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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　45名　　欠席者数　11名
出席率　83.33％　　前々回訂正　85.45％　　　　
欠席者　原，樋口，加戸，鴨井，菊井，小橋，高橋（裕），山下（常），横山，（平野），（柏野）

S . A . A . 　 　　
昨年の暮は生活態度が良しからずで、
三途の川岸まで参りましたが、懐には五
文銭しかなく、渡る事が出来ずに又戻っ
てきました。

傘寿賀の祝いびっくりしています。喜ん
でいます。ありがとうございます。

喜寿のお祝いを頂けるとの事なので、
とりあえずスマイルします。高齢のお祝
いを頂くのは、少し複雑な思いをしてい
ます。

私も、古希という年になり御祝いをしてい
ただけるという事は、まことにありがとうご
ざいます。これからも、一年一年、よい年
をとっていきたいと思います。

明けましておめでとうございます。年末
のNHK紅白歌合戦でMISIA（ミー
シャ）の衣装は次男Motohiro Tanji（モ
トヒロ タンジ）の作品です。長崎平和記
念公園からの中継で白いニットワンピー
スがすばらしかったです。家族一同大い
に盛り上がり最高の年越しをすることが
できました。今年もよろしくお願いします。

あけましておめでとう御座居ます。本年
もどうぞよろしくお願い致します。

無事に新年を迎えた事に感謝です。本
年もよろしく御指導頂きます様に。

傘寿のお祝い　　木本  克彦会員
　傘寿、八十歳の賀の祝い、長寿の祝いである。この私がである。ロータリーからお話をいただいた時は狐につ
ままれた思いであった。私は西暦1937年、昭和12年生れ、この正月、西暦2016年、平成28年でちょうどいいのだ
そうだ。数え年とは、生まれた時が一歳で正月を越えると加算する数え方だから、命の階段であるこのお正月元
旦0時が80段目である。
　アルベルト・シュヴァィツァーの言葉に「私たちは生きようとする生命に囲まれた生きようとする生命である」と言う
「生命の畏敬」「生命の厳しさ」をあらわす箴言があります。私は両親の亡くなった年令をかなり超えて生きており
ます。昔であればどうかなと思える病気も経験しております。運がよかったと言えばそうなんでしょう。具体的には、
生れてから今までの日々 経験してきた「縁」と言うものでしょうか。その中でも特に人縁、人と人とのつづきあいに恵
まれたからと思います。感謝しなければなりません。
　生命を誕生させ、育み、愛情深く守ってくれた両親に大いに感謝しなければなりません。そしてそれを受け継ぐ
形で支えてくれている妻に深く感謝しなければなりません。この宇宙、地球、日本、岡山、そして時代等々に恵まれ
て、そう、すべてのもの縁あっての今があります。まさに「生きようとする生命に囲まれた私という1個の生命」と考え
ると、心から実感し感動し喜んでおります。
　私の本日の傘寿のお祝い、私という一つの生命への新たなスタートの応援として、自分の未来に期待して踏み
出す力として、大きな感謝をもって拝受したいと思います。本日は本当にありがとうございました。 平成28年1月4日

第７回理事、役員会議事録
日時　平成28年１月４日㈪17：40～18：00　　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
⒈ 開　会 会　　　長　堀川　辰也
⒉ 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　氏房信明  槌田道弘
　　大饗よし江　小松原隆代　小菅英司　岡本和夫　　　（プログラム委員長代理出席）相原利行
⒊ 会長挨拶 堀川　辰也
⒋ 審議事項
① 1月～3月のプログラムについて　…原案通り、承認。
② 後期会費について　…原案通り、承認。尚、3月5日のＩＭは全員登録を行う。
③ 岡山駅前周辺の清掃活動について
　　1月25日㈪例会後の30分程で、グランヴィアホテル周辺清掃活動を行う。
④ 2016-2017年度ガバナーノミニー候補者の信任について
　　「岡山ロータリークラブ　末長範彦会員」を信任とする。
⑤ その他
　　・後期のクラブ協議会の日程について
　　　日程は別途、ガバナー補佐と協議するが、例会後の開催が望ましい。

⒌ 報告事項　…特になし
⒍ 閉　会 副　会　長　平松　　信

・結婚祝いの花束をいただきありがとう
ございました。
・本年もあと半年、副SAAをがんばりま
すので、よろしくお願いします。

会 長 報 告  会　長　堀　川　辰　也
　新年あけましておめでとうございます。
　本日は、新年互礼会ということで、長寿のお祝いの方には、お祝い行事がございますが、今
年還暦を迎えられた原会員と金子会員が、この長寿のお祝いの方々の席の中に初めて入ら
れました。私は、来年還暦を迎えますが、この長寿のお祝いの席に座ることができて、やっと一
人前になるように思いますので、あと一年しっかりと修行いたします。さて、今年の干支は丙申ですが、還暦を迎え
られたお二人も丙申のお生まれになります。丙申生まれの方は、占いの本などによると「火の性格、光り輝く金の性
質を持ち、太陽のような存在」だそうです。お二人は、おそらくそのような方だと思います。また、丙申の年は、いろ
いろなことが「地が固まる年」、あるいは「変革の年」と言われており、多くの経済評論家の方が、今年は景気が良
くなると言われています。今年一年が、皆様にとって良い年であることを祈念いたします。

幹 事 報 告 幹　事　入　江　直　人
① 1月のロータリーレートは1ドル＝120円です。
② ガバナー月信Vol.7を配付しております。

新年互例会（長寿の祝い） 
米寿  平野  　寛 会員  昭和４年１月３日生（欠席）
傘寿  木本  克彦 会員  昭和12年９月19日生
　　  岡村  秀男 会員  昭和12年12月29日生
喜寿  高橋  峯男 会員  昭和15年７月８日生
　　  鴻上  幸生 会員  昭和15年８月15日生
古希  原田  徹美 会員  昭和22年８月３日生
　　  小松  忠男 会員  昭和22年９月22日生
　　  坪井  雅弘 会員  昭和22年11月10日生
還暦  原　  全伸 会員  昭和31年３月30日生（欠席）
　　  金子  栄士 会員  昭和31年10月21日生

創立 25周年記念事業・記念式典について　　 

創立25周年記念事業・式典実行委員会組織（案）

－１－

前回１月４日の例会記録前回１月４日の例会記録前回１月４日の例会記録前回１月４日の例会記録

あけましておめでとうございます。誕生日
の花ありがとうございました。

あけましておめでとうございます。本年も
宜しくお願い致します。昨年のクリスマ
ス例会では、親睦委員の皆様ありがとう
ございました。残り半年の社会奉仕活
動は清掃3回、献血活動が1回あります
ので宜しくお願い致します。
昨年のクリスマス例会では家族共々お
世話になりました。

新年あけましておめでとうございます。
あと半年よろしくお願い致します。

おかげ様にて元旦から新病院を開設
することができました。「年頭まず自ら意
気を新たにすべし」と言葉のごとくの気
持ちで新しい年を迎えました。よい年で
ありますように。
・明けましておめでとうございます。本年
もよろしくお願いします。
・幹事の役職もあと半分となりましたがこ
れから25周年記念事業、式典もあります。
皆様御協力の程よろしくお願いします。
新年あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願い致します。また、昨
年例会を休みまして申し訳ございませ
んでした。入江幹事ありがとうございま
した。
新年明けましておめでとうございます。
本日「古希」の祝いをしていただける様
です。ありがとうございます。本人はあま
りピンと来ていません。もう少し元気でい
たいと思います。



川本会員西岡会員

出席の状況
会員数　56名（内出席免除　４名）　出席者数　45名　　欠席者数　11名
出席率　83.33％　　前々回訂正　85.45％　　　　
欠席者　原，樋口，加戸，鴨井，菊井，小橋，高橋（裕），山下（常），横山，（平野），（柏野）

S . A . A . 　 　　
昨年の暮は生活態度が良しからずで、
三途の川岸まで参りましたが、懐には五
文銭しかなく、渡る事が出来ずに又戻っ
てきました。

傘寿賀の祝いびっくりしています。喜ん
でいます。ありがとうございます。

喜寿のお祝いを頂けるとの事なので、
とりあえずスマイルします。高齢のお祝
いを頂くのは、少し複雑な思いをしてい
ます。

私も、古希という年になり御祝いをしてい
ただけるという事は、まことにありがとうご
ざいます。これからも、一年一年、よい年
をとっていきたいと思います。

明けましておめでとうございます。年末
のNHK紅白歌合戦でMISIA（ミー
シャ）の衣装は次男Motohiro Tanji（モ
トヒロ タンジ）の作品です。長崎平和記
念公園からの中継で白いニットワンピー
スがすばらしかったです。家族一同大い
に盛り上がり最高の年越しをすることが
できました。今年もよろしくお願いします。

あけましておめでとう御座居ます。本年
もどうぞよろしくお願い致します。

無事に新年を迎えた事に感謝です。本
年もよろしく御指導頂きます様に。

傘寿のお祝い　　木本  克彦会員
　傘寿、八十歳の賀の祝い、長寿の祝いである。この私がである。ロータリーからお話をいただいた時は狐につ
ままれた思いであった。私は西暦1937年、昭和12年生れ、この正月、西暦2016年、平成28年でちょうどいいのだ
そうだ。数え年とは、生まれた時が一歳で正月を越えると加算する数え方だから、命の階段であるこのお正月元
旦0時が80段目である。
　アルベルト・シュヴァィツァーの言葉に「私たちは生きようとする生命に囲まれた生きようとする生命である」と言う
「生命の畏敬」「生命の厳しさ」をあらわす箴言があります。私は両親の亡くなった年令をかなり超えて生きており
ます。昔であればどうかなと思える病気も経験しております。運がよかったと言えばそうなんでしょう。具体的には、
生れてから今までの日々 経験してきた「縁」と言うものでしょうか。その中でも特に人縁、人と人とのつづきあいに恵
まれたからと思います。感謝しなければなりません。
　生命を誕生させ、育み、愛情深く守ってくれた両親に大いに感謝しなければなりません。そしてそれを受け継ぐ
形で支えてくれている妻に深く感謝しなければなりません。この宇宙、地球、日本、岡山、そして時代等々に恵まれ
て、そう、すべてのもの縁あっての今があります。まさに「生きようとする生命に囲まれた私という1個の生命」と考え
ると、心から実感し感動し喜んでおります。
　私の本日の傘寿のお祝い、私という一つの生命への新たなスタートの応援として、自分の未来に期待して踏み
出す力として、大きな感謝をもって拝受したいと思います。本日は本当にありがとうございました。 平成28年1月4日

第７回理事、役員会議事録
日時　平成28年１月４日㈪17：40～18：00　　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
⒈ 開　会 会　　　長　堀川　辰也
⒉ 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　氏房信明  槌田道弘
　　大饗よし江　小松原隆代　小菅英司　岡本和夫　　　（プログラム委員長代理出席）相原利行
⒊ 会長挨拶 堀川　辰也
⒋ 審議事項
① 1月～3月のプログラムについて　…原案通り、承認。
② 後期会費について　…原案通り、承認。尚、3月5日のＩＭは全員登録を行う。
③ 岡山駅前周辺の清掃活動について
　　1月25日㈪例会後の30分程で、グランヴィアホテル周辺清掃活動を行う。
④ 2016-2017年度ガバナーノミニー候補者の信任について
　　「岡山ロータリークラブ　末長範彦会員」を信任とする。
⑤ その他
　　・後期のクラブ協議会の日程について
　　　日程は別途、ガバナー補佐と協議するが、例会後の開催が望ましい。

⒌ 報告事項　…特になし
⒍ 閉　会 副　会　長　平松　　信

・結婚祝いの花束をいただきありがとう
ございました。
・本年もあと半年、副SAAをがんばりま
すので、よろしくお願いします。

会 長 報 告  会　長　堀　川　辰　也
　新年あけましておめでとうございます。
　本日は、新年互礼会ということで、長寿のお祝いの方には、お祝い行事がございますが、今
年還暦を迎えられた原会員と金子会員が、この長寿のお祝いの方々の席の中に初めて入ら
れました。私は、来年還暦を迎えますが、この長寿のお祝いの席に座ることができて、やっと一
人前になるように思いますので、あと一年しっかりと修行いたします。さて、今年の干支は丙申ですが、還暦を迎え
られたお二人も丙申のお生まれになります。丙申生まれの方は、占いの本などによると「火の性格、光り輝く金の性
質を持ち、太陽のような存在」だそうです。お二人は、おそらくそのような方だと思います。また、丙申の年は、いろ
いろなことが「地が固まる年」、あるいは「変革の年」と言われており、多くの経済評論家の方が、今年は景気が良
くなると言われています。今年一年が、皆様にとって良い年であることを祈念いたします。

幹 事 報 告 幹　事　入　江　直　人
① 1月のロータリーレートは1ドル＝120円です。
② ガバナー月信Vol.7を配付しております。

新年互例会（長寿の祝い） 
米寿  平野  　寛 会員  昭和４年１月３日生（欠席）
傘寿  木本  克彦 会員  昭和12年９月19日生
　　  岡村  秀男 会員  昭和12年12月29日生
喜寿  高橋  峯男 会員  昭和15年７月８日生
　　  鴻上  幸生 会員  昭和15年８月15日生
古希  原田  徹美 会員  昭和22年８月３日生
　　  小松  忠男 会員  昭和22年９月22日生
　　  坪井  雅弘 会員  昭和22年11月10日生
還暦  原　  全伸 会員  昭和31年３月30日生（欠席）
　　  金子  栄士 会員  昭和31年10月21日生

創立 25周年記念事業・記念式典について　　 

創立25周年記念事業・式典実行委員会組織（案）

－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

結婚記念日のお花ありがとうございまし
た。15回目の結婚記念日を無事に迎え
ることができました。

以上，17件　65,000円（累計　541,000円）



出席の状況
会員数　56名（内出席免除　４名）　出席者数　45名　　欠席者数　11名
出席率　83.33％　　前々回訂正　85.45％　　　　
欠席者　原，樋口，加戸，鴨井，菊井，小橋，高橋（裕），山下（常），横山，（平野），（柏野）

S . A . A . 　 　　
昨年の暮は生活態度が良しからずで、
三途の川岸まで参りましたが、懐には五
文銭しかなく、渡る事が出来ずに又戻っ
てきました。

傘寿賀の祝いびっくりしています。喜ん
でいます。ありがとうございます。

喜寿のお祝いを頂けるとの事なので、
とりあえずスマイルします。高齢のお祝
いを頂くのは、少し複雑な思いをしてい
ます。

私も、古希という年になり御祝いをしてい
ただけるという事は、まことにありがとうご
ざいます。これからも、一年一年、よい年
をとっていきたいと思います。

明けましておめでとうございます。年末
のNHK紅白歌合戦でMISIA（ミー
シャ）の衣装は次男Motohiro Tanji（モ
トヒロ タンジ）の作品です。長崎平和記
念公園からの中継で白いニットワンピー
スがすばらしかったです。家族一同大い
に盛り上がり最高の年越しをすることが
できました。今年もよろしくお願いします。

あけましておめでとう御座居ます。本年
もどうぞよろしくお願い致します。

無事に新年を迎えた事に感謝です。本
年もよろしく御指導頂きます様に。

傘寿のお祝い　　木本  克彦会員
　傘寿、八十歳の賀の祝い、長寿の祝いである。この私がである。ロータリーからお話をいただいた時は狐につ
ままれた思いであった。私は西暦1937年、昭和12年生れ、この正月、西暦2016年、平成28年でちょうどいいのだ
そうだ。数え年とは、生まれた時が一歳で正月を越えると加算する数え方だから、命の階段であるこのお正月元
旦0時が80段目である。
　アルベルト・シュヴァィツァーの言葉に「私たちは生きようとする生命に囲まれた生きようとする生命である」と言う
「生命の畏敬」「生命の厳しさ」をあらわす箴言があります。私は両親の亡くなった年令をかなり超えて生きており
ます。昔であればどうかなと思える病気も経験しております。運がよかったと言えばそうなんでしょう。具体的には、
生れてから今までの日々 経験してきた「縁」と言うものでしょうか。その中でも特に人縁、人と人とのつづきあいに恵
まれたからと思います。感謝しなければなりません。
　生命を誕生させ、育み、愛情深く守ってくれた両親に大いに感謝しなければなりません。そしてそれを受け継ぐ
形で支えてくれている妻に深く感謝しなければなりません。この宇宙、地球、日本、岡山、そして時代等々に恵まれ
て、そう、すべてのもの縁あっての今があります。まさに「生きようとする生命に囲まれた私という1個の生命」と考え
ると、心から実感し感動し喜んでおります。
　私の本日の傘寿のお祝い、私という一つの生命への新たなスタートの応援として、自分の未来に期待して踏み
出す力として、大きな感謝をもって拝受したいと思います。本日は本当にありがとうございました。 平成28年1月4日

第７回理事、役員会議事録
日時　平成28年１月４日㈪17：40～18：00　　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
⒈ 開　会 会　　　長　堀川　辰也
⒉ 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　氏房信明  槌田道弘
　　大饗よし江　小松原隆代　小菅英司　岡本和夫　　　（プログラム委員長代理出席）相原利行
⒊ 会長挨拶 堀川　辰也
⒋ 審議事項
① 1月～3月のプログラムについて　…原案通り、承認。
② 後期会費について　…原案通り、承認。尚、3月5日のＩＭは全員登録を行う。
③ 岡山駅前周辺の清掃活動について
　　1月25日㈪例会後の30分程で、グランヴィアホテル周辺清掃活動を行う。
④ 2016-2017年度ガバナーノミニー候補者の信任について
　　「岡山ロータリークラブ　末長範彦会員」を信任とする。
⑤ その他
　　・後期のクラブ協議会の日程について
　　　日程は別途、ガバナー補佐と協議するが、例会後の開催が望ましい。

⒌ 報告事項　…特になし
⒍ 閉　会 副　会　長　平松　　信

・結婚祝いの花束をいただきありがとう
ございました。
・本年もあと半年、副SAAをがんばりま
すので、よろしくお願いします。

会 長 報 告  会　長　堀　川　辰　也
　新年あけましておめでとうございます。
　本日は、新年互礼会ということで、長寿のお祝いの方には、お祝い行事がございますが、今
年還暦を迎えられた原会員と金子会員が、この長寿のお祝いの方々の席の中に初めて入ら
れました。私は、来年還暦を迎えますが、この長寿のお祝いの席に座ることができて、やっと一
人前になるように思いますので、あと一年しっかりと修行いたします。さて、今年の干支は丙申ですが、還暦を迎え
られたお二人も丙申のお生まれになります。丙申生まれの方は、占いの本などによると「火の性格、光り輝く金の性
質を持ち、太陽のような存在」だそうです。お二人は、おそらくそのような方だと思います。また、丙申の年は、いろ
いろなことが「地が固まる年」、あるいは「変革の年」と言われており、多くの経済評論家の方が、今年は景気が良
くなると言われています。今年一年が、皆様にとって良い年であることを祈念いたします。

幹 事 報 告 幹　事　入　江　直　人
① 1月のロータリーレートは1ドル＝120円です。
② ガバナー月信Vol.7を配付しております。

新年互例会（長寿の祝い） 
米寿  平野  　寛 会員  昭和４年１月３日生（欠席）
傘寿  木本  克彦 会員  昭和12年９月19日生
　　  岡村  秀男 会員  昭和12年12月29日生
喜寿  高橋  峯男 会員  昭和15年７月８日生
　　  鴻上  幸生 会員  昭和15年８月15日生
古希  原田  徹美 会員  昭和22年８月３日生
　　  小松  忠男 会員  昭和22年９月22日生
　　  坪井  雅弘 会員  昭和22年11月10日生
還暦  原　  全伸 会員  昭和31年３月30日生（欠席）
　　  金子  栄士 会員  昭和31年10月21日生

創立 25周年記念事業・記念式典について　　 

創立25周年記念事業・式典実行委員会組織（案）

－３－

本日のメニュー（１月18日）　
蕪の柑橘マリネと生ハムのサラダ仕立て　　　牛フィレ肉のステーキ　ビーツのソース
デザート　　　コーヒー　　　パンとバター

次回のメニュー（１月25日（ヘルシー和食））　
丼　ピーチポークの丼ぶり（刻み野菜　大根　人参　貝割　水菜　ヘルシーセロリ　ミニトマト　温玉
　　　　　　　　　　　　　セルフィーユ　糸唐辛子）
小鉢　法蓮草、占地の白和え（焼うす揚げ　くこの実）　　　温物　茶碗蒸し　　　
赤出汁　（浅利　刻み葱　若芽　粉山椒）　　　　　　　　　香物　三種盛り

　　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


