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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』
IM のテーマ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
『Build‐up Rotary』
クラブの活動スローガン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『次の一歩』
本日 4 月 3 日のプログラム：三笠博通様「笠岡諸島の風景」
次回 4 月 10 日のプログラム：JFE 瀬戸内海ゴルフ倶楽部支配人 今岡逸朗様卓話
「JFE 瀬戸内海ゴルフ倶楽部について」
・・・・・・・・・第 3041 回 2018 年(平成 30 年)3 月 27 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。
三月も下旬になり暖かい日が続くようになりました。笠岡でも桜の花が膨らみ始めて、春の訪れを知らせ
てくれます。昨日、私は笠岡駅５：０２分の始発で東京へ日帰りの出張でした。東京は既に桜が満開で、岡
山よりも桜の開花は遅いはずなのにと少し驚きましたが、至る所で綺麗な満開の桜を楽しむことができまし
た。
さて、先日のＩＭでは大変お世話になりました。心から御礼を申し上げます。ありがとうございました。
池上ガバナーから「素晴らしいＩＭでした。笠岡クラブの団結と力強さを感じました。」とお言葉を頂戴し
ています。懇親会を途中で切り上げて帰るクラブもなく、参加者した全員に最後までお付き合いいただけた
ようでした。当日お越しいただいた第６グループの大勢のメンバーも、満面の笑顔で満足してお帰りになら
れたことと思います。素晴らしいリーダーシップを発揮されて、ここまで私たちを引っ張って下さった枝木
実行委員長と武田副実行委員長をはじめ、半年前から事前の準備に取り掛かっていただいたそれぞれの委員
長、そして当日の役割を完璧にこなしていただいたメンバーの皆様方、そして当日駆けつけて御力をお貸し
いただいたご婦人の方々に、心からの感謝と御礼を申し上げます。ありがとうございました。私の年度も６
月末まであと３か月余りと残り少なくなってきましたが、ゴール前を全力で駆け抜けたいと思っていますの
で、引き続いてよろしくお願い致します。
それから、皆さん御存知のとおり、明日の甲子園の第二試合に我が郷土の代表、おかやま山陽高校が登場
します。昨年の夏は初戦で甲子園常連校の聖光学院と対戦し、普段の力を出せないままに敗れてしまいまし
た。今回のトーナメントを見ますと、聖光学院とはブロックが違うので決勝戦まで対戦しない組み合わせで
す。双方が勝ち上がれば決勝戦で対戦できますので、決勝戦で聖光学院を撃破して、昨夏のリベンジを果た
して深紅の大優勝旗を岡山へ持ち帰って欲しいと思います。明日は笠岡ロータリークラブからは私を含めて
７名が応援に行きます。いずれにしましても、今回はおかやま山陽高校に甲子園での大暴れを期待したいと
思います。
★会長報告
・3/25（日）IM が笠岡グランドホテルで開催されました。前日のリハーサルをはじめ、ご協力頂きまし
た皆様、大変お世話になりました。ありがとうございました。
本日はロータリー創立１１３年と３２日にあたります。
笠岡ロータリークラブは創立６１年と２８２日にあたり第３０４１回の例会です。
★幹事報告
＊その他連絡
・次週配布予定のロータリーの友４月号に、キッズサッカーフェスティバルの記事が掲載されております。

★委員会報告
国定ガバナー補佐：一昨日の IM では、準備・御参加、ありがとうございました。
久我親睦活動委員長：しょっちゅう飲もう会お花見会の案内。
（4/7（土）18：30～古乃美教にて開催。）
西井会計：第 4 期会費のお願い。集金項目は、第 4 期会費とロータリー手帳代。例会終了後、納入依頼を
FAX します。なお、親睦旅行の会費は参加者確定後に会費納入依頼を FAX します。
藤澤公共イメージ常任委員長：次週配布のロータリーの友 4 月号にキッズサッカーフェスティバルの記事
が掲載されています。また会長の IM での歓迎の言葉の動画を Face Book に Up、多くのコメン
トがありました。
★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(3 月 13 日)補正
31+（15）＝46
24+（10）＝34
82.93%
93.02%⇒97.78%
当日欠席者 （7 名）岡本章君・堀泰典君・津田謙二君・藤井裕三君・小堀秀男君・坂本亮平君・
水川創壌君
前々回補填者（4 名）山本直樹君・金平康弘君・山本義和君・片岡靖隆君
★ＳＡＡ
＊山名照知君・松尾明君：先日の IM では大変お世話になりました。大成功で終わることができて心から感
謝です。ありがとうございました。山陽高校の甲子園初戦が明日になりました。大活躍を期待します。吉
本副会長、今日の卓話を楽しみにしています。
＊吉本仁志君：IM お疲れ様でした。本日 PETS の報告をさせて頂きます。
＊国定謙作君：IM では皆様に大変お世話になり、ありがとうございました。
＊枝木恭平君：IM では大変お世話になりました。また、ハレバージャは大変お世話になりました。
＊武田恒雄君：IM では大変お世話になりました。
＊徃田整二君：IM ゴルフ大会にて受賞しました。
＊西江道也君：IM 懇親会にてホールインワンの表彰をして頂き、ありがとうございました。
＊小笠原和壽君：IM コンペで 5 位入賞ベストグロス賞を頂戴致しました。また W コンペでのグリーン会では
優勝をさせて頂き、誠に感謝申し上げます。
＊久我久徳君：IM お疲れ様でした。ゴルフの成績発表で小笠原先生の名前を間違えてしまいました。名字
も名前も。申し訳ございませんでした。先生、5 位入賞、ベスグロ受賞おめでとうございます。
＊原田一成君：明日、おかやま山陽高校野球部選抜甲子園での初戦をむかえます。多くの皆様からのご支援
ありがとうございます。まずは一勝を目指して全力で戦います。応援をよろしくお願い致します。なお、
明日 3 月 28 日は原田三代治前学園長の 3 回目の命日です。空の上から見守ってくれていると思います。
＊長谷川絢の君：先日の IM では何とかソングリーダーをつとめることができました。色々と教えて頂きま
してありがとうございました。
今日は一昨日の慰労会と昨日の学校販売でしゃべり過ぎた為に声が出ませ
ん。ひそひそ声でしか話ができませんがお許し下さい。
＊山本義和君・中田智明君・原田一成君：早退致します。
★プログラム：吉本副会長「PETS 報告」
★ゲスト
：ありません
★ビジター ：ありません
★プログラム予定
４/１７
４/２４
５/８
５/１５

笠岡青少年育成センター西井センター長様卓話「青少年について（仮）」
地区研修・協議会報告
おかやま山陽高等学校野球部監督様「選抜甲子園出場について」
坂本亮平会員卓話「走ること」

★行事予定
４/１５
４/２１・２２
４/２９
５/１３
５/２６
６/１７

地区研修・協議会（岡山）
インターアクト地区協議会（岡山）
親睦旅行（広島）
次期地区会員増強・ロータリー財団合同セミナー（岡山）
新旧会長・幹事会（笠岡）
4 クラブゴルフ大会（吉備カントリークラブ）

★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

3/25 IM 開会宣言

3/25 IM ガバナー挨拶

3/25 IM パストガバナー 松本祐二様

3/25 IM

元 RI 理事 渡辺好政様

3/25 IM

歓迎の言葉

3/25 IM ガバナー補佐挨拶

3/25 IM

基調講演Ⅰ

3/25 IM

基調講演Ⅱ

3/25 IM

3/25 IM

元岡山県公安委員会委員長 佐藤芳子様

3/25 IM

ガバナー講評

3/25 IM

3/25 IM 大正琴 江本愛夢さん

3/25 IM

歓談風景

3/25 IM

3/25 IM

記念講演

次期ガバナー補佐挨拶

乾杯 渡辺元 RI 理事

ゴルフ大会成績発表

武田大会委員長

3/25 IM ホールインワン賞

西江道也会員

3/25 IM

国定ガバナー補佐 御礼の言葉

3/25 IM 優勝 吉川幸成様（高梁 RC）

集合写真 “皆さんお疲れ様でした”

本日の食事

煮魚定食

PETS 報告

吉本副会長

3/28

おかやま山陽高校 甲子園大会出場

3/28

おかやま山陽高校 頑張れ！！

