本日の会長報告とさせていただきます。

幹 事 報 告 幹　事　末　吉　賢　多
① ガバナー月信Vol.12を配付しております。
② 「歴史同好会研修旅行のご案内」を配付しております。
③ ロータリー情報冊子のご案内が届いておりますので回覧いたします。ご希望がございまし
たらクラブでまとめて注文させていただきますので、事務局にお申し出ください。

④ 財団室NEWS6月号、 他クラブ週報を回覧いたします。
⑤ 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12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。

次期S.A.A.挨拶　 小菅　英司　次期Ｓ.Ａ.Ａ.
　入会９年目にしてＳ.Ａ.Ａ.を拝命することになりました。Ｓ.Ａ.Ａ.の立場はスマイルを集めることはも
ちろんですが、次年度は会場監督として厳しく立ち振舞おうと思います。
　携帯のマナー違反や、遅刻、服装違反等をスマイルにつなげていけるように注意を促そうと思い
ます。会場の設営も備品の確認や、食事等にも配慮し、気付きの多い一年にします。
　スマイルの発表は副Ｓ.Ａ.Ａ.と共に、キッチリ、ハッキリとユーモアを取り入れて発表する工夫をしようと思います。
　「今年のＳ.Ａ.Ａ.はちょっと違う！」と思って頂けるように頑張ります。一年間よろしくお願いします。

親睦活動委員会からのお知らせ　　 親睦活動委員長　岡　本　浩　三
　６月25日㈰に予定している家族親睦旅行ですが、引き続き参加者を募集しています。
親睦活動委員会として本年度最後の事業をできるだけ多くの方にご参加いただき、締
めくくりたいと思いますので、ご参加をよろしくお願いいたします。

第12回理事・役員会議事録 　　　　　　
日　時　　2017年６月５日㈪13：35～14：05　　　
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　岡本　和夫
 司会・幹事　末吉　賢多
２、 出席者の確認 副　幹　事　児島　正典
　　岡本和夫　竹本千代子　末吉賢多　児島正典　仲田錠二　入江直人　相原利行　樋口芳紀
　　小松原隆代　鴨井利典　平松　信　岡本浩三　西山隆三郎　堀川辰也　大饗よし江
３、 会長挨拶 会　　　長　岡本　和夫
４、 審議事項
① ６月のプログラムについて　 …原案通り、承認された。
② 会員の退会について　 …菊井慎也会員が６月30日で退会することが、承認された。
③ 家族旅行について
　 　…親睦活動委員長より、現時点での参加人数等について報告があり、承認された。
④ スマイル金額の状況について　 …幹事より、目標金額に達した旨の報告があった。
⑤ Ｒ財団の寄付目標について　 …幹事より、目標金額に達した旨の報告があった。
⑥ 年度末表彰について　 …幹事より、表彰対象者及び記念品について報告があり、承認された。
⑦ その他　 …特になし。
５、 報告事項
　① 6RC事務局員退職金について
　 　　…幹事より、事務局員退職金積立金に関する6RC幹事会申し送り事項の説明があった。
　② 会長賞について　 …幹事より、今年度の達成が困難である旨の報告があった。
６、 閉　　会 副　会　長　竹本千代子

結 婚 報 告  　　児　島　正　典　会員
　この度、6月4日AM11：20に入籍しました。一緒に暮らし始めるのは、少し先ですので、まだまだ実
感は湧きませんが、新しい人生が始まりました。私は、昔から話をするのが得意ではなく、会話が長く
続く相手があまりいないのですが、妻とは出会った頃から違和感なく話すことが出来ました。また、私
は、昔から前もって計画を立てて物事が計画通りに運ぶようにしたがるのですが、妻はそれを見透
かすかのように、急に、「こうする」と言っては私が驚くのを楽しんで見ています。そんな妻との新しい人生のスタートです。
　遅い夫婦生活のスタートとなりましたが、これからは二人同じ人生を自分達らしく歩んで行きたいと思います。家
族例会にも一緒に参加したいと思いますので、その時にはよろしくお願いします。

クラブフォーラム「次年度に向けて」 
次期会長挨拶 大饗　よし江　次期会長
「Ｍｙ　Ｒｏｔａｒｙ　Ｍｏｒｍｅｎｔ」「会長としての心構え」「覚悟と責任」
本年度ＲＩのスローガン
「ＲＯＴＡＲＹ：ＭＡＫＩＮＧ　Ａ　ＤＩＦＦＥＲＥＮＣＥ」「ロータリー：変化をもたらす」
地区スローガン　「ＴＡＫＥ　ＡＣＴＩＯＮ」
◎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する。

次期副会長挨拶 坪井　雅弘　次期副会長
　次年度のRI会長であるイアン・ライズリー氏が掲げられたテーマがMaking a Difference（変
化をもたらす）です。ロータリーが出来て112年になりますが、これから未来に向けて持続成長する
為にも、ロータリアンは行動を起こし、世界の人々や我々の人生に変化をもたらさねばならないと述
べられています。
　先進国では会員が減少している現状に、危機感を持ち、時代に即して変化する必要があるようです。幸いなこと
に、岡山北西ロータリークラブでは、若い会員の皆様の入会が増えていますが、女性会員の入会が進んでいません。
若い会員と女性会員が増加することで、クラブに変化がもたらされると思います。その為にも例会に参加したくなるよ
うなプログラムや食事などに留意し、会員の皆様のご意見に耳を傾け、各委員会との連携を密にしたいと思います。
　以上申した方針で、次期大饗体制を支えていきたいと思います。皆様宜しくお願い致します。
次期幹事挨拶 樋口　芳紀　次期幹事
　幹事として、大饗次期会長年度の一年がいい形で終れるように、また会員の方々がいい年度
だったと言っていただけるように、記憶に残る様に努めてまいります。
　北西RCは、若手が多くなってまいりました。もちろんベテランの方々多く在籍されてる中、とてもう
まく会がまとまっている様に思います。
　次年度の財団の目標でもあります「会員増強」を踏まえて、当クラブ初の女性会長という事もあり、女性会員が入
りやすい、魅力ある会にしたいと思います。
　幹事として精一杯、皆様の為に頑張ってまいりますので、どうぞご協力をよろしくお願いいたします。
次期副幹事挨拶 日笠　伸之　次期副幹事
　私は今年の４月で入会して３年が経ちました。「石の上にも三年」という言葉がありますが、入会
４年目となる今年度は会報部会の委員長をさせていただくことで様 な々学びがありました。このよう
な成長の機会を与えてくださったことに感謝の気持ちでいっぱいです。
　次年度は副幹事を仰せつかりました。若輩者でロータリー歴も浅く職務を全うできるか不安もあり
ますが、自分自身がさらに成長できるチャンスと捉え、限界に挑戦していきたいと思います。
　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。より良い例会、より
良いクラブにするべく会員の方からのご意見・ご指導を謙虚に受け止め、大饗次期会長、樋口次期幹事を全力で
支えていく決意です。
　至らない点が多々あるかと思いますが、よろしくお願いいたします。
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かすかのように、急に、「こうする」と言っては私が驚くのを楽しんで見ています。そんな妻との新しい人生のスタートです。
　遅い夫婦生活のスタートとなりましたが、これからは二人同じ人生を自分達らしく歩んで行きたいと思います。家
族例会にも一緒に参加したいと思いますので、その時にはよろしくお願いします。

クラブフォーラム「次年度に向けて」 
次期会長挨拶 大饗　よし江　次期会長
「Ｍｙ　Ｒｏｔａｒｙ　Ｍｏｒｍｅｎｔ」「会長としての心構え」「覚悟と責任」
本年度ＲＩのスローガン
「ＲＯＴＡＲＹ：ＭＡＫＩＮＧ　Ａ　ＤＩＦＦＥＲＥＮＣＥ」「ロータリー：変化をもたらす」
地区スローガン　「ＴＡＫＥ　ＡＣＴＩＯＮ」
◎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する。

次期副会長挨拶 坪井　雅弘　次期副会長
　次年度のRI会長であるイアン・ライズリー氏が掲げられたテーマがMaking a Difference（変
化をもたらす）です。ロータリーが出来て112年になりますが、これから未来に向けて持続成長する
為にも、ロータリアンは行動を起こし、世界の人々や我々の人生に変化をもたらさねばならないと述
べられています。
　先進国では会員が減少している現状に、危機感を持ち、時代に即して変化する必要があるようです。幸いなこと
に、岡山北西ロータリークラブでは、若い会員の皆様の入会が増えていますが、女性会員の入会が進んでいません。
若い会員と女性会員が増加することで、クラブに変化がもたらされると思います。その為にも例会に参加したくなるよ
うなプログラムや食事などに留意し、会員の皆様のご意見に耳を傾け、各委員会との連携を密にしたいと思います。
　以上申した方針で、次期大饗体制を支えていきたいと思います。皆様宜しくお願い致します。
次期幹事挨拶 樋口　芳紀　次期幹事
　幹事として、大饗次期会長年度の一年がいい形で終れるように、また会員の方々がいい年度
だったと言っていただけるように、記憶に残る様に努めてまいります。
　北西RCは、若手が多くなってまいりました。もちろんベテランの方々多く在籍されてる中、とてもう
まく会がまとまっている様に思います。
　次年度の財団の目標でもあります「会員増強」を踏まえて、当クラブ初の女性会長という事もあり、女性会員が入
りやすい、魅力ある会にしたいと思います。
　幹事として精一杯、皆様の為に頑張ってまいりますので、どうぞご協力をよろしくお願いいたします。
次期副幹事挨拶 日笠　伸之　次期副幹事
　私は今年の４月で入会して３年が経ちました。「石の上にも三年」という言葉がありますが、入会
４年目となる今年度は会報部会の委員長をさせていただくことで様 な々学びがありました。このよう
な成長の機会を与えてくださったことに感謝の気持ちでいっぱいです。
　次年度は副幹事を仰せつかりました。若輩者でロータリー歴も浅く職務を全うできるか不安もあり
ますが、自分自身がさらに成長できるチャンスと捉え、限界に挑戦していきたいと思います。
　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。より良い例会、より
良いクラブにするべく会員の方からのご意見・ご指導を謙虚に受け止め、大饗次期会長、樋口次期幹事を全力で
支えていく決意です。
　至らない点が多々あるかと思いますが、よろしくお願いいたします。

－２－
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出席の状況
会員数　55名（内出席免除　２名）　出席者数　39名　　欠席者数　16名
出席率　72.22％　　前々回訂正　88.89％　　　　
欠席者　原，原田，日笠（常），加戸，金子，川本，河村，菊井，木本，橘高，家守，熊野，丹治，
　　　　槌田，氏房，（渡辺）

S . A . A . 　 　　
岡本（和）会員 ： 第4回ＩＤＭに参加の皆さんお疲れさまでした。堀川情報委員長には今年度のＩＤＭを実りあるも

のにしていただきありがとうございました。
末吉会員 ： ・児島副幹事、ご結婚おめでとうございます。

・ 5月30日の第4回ＩＤＭにご参加の皆様、お疲れ様でした。
大饗会員 ： ・5月に花束を頂きお礼が遅くなりすみません。

・本日、次年度に向けてフォーラム、次期のひな壇一同で各々の方針をお話させていただきます。
堀川会員 ： ・先日のＩＤＭではたくさんの方に出席頂きありがとうございます。これで4回のＩＤＭ全て終了しました

ので今年の私の仕事はこれで終わりました。
・その後、山下先生ありがとうございました。
・歴史同好会の研修旅行の案内をレターボックスに入れておりますのでたくさんの方の参加をお願
い致します。

竹本会員 ： ・ＩＤＭとても充実した会でありました。堀川さん、岡本会長さん、ありがとうございました。
・児島正典さん、ご結婚おめでとうございます。

藤岡会員 ： 児島さん、ご結婚おめでとうございます。とても素敵な奥様ですね。
仲田会員 ： 児島さん、ご結婚おめでとうございます！！ 素敵な家庭を築いてくださいね。
児島会員 ： 昨日、岡山市役所に婚姻届を提出しましたのでスマイルします。

９件　124,000円（累計 1,410,000円）

会 長 報 告  会　長　岡　本　和　夫
　いよいよ最終月を迎え、例会も残り4回となりました。今月はロータリー親睦活動月間であります。 
ロータリ ーでは、中核的価値観の一つに、 親睦（Fellowship）を挙げ、クラブ内の会員はもとより、
家族や他クラブの会員との友好親睦を奨励しています。知り合いを広め、それぞれの職業的価
値を認め合い、奉仕に結びつけていく、まさに親睦は奉仕とともに、 ロータリ ーの両輪であります。
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題、近況などを語りました。時の経つのも忘れるほど熱く語り合い、すがすがしさを感じながら会場をあとにしました。
会員を理解してこそ、クラブの成長そして未来はあると思います。今年度は会員にもれなく発言の機会を設けるとい
うことを柱の一つにしていました。達成できて会長として満足しています。
　本日はこのあと、 「次年度に向かって」と題して、クラブフォーラムがあります。 会員の想いを汲んで次年度が良い
年度となりますよう、また建設的なフォーラムとなりますよう祈念して、本日の会長報告とさせていただきます。

幹 事 報 告 幹　事　末　吉　賢　多
① ガバナー月信Vol.12を配付しております。
② 「歴史同好会研修旅行のご案内」を配付しております。
③ ロータリー情報冊子のご案内が届いておりますので回覧いたします。ご希望がございまし
たらクラブでまとめて注文させていただきますので、事務局にお申し出ください。

④ 財団室NEWS6月号、 他クラブ週報を回覧いたします。
⑤ 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12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。
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　入会９年目にしてＳ.Ａ.Ａ.を拝命することになりました。Ｓ.Ａ.Ａ.の立場はスマイルを集めることはも
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　スマイルの発表は副Ｓ.Ａ.Ａ.と共に、キッチリ、ハッキリとユーモアを取り入れて発表する工夫をしようと思います。
　「今年のＳ.Ａ.Ａ.はちょっと違う！」と思って頂けるように頑張ります。一年間よろしくお願いします。

親睦活動委員会からのお知らせ　　 親睦活動委員長　岡　本　浩　三
　６月25日㈰に予定している家族親睦旅行ですが、引き続き参加者を募集しています。
親睦活動委員会として本年度最後の事業をできるだけ多くの方にご参加いただき、締
めくくりたいと思いますので、ご参加をよろしくお願いいたします。
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⑤ Ｒ財団の寄付目標について　 …幹事より、目標金額に達した旨の報告があった。
⑥ 年度末表彰について　 …幹事より、表彰対象者及び記念品について報告があり、承認された。
⑦ その他　 …特になし。
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感は湧きませんが、新しい人生が始まりました。私は、昔から話をするのが得意ではなく、会話が長く
続く相手があまりいないのですが、妻とは出会った頃から違和感なく話すことが出来ました。また、私
は、昔から前もって計画を立てて物事が計画通りに運ぶようにしたがるのですが、妻はそれを見透
かすかのように、急に、「こうする」と言っては私が驚くのを楽しんで見ています。そんな妻との新しい人生のスタートです。
　遅い夫婦生活のスタートとなりましたが、これからは二人同じ人生を自分達らしく歩んで行きたいと思います。家
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◎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する。

次期副会長挨拶 坪井　雅弘　次期副会長
　次年度のRI会長であるイアン・ライズリー氏が掲げられたテーマがMaking a Difference（変
化をもたらす）です。ロータリーが出来て112年になりますが、これから未来に向けて持続成長する
為にも、ロータリアンは行動を起こし、世界の人々や我々の人生に変化をもたらさねばならないと述
べられています。
　先進国では会員が減少している現状に、危機感を持ち、時代に即して変化する必要があるようです。幸いなこと
に、岡山北西ロータリークラブでは、若い会員の皆様の入会が増えていますが、女性会員の入会が進んでいません。
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次期幹事挨拶 樋口　芳紀　次期幹事
　幹事として、大饗次期会長年度の一年がいい形で終れるように、また会員の方々がいい年度
だったと言っていただけるように、記憶に残る様に努めてまいります。
　北西RCは、若手が多くなってまいりました。もちろんベテランの方々多く在籍されてる中、とてもう
まく会がまとまっている様に思います。
　次年度の財団の目標でもあります「会員増強」を踏まえて、当クラブ初の女性会長という事もあり、女性会員が入
りやすい、魅力ある会にしたいと思います。
　幹事として精一杯、皆様の為に頑張ってまいりますので、どうぞご協力をよろしくお願いいたします。
次期副幹事挨拶 日笠　伸之　次期副幹事
　私は今年の４月で入会して３年が経ちました。「石の上にも三年」という言葉がありますが、入会
４年目となる今年度は会報部会の委員長をさせていただくことで様 な々学びがありました。このよう
な成長の機会を与えてくださったことに感謝の気持ちでいっぱいです。
　次年度は副幹事を仰せつかりました。若輩者でロータリー歴も浅く職務を全うできるか不安もあり
ますが、自分自身がさらに成長できるチャンスと捉え、限界に挑戦していきたいと思います。
　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。より良い例会、より
良いクラブにするべく会員の方からのご意見・ご指導を謙虚に受け止め、大饗次期会長、樋口次期幹事を全力で
支えていく決意です。
　至らない点が多々あるかと思いますが、よろしくお願いいたします。

－３－

本日のメニュー（６月12日（ヘルシーメニュー））　
こんがり焼いた魚とギリシャ風煮込み野菜と　その風味を生かしたソース
グリル野菜とリーフのサラダ　　　デザート　　　コーヒー　　パンとバター

次回のメニュー（６月19日）　
握り寿司盛り合わせ　寿司（鰆炙り　鯛　鮪　焼穴子　玉子　梅肉　がり）（県産昔醤油）
小皿　野菜のつくね天　生姜醤油 小　鉢　　法蓮草胡麻和え　薄揚げ　人参　くこの実
温物　茶碗蒸し　餡掛け　振り柚子 赤出汁　　浅利　刻み葱　粉山椒（備前味噌仕立て）

　　会報部会／日笠伸之・原　全伸・小菅英司
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