
出席の状況
会員数　55名（内出席免除　２名）　出席者数　36名　　欠席者数　19名
出席率　66.67％　　前々回訂正　100.0％　　　　
欠席者　花房，原，原田，加戸，鴨井，川本，河村，菊井，木本，小松原，熊野，楠，森本，大賀，
　　　　鈴木，丹治，槌田，氏房，（渡辺）

S . A . A . 　 　　
岡本（和）会員 ： 会員の皆様のご協力で、記憶に残る充実したIMが開催できました。お疲れさまでした。
末吉会員 ： 昨日のIMにご参加頂きました皆様、誠にありがとうございました。また、相原副実行委員長大変お世

話になりました。
藤岡会員 ： 昨日のIM　皆様お疲れさまでした。いろいろとありがとうございました。
竹本会員 ： 昨日のIMはとても有意義な会でした。実行委員会の方 に々感謝致します。参加の皆様お疲れさまで

した。
堀川会員 ： 昨日のIMお疲れさまでした。
相原会員 ： 昨日のIMにご参加の皆様、大変お世話になりました。特に小松さん、堀川さん、末吉幹事、中山さんに

はご迷惑をおかけしました。
平松会員 ： ・昨日は、すばらしい合同IMに参加させていただきまして有難うございました。

・3月24・25日　第15回日本フットケア学会年次学術集会を開催させていただきましたこと心から感謝
申し上げます。

岩本会員 ： 昨日のIMでは、皆様のご協力により無事成功裏に終ることが出来ました。私も第9グループガバナー補
佐としての役をなんとか果たすことが出来感謝いたします。あと3クラブ訪問が残っておりますが、余裕
で終えることが出来ます。

樋口会員 ： 昨日のIM、関係の皆様お疲れさまでした。
入江会員 ： 昨日のIMに参加の皆様お疲れさまでした。また、実行委員会の皆様ご苦労様でした。
笠原会員 ： 昨日はIMお疲れさまでした。
仲田会員 ： 昨日のIMに参加の皆様お疲れ様でした。ゴルフ同好会の皆様高額なスマイルありがとうございました。
代表  川西会員 ： ・去る3月20日㈷倉敷カントリー倶楽部で開催されました第271回岡山北西RCゴルフコンペに高

橋、鴻上、岡村会員と私川西が参加させて頂きましたところ、川西が優勝し高橋、鴻上、岡村
会員も飛び賞に入り、我組は全員賞を頂き、小松会長を始めとして参加された会員に申し訳な
いので賞金を全てスマイルさせて頂きました。
・昨日、岡山プラザホテルにて岡山北西RCがホストを務め開催された「IM」に於いて岡本会長
を始め、岩本ガバナー補佐、藤岡実行委員長、堀川本会議担当委員長、末吉幹事の大活躍、
更に、会員が一丸となり見事に成功裏に終わりました。他のクラブに岡山北西RCの見事な団
結力を御覧に入れることができたのではないかと思います。

大饗会員 ： 本日、会長研修の報告を開いて下さいましてありがとうございます。「DIFFERENCE」ディファレンス
というテーマに根ざした1年間にしたいと思います。

西岡会員 ： 昨日のIMを欠席しましたのでスマイルします。
ゴルフ同好会一同 ： 3月20日　倉敷カントリー倶楽部で第271回コンペを開催いたしました。天気のいい日に15名

参加で、大変楽しいコンペが開催されたことに参加者一同よりスマイルします。
26件　84,000円（累計 1,046,000円）

会 長 報 告  会　長　岡　本　和　夫
　昨日の第８・９グループ合同のIMは細部にいたるまで配慮がなされ、主幹として準備・運営を
してきました我がクラブの結束力・実力を示すことができました。クラブを代表して、岩本ガバ
ナー補佐をはじめ実行委員の皆様、そして何より会員の皆様に厚く御礼を申し上げます。コホ
ストの津山RC様はもとより、他クラブの皆様からの反響も良く、改めて岡山北西RCの良さを実
感しました。
　坂本光司先生の講演では、『女性、高齢者、障がい者を大切にする事業経営のすすめ』と題して６社ほどの具
体例を挙げて説明されました。会社あげての思いやり、優しさが伝わってくるようで感動を覚えました。時間外労
働をはじめとした過酷な労働環境の問題がクローズアップされている現在、社員・家族第一主義の姿勢に、職業
奉仕の一端を見たような気がしました。真似のしようがありませんが、四つのテスト、とりわけ「真実かどうか」「みん
なに公平か」を常に念頭に置いて、日々 の仕事に取り組もうと改めて感じました。
　パズセッションでは、クラブ奉仕について討議するテーブルでしたが、他クラブでは、⑴スマイルは自ら発表する
⑵家族例会では、親睦委員会を中心に手作りの出し物を企画している⑶同好会活動に加え、各種委員会でも
委員の意見交換を活発にしている、などの意見が出ました。

米山記念奨学生のカウンセラー委嘱 　　　
　米山記念奨学生の世話クラブとして、カウンセラーを
お引き受け頂いた堀川辰也会員に、米山記念奨学会より
委嘱状が届きましたので、授与しました。

　米山奨学生　王　珮珣（オウ　ハイシュン）
　　出身国　中国 
　　期　間　2017年４月１日～2018年３月31日
　　大　学　岡山商科大学

ゴルフ同好会報告 　　　
第271回ゴルフ同好会 成績表他
場所：倉敷カントリー倶楽部
日時：平成29年３月20日（祝）　スタート 9：28ＯＵＴ　４組　15人参加
順位

　天気の良い日で、参加者15名でゴルフを行いました。久々に川西会員、高
橋会員も参加され、川西会員が優勝されました。次回は４月15・16日、鳴門に
１泊２日の２プレイです。５月25日は鷲羽ゴルフクラブになります。皆様の参加を
お待ちしています。

４月お祝い行事

幹 事 報 告 幹　事　末　吉　賢　多
① 昨日開催の第8・第9グループ合同IMでは、会員の皆様にはご協力いただきありがとうございました。
② ４月のロータリーレートは１$=116円です。
③ 米沢中央ロータリークラブより、 岡山市民会館で開催の盲目のバイオリニスト「増田太郎コン
サート」のご案内が届いておりますので、 回覧いたします。

④ 米山奨学生の世話依頼についての文書が届いております。堀川会員にカウンセラーをお引
き受けいただきましたので、会長より委嘱状をお渡しいたします。

⑤ 昨年10月に開催されました地区大会の記念誌が届いておりますので配付しております。
⑥ 本日のプログラム「PETSの報告」の資料を配付しております。
⑦ 台湾での「第18回ロータリー国際囲碁大会」のご案内、岡山済生会福祉施設広報誌「木もれ陽」、他クラブ
週報を回覧いたします。

⑧ 後期ガバナー補佐訪問クラブ協議会のご案内を配付しておりますので、理事・役員・部会長及び入会１年未
満の会員の皆様はご出席よろしくお願いいたします。

クラブフォーラム ＰＥＴＳの報告
「会長エレクト研修セミナーに参加して」（H29.3.4～5） 次期会長　大饗　よし江
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」
第2690地区池上ガバナースローガン　「TAKE ACTION」  Create Awareness 
ロータリーは何ですかの答えが「ロータリー：変化をもたらす」
◎男女会員のバランス（女性会員の増強）
◎40オ以下の若い会員の入会促進
◎ロータリーカードの普及

ロータリースタイル（目標とすべき会長の形）
「形より心に入る」ロータリー道がある
会長の話は小さなエピソードについて3分以内にする
新会員にできるだけ声をかける
◎卓話の内容を告知することによって出席率を上げる
◎点鐘は単なる合図ではない

会長としての心構え （My Rotary Moment） 
「覚悟と責任」
活性化のためのアイデア探し
Learning Over Education （教育より学び） 
Active Learning （競争力よりも対応力が大切） 
Believing In （良いことを信じる）

ＩＭ開催御礼 　第９グループＩＭ実行委員長　藤　岡　　温
　昨日の合同ＩＭは、おかげさまで無事終えることができました。特にバズセッションは、昨年度よ
り充実していたと思います。これは、ひとえに皆様方の真摯な取り組みとご協力の賜物です。貴
重な時間と労力を出して頂きましたこと、あらためて感謝申し上げます。ありがとうございました。
　昨年度の25周年行事、今回のＩＭとも実働部隊の優秀なること、頼もしい限りです。
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末吉会員 ： 昨日のIMにご参加頂きました皆様、誠にありがとうございました。また、相原副実行委員長大変お世

話になりました。
藤岡会員 ： 昨日のIM　皆様お疲れさまでした。いろいろとありがとうございました。
竹本会員 ： 昨日のIMはとても有意義な会でした。実行委員会の方 に々感謝致します。参加の皆様お疲れさまで

した。
堀川会員 ： 昨日のIMお疲れさまでした。
相原会員 ： 昨日のIMにご参加の皆様、大変お世話になりました。特に小松さん、堀川さん、末吉幹事、中山さんに

はご迷惑をおかけしました。
平松会員 ： ・昨日は、すばらしい合同IMに参加させていただきまして有難うございました。

・3月24・25日　第15回日本フットケア学会年次学術集会を開催させていただきましたこと心から感謝
申し上げます。

岩本会員 ： 昨日のIMでは、皆様のご協力により無事成功裏に終ることが出来ました。私も第9グループガバナー補
佐としての役をなんとか果たすことが出来感謝いたします。あと3クラブ訪問が残っておりますが、余裕
で終えることが出来ます。

樋口会員 ： 昨日のIM、関係の皆様お疲れさまでした。
入江会員 ： 昨日のIMに参加の皆様お疲れさまでした。また、実行委員会の皆様ご苦労様でした。
笠原会員 ： 昨日はIMお疲れさまでした。
仲田会員 ： 昨日のIMに参加の皆様お疲れ様でした。ゴルフ同好会の皆様高額なスマイルありがとうございました。
代表  川西会員 ： ・去る3月20日㈷倉敷カントリー倶楽部で開催されました第271回岡山北西RCゴルフコンペに高

橋、鴻上、岡村会員と私川西が参加させて頂きましたところ、川西が優勝し高橋、鴻上、岡村
会員も飛び賞に入り、我組は全員賞を頂き、小松会長を始めとして参加された会員に申し訳な
いので賞金を全てスマイルさせて頂きました。
・昨日、岡山プラザホテルにて岡山北西RCがホストを務め開催された「IM」に於いて岡本会長
を始め、岩本ガバナー補佐、藤岡実行委員長、堀川本会議担当委員長、末吉幹事の大活躍、
更に、会員が一丸となり見事に成功裏に終わりました。他のクラブに岡山北西RCの見事な団
結力を御覧に入れることができたのではないかと思います。

大饗会員 ： 本日、会長研修の報告を開いて下さいましてありがとうございます。「DIFFERENCE」ディファレンス
というテーマに根ざした1年間にしたいと思います。

西岡会員 ： 昨日のIMを欠席しましたのでスマイルします。
ゴルフ同好会一同 ： 3月20日　倉敷カントリー倶楽部で第271回コンペを開催いたしました。天気のいい日に15名

参加で、大変楽しいコンペが開催されたことに参加者一同よりスマイルします。
26件　84,000円（累計 1,046,000円）

会 長 報 告  会　長　岡　本　和　夫
　昨日の第８・９グループ合同のIMは細部にいたるまで配慮がなされ、主幹として準備・運営を
してきました我がクラブの結束力・実力を示すことができました。クラブを代表して、岩本ガバ
ナー補佐をはじめ実行委員の皆様、そして何より会員の皆様に厚く御礼を申し上げます。コホ
ストの津山RC様はもとより、他クラブの皆様からの反響も良く、改めて岡山北西RCの良さを実
感しました。
　坂本光司先生の講演では、『女性、高齢者、障がい者を大切にする事業経営のすすめ』と題して６社ほどの具
体例を挙げて説明されました。会社あげての思いやり、優しさが伝わってくるようで感動を覚えました。時間外労
働をはじめとした過酷な労働環境の問題がクローズアップされている現在、社員・家族第一主義の姿勢に、職業
奉仕の一端を見たような気がしました。真似のしようがありませんが、四つのテスト、とりわけ「真実かどうか」「みん
なに公平か」を常に念頭に置いて、日々 の仕事に取り組もうと改めて感じました。
　パズセッションでは、クラブ奉仕について討議するテーブルでしたが、他クラブでは、⑴スマイルは自ら発表する
⑵家族例会では、親睦委員会を中心に手作りの出し物を企画している⑶同好会活動に加え、各種委員会でも
委員の意見交換を活発にしている、などの意見が出ました。

米山記念奨学生のカウンセラー委嘱 　　　
　米山記念奨学生の世話クラブとして、カウンセラーを
お引き受け頂いた堀川辰也会員に、米山記念奨学会より
委嘱状が届きましたので、授与しました。

　米山奨学生　王　珮珣（オウ　ハイシュン）
　　出身国　中国 
　　期　間　2017年４月１日～2018年３月31日
　　大　学　岡山商科大学

ゴルフ同好会報告 　　　
第271回ゴルフ同好会 成績表他
場所：倉敷カントリー倶楽部
日時：平成29年３月20日（祝）　スタート 9：28ＯＵＴ　４組　15人参加
順位

　天気の良い日で、参加者15名でゴルフを行いました。久々に川西会員、高
橋会員も参加され、川西会員が優勝されました。次回は４月15・16日、鳴門に
１泊２日の２プレイです。５月25日は鷲羽ゴルフクラブになります。皆様の参加を
お待ちしています。

４月お祝い行事

幹 事 報 告 幹　事　末　吉　賢　多
① 昨日開催の第8・第9グループ合同IMでは、会員の皆様にはご協力いただきありがとうございました。
② ４月のロータリーレートは１$=116円です。
③ 米沢中央ロータリークラブより、 岡山市民会館で開催の盲目のバイオリニスト「増田太郎コン
サート」のご案内が届いておりますので、 回覧いたします。

④ 米山奨学生の世話依頼についての文書が届いております。堀川会員にカウンセラーをお引
き受けいただきましたので、会長より委嘱状をお渡しいたします。

⑤ 昨年10月に開催されました地区大会の記念誌が届いておりますので配付しております。
⑥ 本日のプログラム「PETSの報告」の資料を配付しております。
⑦ 台湾での「第18回ロータリー国際囲碁大会」のご案内、岡山済生会福祉施設広報誌「木もれ陽」、他クラブ
週報を回覧いたします。

⑧ 後期ガバナー補佐訪問クラブ協議会のご案内を配付しておりますので、理事・役員・部会長及び入会１年未
満の会員の皆様はご出席よろしくお願いいたします。

クラブフォーラム ＰＥＴＳの報告
「会長エレクト研修セミナーに参加して」（H29.3.4～5） 次期会長　大饗　よし江
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」
第2690地区池上ガバナースローガン　「TAKE ACTION」  Create Awareness 
ロータリーは何ですかの答えが「ロータリー：変化をもたらす」
◎男女会員のバランス（女性会員の増強）
◎40オ以下の若い会員の入会促進
◎ロータリーカードの普及

ロータリースタイル（目標とすべき会長の形）
「形より心に入る」ロータリー道がある
会長の話は小さなエピソードについて3分以内にする
新会員にできるだけ声をかける
◎卓話の内容を告知することによって出席率を上げる
◎点鐘は単なる合図ではない

会長としての心構え （My Rotary Moment） 
「覚悟と責任」
活性化のためのアイデア探し
Learning Over Education （教育より学び） 
Active Learning （競争力よりも対応力が大切） 
Believing In （良いことを信じる）

ＩＭ開催御礼 　第９グループＩＭ実行委員長　藤　岡　　温
　昨日の合同ＩＭは、おかげさまで無事終えることができました。特にバズセッションは、昨年度よ
り充実していたと思います。これは、ひとえに皆様方の真摯な取り組みとご協力の賜物です。貴
重な時間と労力を出して頂きましたこと、あらためて感謝申し上げます。ありがとうございました。
　昨年度の25周年行事、今回のＩＭとも実働部隊の優秀なること、頼もしい限りです。

－３－

本日のメニュー（４月３日）　花見夜間例会　
次回のメニュー（４月10日（ヘルシー和食））　

丼物　鰆塩焼丼  いくら  つくね芋  姫赤茄子  胡瓜  大葉  煎り胡麻  生姜醤油  牛蒡御飯（岡山県産こしひかり）
小鉢　ホタテの昆布〆と春菊、湿地のお浸し　糸鰹
温物　茶碗蒸し　　　赤出汁　三種　　　香物　三種

　　会報部会／日笠伸之・原　全伸・小菅英司

例会情報例会情報例会情報例会情報

OUT
46
51
52

IN
47
49
55

GROSS
93
100
107

HD
19.2
26.0
32.4

NET
73.8
74.0
74.6

RANK
優　勝
準優勝
第３位

NAME
川西　熊雄
鴻上　幸生
高橋　峯男

結 婚 記 念 日
配偶者名
照子
政子
典子
匡子
知歌子
三千代

会　員　誕　生
氏　　名
山田　喜広
日笠　常信

月日
S46.４.22
S36.４.２

月日
４.25
４.11
４.23
４.29
４.９
４.15

配　偶　者　誕　生
氏　　名
渡辺　晋一
岡村　秀男
山下　浩一
日笠　常信
日笠　伸之
鈴木　一生

氏　　名
塩飽　　健
川西　熊雄
木本　克彦
花房　　茂
小松　忠男
藤岡　　温

月日
４.25
４.５
４.20
４.２
４.30
４.10

氏　　名
小菅　英司
岡本　浩三
平松　　信
橘高　正剛
楠　　慎平

月日
４.27
４.13
４.29
４.６
４.21

hara
四角形


