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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 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」
次回 11 月 21 日のプログラム：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」
・・・・・・・・・第 3022 回 2017 年(平成 29 年)11 月 7 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 曇り
★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。
昨夜９時過ぎにシドニー空港を出発し、先ほど羽田経由でブロードビーチから帰って参りました。少しく
たびれ感がありますが、気を取り直して緊張感をもって例会を進行したいと思います。
ブロードビーチ RC の 45 周年に参加しましたが、3 日の夜に開催された前夜祭のバーベキューパーティ
と 4 日の記念式典では笠岡 RC とブロードビーチ RC そしてタウランガ RC の絆とその歴史を実感しました。
私は笠岡 RC に入会して以来、今まで 4 回にわたって笠岡 RC の周年式典を経験しました。笠岡 RC はその
度にブロードビーチ RC とタウランガ RC のメンバーをお招きして交流を深めてきましたが、振り返ります
と私は英語が不得手ということもあり、どこか他人行儀な感覚で接していたように思います。今回のブロー
ドビーチの 45 周年式典では、会場の参加者にブロードビーチ RC の 45 年の歴史はもちろんですが、ブロ
ードビーチ RC と笠岡 RC の歴史をパワーポイントを使って会場の参加者に丁寧に紹介していただき、彼た
ちが笠岡 RC との関係を非常に大切にしていることを改めて実感しました。パワーポイントの中で酒井壽バ
ストガバナーのお姿や、今日に至るまでの笠岡とブロードビーチの交流にかかわった多くの方々のお顔やお
姿を拝見して、決して他人事ではないと強く思いましたし、姉妹クラブとの交流の大切さを身に染みて感じ
ることができました。
「やってみて、初めて分る」という言葉がありますが、私にとっては、まさに「行っ
てみて、初めて分る」という貴重な体験でした。ありがとうございました。
さて、11 月に入ってお目出たいお知らせがいくつかあります。一つは 11 月 3 日に会員の吉岡洋介さんが、
笠岡市文化の日記念表彰を受賞されています。笠岡国際交流協会会長として、またワコースポーツ・文化振
興財団の理事長として、長年にわたり笠岡市の国際交流や文化・スポーツの振興に貢献されています。心か
ら御慶びを申し上げます。おめでとうございました。また、会員の片岡さんが 11 月 4 日に結婚式を挙げら
れました。現役のロータリーメンバーが結婚するというのは過去になく、笠岡 RC の 61 年の歴史の中で初
の快挙ということになります。私と松尾幹事は御案内をいただいていましたが、結婚式当日はブロードビー
チへ出張しておりましたので、代わって吉本副会長と大山副幹事にご出席していただきました。片岡さん、
お綺麗な奥様を大切にして末永いお幸せをお祈りいたします。また吉本副会長と大山副幹事、有難うござい
ました。もう一つのお知らせは、高校野球で原田会員の「おかやま山陽高校」が中国地区大会で優勝され、
来年 3 月に開催される「春の甲子園」の出場を確定されたことです。決勝戦は初回に失点して苦しい展開に
なりましたが、打力の山陽の前評判通りに 9 回に追いつき延長 10 回裏でサヨナラ勝ちという劇的な試合に
なりました。夏の県大会決勝戦も劇的な勝利でしたが、まさに「ミラクル山陽」というキャッチフレーズが
生まれるような素晴らしい感動的な試合でした。夏に続いての甲子園出場です。おかやま山陽高校の活躍を
期待したいと思います。
★会長報告
・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、国定ガバナー補佐、松尾幹事、
私とで出席して参りました。
・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、私が出席して参りました。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した。本日無事に帰
国致しました。

・11/3（金）吉岡洋介会員が笠岡市文化の日記念表彰を受章されました。おめでとうございます。
・11/4（土）片岡会員の結婚式がございました。おめでとうございます。末永いお幸せをお祈りします。
・11/11（土）第 6 グループの第 2 回会長・幹事会が高島で開催されます。ご出席頂く皆様、よろしくお
願い致します。
・11/12（日）ポルダーフェスティバル会場にてロータリーデーを開催致します。藤澤公共イメージ常任
委員長、原田インターアクト委員長をはじめ、ご参加頂く皆様、よろしくお願い致します。
本日はロータリー創立１１２年と２５７日にあたります。
笠岡ロータリークラブは創立６１年と１４２日にあたり第３０２２回の例会です。
★幹事報告
＊ガバナー事務所より
・ガバナー月信が届きました。配布しております。
・地区大会のお礼状が届きました。
・11 月のロータリーレートは 1 ドル=114 円との連絡がありました。
＊月報・週報：岡山後楽園 RC 岡山南 RC 岡山中央 RC
＊その他連絡
・ロータリーの友が届きました。配布しております。
・財団室 NEWS の 11 月号がメールで届きました。
・おかやま山陽高等学校から文化祭ボランティアバザーの協力へのお礼状と会計報告が届きました。
・敬業会からチャリティーバザーの協力へのお礼状が届きました。
・倉敷アイビースクエアーより忘れ物の問い合わせがありました。ネクタイと、地区大会のプログラムが
入った長細い封筒をお探しです。お心当たりの方は事務局までお知らせ下さい。
・例会終了後、定例理事会を開催致しますので、理事、役員の方はお残り下さい。
-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：12/23 開催のクリスマス家族会の案内
藤澤公共イメージ常任委員長：11/12 開催のロータリーデー（9：00～15：00）の案内と来場依頼
枝木 IM 実行委員長：10/24 の実行委員会報告
担当委員会 12 月中に詳細決定をし、1 月にスタートできるようお願い
★誕生日・結婚祝い
誕生日：西山義正君・大山桂之君・山本義和君・吉岡大介君
結 婚：酒井昭則君・国定謙作君・枝木恭平君・塩飽繁樹君・堀泰典君・山名照知君・藤井裕三君
吉岡大介君・長谷川絢の君
★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
28＋（9）＝37
92.50%
当日欠席者 （3 名）前田哲男君・坂本達也君・山河敏幸君
前々回補填者（3 名）塩飽繁樹君・藤井裕三君・山河敏幸君

前々回(10 月 17 日)補正
90.48%⇒95.35%

★ＳＡＡ
＊山名照知君・松尾明君：ブロードビーチ RC の 45 周年に参加して参りました。大変貴重な経験をさせて頂
きました。御参加頂いた皆様ありがとうございました。吉岡洋介会員、笠岡市文化の日記念表彰おめでと
うございました。片岡会員、御結婚おめでとうございます。末永いお幸せをお祈りします。原田会員、山
陽高校の春の甲子園出場おめでとうございます。大活躍を期待しています。
＊吉本仁志君・大山桂之君：吉岡洋介さんには笠岡市文化の日記念表彰のご受章おめでとうございます。山
名会長、松尾幹事、長鋪さん、藤井さん、久我さん、ブロードビーチ周年へのご出席、お疲れ様でした。
帰朝報告を楽しみにしています。片岡さん、盛大な結婚式、おめでとうございます。原田先生、秋の中国
大会優勝おめでとうございます。笠岡税務署署長の向井様、本日はありがとうございます。
＊岡本章君：向井署長様、本日はお忙しいなか、ありがとうございます。卓話を楽しみにしております。
＊山本国春君：片岡会員、ご結婚おめでとうございます。末永くお幸せに。向井署長様、本日の卓話を楽し
みにしております。よろしくお願い致します。
＊森年美和君：おかやま山陽高校中国地区野球大会優勝おめでとうございます。感動しました。週報に写真
が載りました。
＊原田一成君：おかやま山陽高校野球部が秋の中国大会で優勝することができました。皆様の応援のお陰と
感謝申し上げます。7 回表の 9 点差からの大逆転は大人なら最初から諦めていたと思います。高校生に諦
めないことの大切さを教えてもらいました。神宮大会でもがんばりますので応援よろしくお願いします。
＊片岡靖隆君：11/4 に無事結婚式と披露宴を行うことができました。参加して下さった皆様ありがとうご
ざいます。またクラブから祝電も頂きありがとうございました。妻と二人三脚でがんばります。今後共よ
ろしくお願い致します。
＊仁科一夫君：週報に写真が載りました。

＊中田智明君：本日早退致します。申し訳ございません。
★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」
★ゲスト
：笠岡税務署署長 向井次郎様
★ビジター ：ありません
★プログラム予定
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
１１/１９
１１/２６
１２/１０
１２/１０
１２/２３

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
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） ガバナー月信 ロータリーの友 卓話資料 ブロードビーチお土産
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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笠岡税務署署長 向井次郎様

卓話

お土産 ブロードビーチ訪問団

11/11 第２回会長・幹事会

11/12

ロータリーデー

卓話「永続企業の条件」

本日の食事

11/11

幕の内弁当

第２回会長・幹事会

11/12

ロータリーデー

