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ＲＩテーマ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『変化をもたらす』
地区のスローガン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
『TAKE ACTION』
クラブの活動スローガン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『次の一歩』
本日 7 月 11 日のプログラム：理事・委員長「新年度の方針発表」
次回 7 月 18 日のプログラム：国際ロータリー第 2690 地区第 6 グループ 国定ガバナー補佐卓話
・・・・・・・・・第 3006 回 2017 年(平成 29 年)7 月 4 日例会記録・・・・・・・・
★点鐘・司会 山名会長 ★ソング 君が代 奉仕の理想
★食事 幕の内
★天気 雨のち曇り
★会長挨拶・報告
皆さん、お忙しい中をよくお越しくださいました。ありがとうございます。
三日前にフィリピンの東海上で発生した台風３号が、中四国地方を横断するように進んでいます。梅雨前
線と台風の関係で各地で大雨を降らせているようですが、被害が大きくならないことを願うばかりです。一
年の最初の例会で台風が直撃するという幸運に恵まれました。先ほど古乃美教に於いて、堀さんに笠岡ＲＣ
の事業成就とメンバー全員の健康と安全祈願をして、台風を吹き飛ばすほどの「福」をいただいて参りまし
た。
さて、長鋪年度の後を受けて、新しい年度が始まり身が引き締まる思いがしています。至らぬ会長ですが、
皆様のお力をお借りしながら精いっぱいに勤めて参りたいと思いますので、よろしくお願い致します。後ほ
どの例会行事の中で少しお時間をいただけるようですので、抱負につきまして改めてお話をさせて頂ければ
と思っております。
今日は嬉しいお知らせがあります。本日付で三名の新会員に入会をいただきました。昨年度の藤澤増強委
員長に御尽力いただき、今年度の水川増強委員長がそれを引き継ぐ形でお話を進めさせていただきました。
昨年度の長鋪会長・小堀幹事そして藤澤委員長が、耕して種をまいて下さった賜物だと感謝しています。後
ほど「入会式」を執り行いますのでよろしくお願いします。
また、今日はもう一つ喜ばしいお知らせがあります。昨年度の理事会で派遣の承認をいただきましたが、
ブロードビーチへの語学研修生であります藤井貴子さんにお越しいただいています。藤井さんは、７月７日
に関空から出発する予定とお聞きしております。後ほどご挨拶をいただければと思いますのでよろしくお願
いします。
＊報告
・前田会員に佐藤パストガバナーから、ポール・ハリス・ソサエティー入会の感謝のプレートが届きまし
たので贈呈させて頂きます。前田会員、前へお願い致します。
・6/30（金）平成 29 年度笠岡市立カブトガニ博物館運営委員会が開催され、私が出席して参りました。
・7/8（土）国際ロータリー第 3 ゾーン戦略計画推進セミナーがピュアリティまきびで開催されます。国
定ガバナー補佐がご出席されます。よろしくお願い致します。
・7/9（日）第 1 回インターアクト委員長会議が倉敷アイビースクエアで開催されます。
大山インターアクト委員にご出席いただきます。よろしくお願い致します。
・7/9（日）笠岡青年会議所創立 60 周年記念式典が笠岡グランドホテルで開催されます。
私が出席して参ります。
・7/10（月）社会を明るくする運動笠岡推進大会が笠岡市保健センターギャラクシーホールで開催されま
す。松尾幹事と楠社会奉仕委員長にご出席いただきます。よろしくお願い致します。
本日はロータリー創立１１２年と１３２日にあたります。
笠岡ロータリークラブは創立６１年と１６日にあたり第３００６回の例会です。
★幹事報告
＊ガバナー事務所より
・ガバナー月信とガバナー月信用のファイルが届きました。配布しています。
・7 月のロータリーレートは 1 ドル＝111 円とのことです。
・国際ロータリー第 2690 地区ロータリー青少年交換プログラムの 2018-19 年度派遣学生募集の案内
がきましたので回覧致します。

＊直前ガバナー事務所より 6 月末にて事務所を閉鎖したこと、またお礼のメールが届きました。
＊例会変更と取止め：高梁 RC、倉敷水島 RC、児島 RC、岡山南 RC、岡山中央 RC
＊月報・週報：岡山南 RC、岡山後楽園 RC、岡山中央 RC
＊その他連絡
・ロータリーの友、社会を明るくする運動のポスターが届きました。配布しています。
・今年度のクラブ活動・運営計画報告書と会員名簿を配布しています。
・笠岡 RC 創立 60 周年記念式典の DVD が出来ました。配布しています。
・財団室 NEWS 7 月号がメールで届きました。
＊メールにて届いたものはご希望の方には転送致しますのでお知らせ下さい。
・笠岡愛の善意銀行から会報が届きました。
・7/18 のクラブ協議会出席者の方、SAA の皆様に当日の留意事項をお渡し致しました。
出欠の連絡、飲物等早目に幹事または事務局までお知らせ下さい。よろしくお願い致します。
・例会終了後、定例理事会を開催します。理事・役員の方はお残り下さい。
★委員会報告
久我親睦活動委員長：笠岡東 RC 高田会員のエージシュート記念コンペの案内（回覧）
堀直前国際奉仕委員長：留学生の件、皆様にお世話になりました。
前田 60 周年記念誌委員長：60 周年記念式典・懇親会、クラブの歴史・活動記録の DVD 配布
藤澤公共イメージ常任委員長：週報の発行案内、ホームページのリニューアル（アドレス変更）
★出席報告
会員数(出席免除者)
31+（15）＝46
当日欠席者 （0 名）
前々回補填者（0 名）

出席者数(出席免除者)
31＋（13）＝44

出席率(%)
100.00%

前々回(6 月 20 日)補正
100.00%⇒100.00%

★ＳＡＡ
＊山名照知君・松尾明君：長鋪さん、小堀さん、一年間ご苦労様でした。新たな年度が始まりました。精一
杯に頑張りたいと思いますので、よろしくお願いします。3 名の新会員を迎えることができました。坂本
さん、長谷川さん、横山さん、一緒に頑張りましよう。語学研修生の藤井さん、よくお越し下さいました。
ブロードビーチではしっかり学んで来て下さい。週報に写真が載りました。100％出席、ありがとうござ
います。
＊長鋪慶明君・小堀秀男君：先回、会長・幹事慰労会を開催していただき、有り難うございました。
60 周年記念誌（DVD）の上梓、大変御苦労様でした。早速、拝見させて頂きます。山名丸の船出をお祝い
し、安全航海と御活躍を祈念します。
＊吉本仁志君・大山桂之君：一年間、よろしくお願い申し上げます。
＊藤井裕三君・津田謙二君：100％出席、ありがとうございます。
＊山本国春君・小笠原和壽君：新会員 3 名の入会、おめでとうございます。
＊堀泰典君：前国際奉仕委員長としてファインします。色々ご迷惑をおかけ致しました。
＊水川創壌君：会員維持・増強委員会委員長を仰せつかりました。一年間よろしくお願いします。本日入会
の坂本亮平様、長谷川絢の様、横山祥平様、おめでとうございます。
＊吉岡大介君：本年度、会員増強常任委員会委員長をさせていただきます。どうぞよろしくお願い致します。
また、新入会の坂本さん、長谷川さん、横山さん、よろしくお願い致します。
＊藤澤晴康君：本年度、公共イメージ常任委員会委員長をさせていただきます。一年間よろしくお願い致し
ます。新会員の坂本さん、長谷川さん、横山さん、入会おめでとうございます。一緒にがんばりましょう！
＊仁科一夫君・中田智明君・久我久徳君：週報に写真が載りました。
＊塩飽繁樹君・原田一成君：早退します。
＊SAA：一年間、会場監督をさせていただきます。積極的なスマイルをよろしくお願い致します。
★プログラム：会長・幹事・理事・委員長「新年度方針発表」
★ゲスト
：ブロードビーチ語学研修生 藤井貴子様
★ビジター ：山本雅夫様（笠岡東 RC）
★プログラム予定
７/２５
８/１
８/８
８/２２
★行事予定
７/１５
７/１８
７/２３
７/３０
８/６

萩原工業株式会社 代表取締役社長 浅野和志様卓話
国際ロータリー第 2690 地区 池上ガバナー公式訪問
水川会員維持・増強委員長卓話
おかやま山陽高等学校 IAC 卓話「IAC 報告」
第 1 回第 6 グループ会長・幹事会（笠岡）
クラブ協議会（笠岡）
笠岡市ゴルフ協会会長杯親睦ゴルフ大会兼ワコー財団杯（笠岡カントリー倶楽部）
リフレッシュ瀬戸内、花火大会「清掃ボランティア」
第 1 回ガバナー補佐会、地区雑誌・広報委員会並びに雑誌・広報委員長会議（倉敷）

８/１２・１３
笠岡 RC 杯サッカー大会
１０/２１・２２ 地区大会（倉敷）
１０/２９
高梁 RC 創立 45 周年記念式典（高梁）
★配布物

週報（メール）クラブ活動・運営計画書 会員名簿 会員証 ニコニコチケット
ガバナー月信 ガバナー月信用ファイル ロータリーの友 60 周年記念 DVD
社会を明るくする運動ポスター
四つのテスト : 真実かどうか みんなに公平か 好意と友情を深めるか みんなのためになるかどうか
★各種行事

古乃美教にて安全祈願

坂本亮平 新会員

長谷川絢の

新会員

横山祥平 新会員

新年度スタート

山名会長挨拶

バッチ授与

バッチ授与

バッチ授与

語学研修生 藤井貴子さん

助成金贈呈

前田会員

「新年度の方針発表」

ポール・ハリス・ソサエティー入会

松尾幹事

山名会長

吉本副会長・奉仕プロジェクト常任委員長

大山副幹事

吉岡会員増強常任委員長

水川会員維持・増強委員長

小堀会員選考・職業分類委員長

長鋪ロータリー情報委員長

本日の食事 幕の内弁当

