笠岡ロータリークラブ週報
2018.7～2019.6 第 3056 回 2018 年（平成 30 年）7 月 17 日 No.3
笠岡ロータリークラブ (KASAOKA ROTARY CLUB)
〒714-0086 岡山県笠岡市五番町 6-20
http://kasaokarc.com
Tel : 0865-63-5226 Fax : 0865-63-5229 Mail : kasa-rc@kcv.ne.jp

ＲＩテーマ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
『インスピレーションになろう』
地区のスローガン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
『チャレンジしよう』
本日 7 月 17 日のプログラム：笠原会員、齋藤会員、団迫会員「新入会員卓話」
次回 7 月 24 日のプログラム：桑田会員「新入会員卓話」アムール福武万智子様「帰朝報告」
・・・・・・・・・第 3055 回 2018 年(平成 30 年)7 月 10 日例会記録・・・・・・・・
★点鐘・司会 吉本会長 ★ソング 我等の生業
★食事 ハンバーグとエビフライ定食 ★天気

晴れ

★会長挨拶
皆様、ようこそおいでくださいました。有難うございます。
先週の記録的豪雨は、各地に大きな被害をもたらしました。お亡くなりになられた方も多数いらっしゃいま
す。心よりお見舞い、お悔やみ申し上げます。
笠岡、里庄、浅口においてもかなりの豪雨被害が報告されています。会員の直接的な被害はなかったようで
すが、ご家族、従業員の方は大丈夫でしたでしょうか。
笠岡ロータリークラブとして地域に支援できることはないかと思料いたしております。後程幹事報告でもあ
りますが、姉妹クラブの大田 RC、タウランガ RC からも御見舞いのメールを頂いております。
本日は、笠岡東ロータリークラブの江原公平会長、牧野真樹幹事が就任のご挨拶にお越しです。後ほどご挨
拶をいただきますのでよろしくお願いいたします。
少し古い話となりますが、関東大震災と日本のロータリー活動という点から少しだけお話しさせてください。
１９２０年に創立された東京ロータリークラブのホームページにはこう記載されています。
「東京ＲＣの創
設当初は、活動に対する会員の関心も薄く、時には例会の存続も危ぶまれるほどであった。そのクラブに活
を入れたのは、幸か不幸か、１９２３年９月１日に起きた関東大震災である。」と。東京ロータリークラブ
創設３年目のことです。震災の 3 日後には RI から『RI 及び全 RC を代表して深甚なる同情の意を表す。な
んでも手伝うことがあれば幸いです。』との電文が入り RI をはじめ、各国の 503 におよぶクラブから、今日
のお金で換算すると 140 億円にも達する義援金や救援物資が送られてきました。東京 RC では、この義援金
を東京、横浜の小学校の再建や被災者救援などに使うとともに、この世界の RC からの奉仕活動に具体的に
接して、これまでの東京 RC の活動を反省したそうです。東京 RC が保持していた月一回のみの例会開催とい
う特権を破棄し毎週開催とするなど大幅な改革を震災後しています。
米山梅吉記念館のホームページで、東京 RC は、
「大震災直後に於ける機敏な米国の好意が日本国民に与えた
感銘は大なるものであったが、同時に東京クラブはロータリー精神を身に沁みて感得し得て、心の底からロ
ータリーの発展を念願し、世界の各国民に対し好意と友情を以て接することは国民外交の要諦であることを
知った」とコメントしています。
笠岡ロータリークラブといたしましても今後の災害復興において、地域のお役にたっていきたいと切に思っ
ています。
★会長報告
・枝木会員に 3 回目のポールハリスフェローの認証バッチが届きました。この寄付は山名年度で寄付をされ
たものです。贈呈させて頂きます。
・7/8（日）開催予定のインターアクト委員長会議に片岡委員長がご出席予定でしたが、今回の豪雨の影響
で 7/15（日）に順延となり、片岡委員長にご出席頂きます。よろしくお願い致します。また、ガバナー
事務所より緊急連絡網の不手際のお詫びの連絡がございました。今回順延の連絡をお受け頂き、片岡委員
長にご連絡頂いた山名直前会長、ありがとうございました。
・7/13（金）社会を明るくする運動笠岡市推進大会がギャラクシーホールで開催され、堀社会奉仕委員長に
ご出席頂きます。よろしくお願い致します。
同日、笠岡東 RC の例会に新年度の挨拶の為、大山幹事と私で出席して参ります。本日、江原会長様、牧
野幹事様にお越し頂いておりますが、13 日はどうぞよろしくお願い致します。
・6 月 30 日付で退会された藤井裕三会員より、分担金 30,000 円の返金分はクラブへ寄付されるとのお申し
出がございました。ご厚意をお受けし、スマイルへ入れさせて頂きます。

★定例理事会報告
第１号議案：予算書の変更（ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾋﾞｰﾁ語学留学生無しの減額と該当項の人数訂正･金額変更）
藤井裕三会員(6/30)退会に伴う予算の組み直し
・・・承認
第２号議案：理事・役員等名簿並びに委員会及び委員長・委員名簿の委員変更
藤井裕三会員(6/30)退会に伴う委員名簿からの削除
・・・承認
第３号議案：おかやま山陽高校のｲﾝﾀｰｱｸﾄ助成金、ｲﾝﾀｰｱｸﾄ地区大会の提唱ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ負担金
ｲﾝﾀｰｱｸﾄ委員会より､助成金 90,000 円と負担金 100,000 円を支出 ・・・承認
（ｲﾝﾀｰｱｸﾄ地区大会 7/28㈯･29㈰開催）
第４号議案：7 月 13 日(金)､会長･幹事､笠岡東ＲＣの例会に出席､就任のご挨拶
例年通り､ｽﾏｲﾙ 5,000 円をｸﾗﾌﾞより支出
・・・承認
第５号議案：7 月 21 日(土)､第 1 回会長･幹事会に出席(総社吉備路 RC：ｻﾝﾛｰﾄﾞ吉備路)
会長･幹事･事務局の 3 名出席､会費\7,000×3＝21,000 円を支出
・・・承認
第６号議案：7 月 29 日(日)､ｶﾌﾞﾄｶﾞﾆ海岸清掃：社会奉仕委員会
案内の回覧および参加者はﾒｰｸｱｯﾌﾟの対象とする
・・・承認
第７号議案：8 月 7 日(火)､ｸﾗﾌﾞ協議会：ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐訪問例会(A 方式)
例年通りｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐･随行幹事に各 3,000 円相当のお土産をする
・・・承認
第８号議案：地区大会への登録
岡山ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞは親ｸﾗﾌﾞであり、全員登録とする
・・・承認
入会 3 年未満の方は、是非のご参加をお願いします。尚、定款第 12 条により出席者は、
メークアップとなることを申し添えます。
報告・依頼事項：7 月 29 日(日)､花火大会「清掃ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ」への協力について
昨年同様､ｶﾌﾞﾄｶﾞﾆ海岸清掃の後に参加できる方の出席を募る(回覧)
本日はロータリー創立１１３年と１３７日にあたります。
笠岡ロータリークラブは創立６２年と２２日にあたり第３０５５回の例会です。
★幹事報告
＊ガバナー事務所よりバギオだより第 67 号がメールで届きました
＊ガバナー補佐事務所より今回の大雨被害への御見舞いＦＡＸを頂戴致しましたので、回覧致します。
なお、クラブから御見舞いＦＡＸに対し、御礼の連絡を致しました。
＊ガバナーエレクト事務所より事務所開設の案内が届きましたので、回覧致します。
＊例会変更と取止め:児島東 RC、新見 RC、笠岡東 RC、玉島 RC
＊その他連絡
・大田 RC、タウランガ RC のドン氏、玉島 RC より今回の大雨被害への御見舞いメール、ＦＡＸを頂戴致
しましたので、回覧致します。なお、クラブから御見舞いメール、ＦＡＸに対し、御礼の連絡を致しま
した。
・敬業会より敬業が届きました。配布しております。
・7/11（水）事務局はお休みです。急用がございましたら私までご連絡下さい。
＊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
藤澤親睦活動委員長：4 クラブゴルフ大会の案内、出欠確認回覧。（9/9（日）8：31 スタート、井原 GC）
堀社会奉仕委員長：リフレッシュ瀬戸内（メークアップ対象）、花火大会清掃ボランティア（7/29（日）
）
の案内、出欠確認回覧。
久我国際奉仕委員長：アムール福武万智子さんの帰国歓迎会の案内、出欠確認回覧。
（7/27（金）19 時から、場所、会費は決まり次第連絡）
★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(6 月 26 日)補正
33+（15）＝48
29+（12）＝41
91.11%
91.30%⇒95.65%
当日欠席者 （4 名）津田謙二君・団迫亮紀君・小堀秀男君・坂本亮平君
前々回補填者（2 名）津田謙二君・原田一成君
★ＳＡＡ
笠岡東 RC の江原会長様、牧野幹事様より過分なるスマイルを頂きました。ありがとうございます。
吉本仁志君・小笠原和壽君・大山桂之君・藤井幸治君：記録的な豪雨がありましたが被害等ございません
でしたでしょうか。被災されました方々に心より御見舞い申し上げます。江原会長様、牧野幹事様、よう
こそお越し頂きました。
松尾明君：週報に写真が載りました。
原田一成君：水害を被られた方々に心より御見舞い申し上げます。おかやま山陽高校インターアクトクラ
ブでは自治体と連携をとりボランティアに取り組みたいと考えております。会員の皆様に御助力をお願い
することもあるかと存じます。その際にはよろしくお願いします。
関藤英志君：早退致します。

★プログラム：各委員長「新年度の抱負」
★ゲスト
：ありません
★ビジター ：江原公平様（笠岡東 RC 会長）牧野真樹様（笠岡東 RC 幹事）
★プログラム予定
７/３１ 例会取り消し
８/７
国際ロータリー第 2690 地区ガバナー補佐 佐野重治様卓話
８/１４ 例会取り消し
８/２１ 調整中
８/２８ 国際ロータリー第 2690 地区ガバナー 末長範彦様卓話
★行事予定
７/２１
７/２２
７/２８，２９
７/２９
８/５
８/７
８/２８
９/９
９/２２、２３
１０/７
１０/２１
３/１７

会長幹事会（総社）
笠岡市ゴルフ協会会長杯ゴルフ大会（笠岡 CC）
インターアクト地区大会（倉敷）
リフレッシュ瀬戸内、花火大会清掃ボランティア（笠岡）
雑誌・広報委員長会議（岡山）
クラブ協議会
ガバナー公式訪問
4 クラブゴルフ大会（井原 GC）
笠岡 RC 杯サッカー大会（笠岡）
新見 RC 創立 45 周年式典（新見）
地区大会（岡山）
IM（総社）

★配布物 週報（メール） 敬業
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

７月第２例会 吉本会長挨拶

枝木会員 ポールハリスフェロー認証バッチ授与

笠岡東ＲＣ 江原会長御挨拶

【本日の食事】ハンバーグとエビフライ定食

小笠原奉仕プロジェクト常任委員長

原田職業奉仕委員長

堀社会奉仕委員長

久我国際奉仕委員長

関藤青少年奉仕委員長

片岡インターアクト委員長

西井財団・奨学会常任委員長

塩飽クラブ財政会計

吉岡大介ＳＡＡ

大山幹事

藤井副幹事

