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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 8 月 22 日のプログラム： おかやま山陽高等学校 IAC 卓話「IAC 報告」
次回 8 月 29 日のプログラム： 中田青少年奉仕委員長「笠岡 RC 杯サッカー大会報告」
藤澤公共イメージ常任委員長「雑誌・広報委員長会議報告」
・・・・・・・・・第 3011 回 2017 年(平成 29 年)8 月 8 日例会記録・・・・・・・・
★点鐘・司会 山名会長
★ソング 我等の生業
★食事 ミックスフライ定食
★天気 晴れ
★会長挨拶
皆さま、良くお越し下さいました。ありがとうございます。
大型の台風 5 号が九州・四国をかすめながら日本列島を縦断するように進みました。おかやま山陽高校が
出場する甲子園大会も、台風の影響で開会式が今日に順延されています。
今日の例会には大田ロータリークラブから、齊藤会長様と田平幹事様にお越しいただきました。大田ロー
タリークラブとは今年で友好 30 年の節目を迎えました。ここに至るまでに大勢の先輩方の御努力があった
ことを忘れず、これからも末永いお付き合いをしていきたいと思います。齊藤会長様には後ほどご挨拶をお
願いしたいと思います。
語学研修生としてブロードビーチへ派遣していました藤井貴子さんが 8 月 3 日に帰国されています。期
間は一か月でしたが、何にも代え難い貴重な経験をされたことと思います。後ほど報告の時間を取りますの
で、よろしくお願いします。
本日の卓話は、会員増強委員会の水川委員長にお願いしています。私は本年度の方針の中で、皆様方に笠
岡クラブの会員数について何としても 50 名は必要だとお話しをさせていただきました。今年の 5 月から 6
月末にかけて 15～16 名の方々にお会いして入会をお願いし、3 名に入会をいただいたわけですが、現在 46
名ですからあと 4 名の増強が必要です。4 名を増強しようと思うと少なくても 50～60 名の方々にお会いし
なければならないと思っており、水川増強委員長には早急に入会予定者リストを作って欲しいとお願いして
います。今日の卓話はそのあたりをお話しいただくものと思いますが、私からもお願いをします。増強は一
人では出来ません。チームで当たることが大切だと思います。どうか一人でも多くの知り合いをご紹介いた
だき、入会に向けて御協力をいただけますようお願い致します。
★会長報告
・8/2（水）国定ガバナー補佐と藤井幸治ガバナー補佐随行幹事が、クラブ協議会と、その後の例会出席
の為、井原 RC を訪問されました。御苦労様でした。
・8/6（日）第 1 回ガバナー補佐会が倉敷アイビースクエアで開催され、国定ガバナー補佐が、ご出席さ
れました。また、同日、地区雑誌・広報委員会が同場所で開催され、地区委員の、藤澤公共イメージ常
任委員長にご出席いただきました。引き続き、クラブ雑誌・広報委員長会議が開催され、国定ガバナー
補佐と藤澤公共イメージ常任委員長がご出席されました。御苦労様でした。
・8/9（水）国定ガバナー補佐と藤井幸治ガバナー補佐随行幹事が、クラブ協議会と、その後の例会出席
の為、玉島 RC を訪問されます。よろしくお願い致します。
・8/12（土）13（日）第 11 回笠岡ロータリークラブ杯サッカー大会が開催されます。青少年奉仕委員会
の皆様、また、ご参加下さいます皆様、お世話になります。暑い二日間になると思いますがよろしくお
願い致します。
★理事会報告
一号議案：秋の親睦会について
事業計画と、予算について親睦委員会から 50,000 円を拠出・・・承認
二号議案：会員増強について
会員勧誘時のロータリー説明ファイルと候補者リストの作成・・・承認
三号議案：九州北部豪雨災害被災者に対する義援金について
会員一人 1,000 円を予備費から拠出する・・・承認

四号議案：ハート・オブ・ゴールドの夏募金について
募金しない・・・承認
＊持ち回り理事会報告
一号議案：ＮＰＯ法人すみれ会からの「心のふれあい講演会」後援依頼について
例年通りに名称使用について・・・承認
本日はロータリー創立１１２年と１６６日にあたります。
笠岡ロータリークラブは創立６１年と５１日にあたり第３０１１回の例会です。
★幹事報告
＊ガバナー事務所より「米山記念奨学会財団設立 50 周年記念式典」の案内と、「第 16 回ロータリー全国囲
碁大会」の案内が届きました。回覧致します。参加ご希望の方は事務局までお知らせ下さい。
＊活動報告書･会員名簿：玉野 RC、新見 RC、倉敷瀬戸内 RC
＊その他連絡
・財団室 NEWS の 8 月号がメールで届きました。
・笠岡商工会議所より花火大会後の清掃活動のお礼状が届きました。
・原田会員が校長を務められます、おかやま山陽高等学校が夏の甲子園初出場されます。
8/3 に会員の皆様には FAX 致しましたが、同様の文書を回覧致します。ご協力をお願い致します。
・来週の例会（8/15）は取り消しとなっております。次回は 8 月 22 日です。お間違えなきようお願い致
します。また、事務局の夏季休暇は 8/14（月）～16（水）です。
＊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。
★委員会報告
久我親睦活動委員長：4 クラブゴルフ大会、笠岡市民ゴルフ笠岡市長杯出欠表回覧。
秋の親睦会（10/15）の参加案内。
水川会員維持・増強委員長：入会候補者の紹介表配布、記入頂き例会後回収します。
久我青少年奉仕委員：笠岡 RC 杯サッカー大会案内、参加依頼。
小堀直前幹事：60 周年実行委員会開催案内（決算報告）
★出席報告
会員数(出席免除者)
出席者数(出席免除者)
出席率(%)
前々回(7 月 25 日)補正
31+（15）＝46
26＋（9）＝35
87.50%
90.24%⇒97.62%
当日欠席者 （5 名）坂本亮平君・津田謙二君・原田一成君・中田智明君・山本義和君
前々回補填者（4 名）藤井幸治君・久我久徳君・山名照知君・枝木恭平君
★ＳＡＡ
＊大田 RC 様より過分なスマイルとお土産を頂戴致しました。ありがとうございます。
＊藤井貴子様よりお土産を頂戴致しました。ありがとうございます。
＊山名照知君・吉本仁志君・松尾明君・大山桂之君：大田 RC の齊藤会長、田平幹事、遠方からよくお越し
下さいました。ありがとうございます。藤井貴子さん、お帰りなさい。ブロードビーチでは貴重な体験を
されたことと思います。報告を楽しみにしています。8/12、13 は笠岡 RC 杯サッカー大会です。暑い時で
すが、よろしくお願い致します。
＊小笠原和壽君：8/1、誕生日、還暦祝いとケーキを頂き、誠に良き一日でした。ありがとうございます。
お世話になりました。
＊原田一成君：お陰様でおかやま山陽高校硬式野球部が初の甲子園出場を果たしました。第 1 回戦は 8/10
（木）の第 3 試合です。応援をよろしくお願いします。また、寄島サンパレアでパブリックビューイング
も予定されていますので、よろしければお越し下さい。
＊長谷川絢の君：先日は歓迎会をしていただきまして、ありがとうございました。未熟者ですが、改めてよ
ろしくお願い致します。また週報に写真が載りました。ありがとうございました。
★プログラム：ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾋﾞｰﾁ語学研修生 藤井貴子様「帰朝報告」 水川会員「会員維持・増強委員長卓話」
★ゲスト
：ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾋﾞｰﾁ語学研修生 藤井貴子様
★ビジター ：齊藤寛様（大田 RC） 田平篤様（大田 RC）
★プログラム予定
９/５
笠岡青年会議所理事長 柳生晋伸様「笠岡青年会議所創立 60 周年を迎えて」
９/１２ 坂本会員、長谷川会員、横山会員「新入会員卓話」
９/１９ 笠岡警察署交通課係長 吉國正識様「秋の交通安全運動について」
９/２６ （株）アカセ木工 山本高康様「ミラノサローネレポート（デザインについて）
」
★行事予定
８/２７

4 クラブゴルフ大会（井原ゴルフクラブ）

９/１８
１０/２０
１０/２１
１０/２１・２２
１０/２９

笠岡市長杯笠岡市民ゴルフ大会（JFE 瀬戸内海ゴルフ倶楽部）
地区大会記念親睦チャリティーゴルフ大会（鷲羽ゴルフ倶楽部）
第 2 回ガバナー補佐会（倉敷）
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）入会候補者記入用紙 笠岡 RC 杯サッカー大会行動表(参加者)
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

８月第２例会 山名会長挨拶

語学研修生の藤井貴子さん

水川会員維持・増強委員長

帰朝報告

卓話

大田ＲＣ 齋藤会長 就任の挨拶

語学研修生の藤井貴子さん

水川会員維持・増強委員長

帰朝報告

卓話

お土産

8/9

8/10

8/12

左－藤井貴子さん

右－大田ＲＣ

本日の食事

ミックスフライ定食

玉島ＲＣ ガバナー補佐公式訪問

8/10

おかやま山陽高校 甲子園大会出場

第 11 回笠岡ＲＣ杯サッカー大会

開会式

8/12

おかやま山陽高校 頑張れ！！

第 11 回笠岡ＲＣ杯サッカー大会

開会挨拶

8/12

第 11 回笠岡ＲＣ杯サッカー大会

8/12

8/13

8/13

選手宣誓

8/12

8/12

監督・コーチと懇親会

第 11 回笠岡ＲＣ杯サッカー大会

Ｕ-１０優勝 どろんこサッカースクール

第 11 回笠岡ＲＣ杯サッカー大会

監督・コーチと懇親会

8/13

8/13

優秀選手賞

Ｕ-１２優勝 玉島フットボールクラブ

