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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 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
次回 7 月 25 日のプログラム：萩原工業株式会社 代表取締役社長 浅野和志様卓話
・・・・・・・・・第 3007 回 2017 年(平成 29 年)7 月 11 日例会記録・・・・・・・・
★点鐘・司会 山名会長 ★ソング 我等の生業
★食事 カレー（100 万ドルランチ） ★天気 晴れ
★会長挨拶・報告
皆さま、よくお越し下さいました。ありがとうございます。
先週の例会は新年度最初の例会でしたが、皆様方の御協力により出席率 100％を達成することが出来まし
た。津田出席委員長から報告をお聞きした時には、飛び上がるくらいにびっくりしてしまいました。皆様方
の暖かいお心遣いに心から御礼を申し上げます。
先週の例会後から梅雨前線が活発になり、福岡や大分では河川の氾濫や山崩れなどで甚大な被害が出てい
ます。笠岡も例会日の夜から豪雨に見舞われ、翌朝までに 100 ミリを超す雨量を観測したとの報道があり
ました。笠岡では山崩れの為に道路が不通になった地区がありましたが、それ以外には大きな被害はなかっ
たようです。
本日は笠岡東 RC から、石田会長と新井幹事がお越しです。後ほど、御挨拶を頂戴したいと思いますので、
よろしくお願い致します。
＊報告
・7/7（金）語学研修生の藤井貴子さんがブロードビーチへ出発され、笠岡駅へ松尾幹事、山本国際奉仕
委員長と共に、お見送りに行って参りました。
・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、国定ガ
バナー補佐がご出席されました。
・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、大山インターアクト
委員にご出席いただきました。
・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、私が出席して参りま
した。
・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、
松尾幹事と楠社会奉仕委員長にご出席いただきました。
・7/15（土）国定ガバナー補佐年度、第 1 回会長・幹事会が若よしで開催されます。ご出席頂く皆様、よ
ろしくお願い致します。
＊定例理事会報告
第１号議案： ブロードビーチ語学研修生派遣に伴う助成金と、ブロードビーチＲＣへの御土産代の拠出
について
助成金 200,000 円、御土産 吉備焼き「香炉」15,000 円を国際奉仕委員会から拠出・・・・
承認
第２号議案： 花火大会「清掃ボランティア」のメークアップについて
メークアップ扱いにしない・・・・承認
当日、同時間帯で「笠岡市海岸クリーン作戦」が実施されるので（参加者はメークアップ
扱いとすることは承認済み）会員には両方への参加をお願いする。
＊持ち回り理事会報告
第１号議案： ガバナー公式訪問・クラブ協議会の御土産について
ガバナー、ガバナー補佐、随行幹事２名分の御土産として 3,000 円×4 個分 12,000 円を
会議費から拠出する・・・・承認
本日はロータリー創立１１２年と１３８日にあたります。
笠岡ロータリークラブは創立６１年と２３日にあたり第３００７回の例会です。

★幹事報告
＊例会変更と取止め：玉島 RC 赤磐 RC 笠岡東 RC 新見 RC
＊その他連絡
・ハート・オブ・ゴールド通信が届きましたので回覧致します。
・来週 7/18（火）は 10 時～12 時、国定ガバナー補佐をお迎えしてのクラブ協議会です。
出席義務者の方には、先週、留意事項をお配り致しました。再度ご確認下さい。よろしくお願い致しま
す。また、本日、会員の皆様にもご案内をお配りしております。ご確認いただき、ご協力の程よろしく
お願い致します。
★委員会報告
藤井（裕）直前出席委員会副委員長：2016-17 年度皆出席、精出席発表。
中田青少年奉仕委員長：8/12、13 開催の笠岡 RC 杯サッカー大会出欠確認回覧。
楠社会奉仕委員長：7/30 開催の海岸クリーン作戦（メークアップ扱い）、花火大会後清掃ボランティア
出欠確認回覧。
水川会員維持・増強委員長：8 月は増強月間、8 月の第 2 例会で卓話をします。新会員推薦依頼。
例会終了後の委員会開催案内。
★出席報告
会員数(出席免除者)
出席者数(出席免除者)
出席率(%)
31+（15）＝46
27＋（11）＝38
90.48%
当日欠席者 （4 名）大山桂之君・山本国春君・森年美和君・岡本章君
前々回補填者（2 名）山本国春君・藤井幸治君

前々回(6 月 27 日)補正
87.18%⇒92.31%

★ＳＡＡ
＊笠岡東 RC の石田会長様、新井幹事様より過分なスマイルを頂戴致しました。ありがとうございます。
＊山名照知君・松尾明君：先週の例会では 100％出席を達成することが出来ました。幸先の良いスタートが
きれて感謝しています。笠岡東 RC の石田会長様、新井幹事様、よくいらっしゃいました。一年間よろし
くお願いします。週報に写真が載りました。
＊吉本仁志君：笠岡東 RC の石田会長様、新井幹事様、ようこそいらっしゃいました。皆勤賞を頂きました。
＊宮島厚介君：60 周年記念の DVD を拝見しました。感動致しました。笠岡 RC の財産です。前田さんのご苦
労と役員の方々に感謝致します。
＊山本義和君：語学留学生の藤井貴子さんは無事ブロードビーチに到着されたそうです。早速留学生活をエ
ンジョイしているそうです。
＊藤井幸治君：少し早いですが、グランドファーザーになりました。
＊中田智明君：青少年奉仕委員長として、本日卓話のお時間を頂きます。よろしくお願い致します。また、
それに伴い次週、週報に写真が載る予定です。
＊坂本亮平君：週報に写真が載りました。今後とも宜しくお願いします。また、教え子が通信陸上広島大会
100ｍで優勝しました！
＊山河敏幸君・片岡靖隆君：早退します。
★プログラム：理事・委員長「新年度の方針発表」
★ゲスト
：ありません
★ビジター ：石田官義様、新井善久様、河田恭志様（笠岡東 RC）
★プログラム予定
８/１
８/８
８/２２
★行事予定
７/２３
７/２６
７/２７
７/３０
８/６
８/１２・１３
１０/２１・２２
１０/２９

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」
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）
笠岡市交通安全対策協議会総会（市民活動支援センター）
笠岡市図書館協議会（笠岡市立図書館）
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）
笠岡 RC 杯サッカー大会
地区大会（倉敷）
高梁 RC 創立 45 周年記念式典（高梁）

★配布物
週報（メール）皆出席、精出席記念品
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

山
名
会
長

60

Ｊ
Ｃ
周
年
出
席

語学研修生の藤井さん ブロードビーチへ出発

7 月第 2 例会 山名会長挨拶

笠岡東ＲＣ

石田会長御挨拶

藤澤公共イメージ常任委員長

藤井管理運営常任委員長

津田出席委員長

久我親睦活動委員長

藤井プログラム委員長

楠社会奉仕委員長

山本国際奉仕委員長

中田青少年奉仕委員長

原田インターアクト委員長

関藤ＳＡＡ

本日の食事

カレーライス（100 万ドルランチ）

