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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 11 月 7 日のプログラム：笠岡税務署署長 向井次郎様卓話「永続企業の条件」
次回 11 月 14 日のプログラム：株式会社総合心理研究所 代表取締役 秋山幸子様卓話
「メンタルヘルスについて」
・・・・・・・・・第 3021 回 2017 年(平成 29 年)10 月 24 日例会記録・・・・・・・・
★点鐘・司会 山名会長 ★ソング 四つのテスト ★食事 煮魚定食 ★天気 晴れ
★会長挨拶
皆さま、よくお越し下さいました。ありがとうございます。
日曜日に開催された地区大会は、台風２１号が接近中で大変などしゃ降り雨になりましたが、御参加いた
だいた皆様、本当にありがとうございました。会議だけで７時間という大変長い時間をお付き合いいただい
た方々に心から御礼を申し上げます。
先日の衆議院選挙は自民党が圧勝しました。１１月１日に行われる特別国会の首班指名では引き続いて安
倍総理が指名を受けて組閣に入り、今後の日本の行く道を決めていくことになります。国内的にも国際的に
も難しい舵取りが求められており、安定した強い内閣が必要だと思います。
さて、最近は中学生の活躍が目を引きます。デビュー以来２８連勝を達成した将棋の藤井聡太四段をはじ
め、卓球の世界選手権の男子シングルスでベスト８入りした張本智和選手や、女子高飛び込みの日本選手権
を制した金戸凛選手、最近では先日アメリカで初めてシニアの大会へ出場しデビュー戦で優勝した女子フィ
ギアスケートの本田真凜選手がいます。彼や彼女たちのインタビューを聞くと、その言葉遣いの正しさや内
容に驚かされます。特に将棋の藤井聡太四段はとても中学生とは思えず、その丁寧で落ち着いた受け答えに
は大人の風格さえ感じます。
プロ入りする前に師事していた先生と対局し勝利した後には、「２０連勝できたのは実力からすると僥倖
としか言いようがない。連勝を意識せず一局一局しっかりと指していきたい」と答え、あどけない表情から
は想像も出来ないような難しい言葉を使って謙虚に喜びを表しました。私はこのインタビューを聞いた時
「僥倖」という言葉の意味が分かりませんでしたが、調べてみると「思いがけない幸せ・偶然の幸運」を意
味するそうです。普段の生活では大人でさえも使わない難しい言葉を使いながらも、身体全体から滲み出る
丁寧さと謙虚さから、嫌味のない爽やかさを感じて多くのファンを虜にしています。
ひるがえって、選挙期間中も頻繁にテレビで取り上げられていましたが、「このハゲー、ちがうだろー」
で一気に流行語大賞の有力候補になった女性代議士の言葉には、驚きを通り越して呆れた人も多かったので
はないかと思います。言葉や行動などに卑しさが感じられることを「下品」と言いますが、中学生の藤井聡
太四段と比べてみると親子ほど年が違いながら、言葉が持つ「上品さ」と「下品さ」を使い分けられず、世
間から批判を浴びたのは記憶に新しいところです。「言葉は人格を表す」ということを肝に銘じた出来事で
した。
★会長報告
・10/20（金）地区大会記念親睦チャリティーゴルフ大会が鷲羽ゴルフ倶楽部で開催されました。参加さ
れた皆様、御疲れ様でした。21（土）第 2 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。御苦労様でした。同日、地区指導者育成セミナー、ガバナー補佐・
会長・幹事会、RI 会長代理歓迎晩餐会が、倉敷アイビースクエアで開催され、国定ガバナー補佐、松
尾幹事、私とで出席致しました。22（日）地区大会が倉敷市民会館で、懇親会が倉敷アイビースクエ
アで開催されました。ご参加頂いた皆様、御苦労様でした。地区大会表彰で仁科会員が「長寿賞（満
90 歳を迎えられた会員表彰）
」を、前田会員が「ポール・ハリス・ソサエティ会員」を受賞されました。
仁科会員は地区大会当日、長寿賞の代表として登壇され表彰を受けられました。改めて盾をお送りさせ
て頂きます。仁科会員、前へお願い致します。笠岡クラブは、2016-17 年度における表彰として、
「米
山記念奨学会個人平均寄付額第 3 位に対する感謝状」
「米山記念奨学会寄付地区目標達成賞」
「ロータリ
ー財団寄付地区目標達成賞」の 3 賞を受賞致しました。感謝状と盾は後方に飾ってありますので、ご覧

下さい。また記念チャリティーゴルフ大会で西江会員が 5 位、津田会員が 120 位となられ、賞をお預
かり致しました。西江会員、津田会員、前へお願い致します。
・10/29（日）高梁 RC 創立 45 周年記念式典が高梁国際ホテルで開催されます。国定ガバナー補佐、松尾
幹事、私とで出席致します。
・11/1（水）ワコー文化賞表彰式が笠岡グランドホテルで開催されます。私が出席致します。
同日の午後からブロードビーチ RC 創立 45 周年記念式典出席の為、長鋪直前会長、松尾幹事御夫妻、
藤井幸治会員御夫妻、久我会員とご子息、私と家内の 9 名でブロードビーチへ行って参ります。11/7
（火）に帰国致します。
★持ち回り理事会報告
第 1 号議案：ブロードビーチ RC 創立 45 周年記念式典のお土産について
予備費より 50,000 円を拠出致します・・・承認
本日はロータリー創立１１２年と２４３日にあたります。
笠岡ロータリークラブは創立６１年と１２８日にあたり第３０２１回の例会です。
★幹事報告
＊例会変更と取止め：笠岡東 RC、倉敷水島 RC、倉敷南 RC
＊その他連絡
・笠岡市立図書館より森田思軒顕彰講演会の案内が届きましたので回覧致します。
・本日 19 時から第 2 回 IM 実行委員会を国定病院で開催致します。委員長の皆様、よろしくお願い致しま
す。
・次週、10/31（火）は例会取り消しとなっております。お間違えなきようお願い致します。
★委員会報告
久我親睦活動委員長：11/19 開催の 4 クラブゴルフ大会（笠岡 RC 主幹）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
30＋（10）＝40
97.56%
当日欠席者 （1 名）原田一成君
前々回補填者（4 名）吉岡大介君・枝木恭平君・藤井幸治君・岡本章君

前々回(10 月 10 日)補正
87.50%⇒95.12%

★ＳＡＡ
＊山名照知君・吉本仁志君・松尾明君・大山桂之君：10/22 の地区大会には大雨の中、大勢のメンバーに御
参加頂きありがとうございました。また仁科先生、前田パスト会長には個人表彰を受賞され、おめでとう
ございます。株式会社ペック協会の三浦様、本日はお忙しい中お越し頂きありがとうございます。
＊仁科一夫君：週報に写真が載りました。
＊西江道也君：地区大会記念ゴルフ大会で入賞しました。
＊津田謙二君：非常に名誉な賞を頂きました。次回がんばります！
＊大山桂之君：長男の嵩之が弓道の団体で 11/18・19 日、広島での中国大会に出場することになりました。
山陽新聞に名前が載ったのですが、嵩之の嵩の字が間違っていました。みなさんにいつも可愛がって頂き
ありがとうございます。
＊水川創壌君：個展ではお世話になりました。会員増強、新会員ハンターに復帰します。ご協力よろしくお
願いします。
＊中田智明君：早退致します。
★プログラム：株式会社ペック協会 取締役主任研究員 三浦聡彦様卓話
「自分を変える 現場を変える 会社を変える」
★ゲスト
： 株式会社ペック協会 取締役主任研究員 三浦聡彦様
★ビジター ：ありません
★プログラム予定
１１/２１ 株式会社サラ 取締役最高責任者 佐野泰三様卓話
「農業ベンチャー笠岡干拓地に大規模ハウス（仮）」
１１/２８ 山名会長「地区大会報告」枝木財団・奨学会常任委員長「セミナー報告」
★行事予定
１１/１１
１１/１２
１１/１９
１１/２６
１２/１０
１２/１０

第 2 回会長・幹事会（笠岡）
ロータリーデー（笠岡）
4 クラブゴルフ大会（JFE 瀬戸内海ゴルフ倶楽部）
キッズサッカー大会（笠岡）
次期クラブロータリー財団委員長研修会・地区補助金管理セミナー（岡山）
末長範彦地区ガバナーエレクト国際協議会ご出席・松本祐二パストガバナー国際大

１２/２３

会 SAA ご出席壮行会（岡山）
クリスマス家族会

★配布物
週報（メール）
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
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