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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 8 月 21 日のプログラム：中銀証券（株）取締役 福山支店長 春名祐二様「金融市場の動向について」
次回 8 月 28 日のプログラム：国際ロータリー第 2690 地区ガバナー 末長範彦様卓話
・・・・・・・・・第 3058 回 2018 年(平成 30 年)8 月 7 日例会記録・・・・・・・・
★点鐘・司会 吉本会長 ★ソング 君が代 奉仕の理想 ★食事 幕の内 ★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。
本日は国際ロータリー第 2690 地区第 6 グループガバナー補佐、佐野重治様をお迎えし、10 時からクラブ
協議会を開催致しました。佐野ガバナー補佐様には、お暑い中、遠方よりお越し下さいまして誠に有難うご
ざいます。佐野ガバナー補佐様御自身、また総社吉備路ロータリークラブの会員の皆様にも大きな被災があ
ったと伺っております。心よりお見舞い申し上げます。まだまだ復興半ばでございます。息の長い支援を継
続したいと思っております。このような中、先程のクラブ協議会では、佐野ガバナー補佐様には、国際ロー
タリー及び末長ガバナー様の活動方針を分かりやすくご説明いただき、貴重なご意見を伺いました。この協
議会を今後の笠岡ロータリークラブの活動に役立てて参らなければならないと切に思料致します。後程、卓
話を頂きます。よろしくお願い申し上げます。
さて、本日は日本国歌を斉唱致しました。なぜ、例会で日本国歌を斉唱するか。天皇を愛する日本人です
から当然かもしれませんが、日本のロータリー存続に係わる歴史もございます。満州事変が勃発する 1931
年頃から日本のロータリーは、国家、軍部から様々な弾圧を受けるようになりました。この偏見に対し、米
山梅吉氏がロータリーとはこうなんだというメッセージを２度、３度と一般市民にラジオを通し発していま
す。1933 年には軍部ともつながりのあった右翼団体が京都ロータリークラブに押し寄せ、
「ロータリー排撃」
の決議文が京都ロータリークラブ会長の石川芳次郎氏に手渡されました。命の危険もありましたが、毅然と
した態度で接し、「例会で日の丸を掲揚し、君が代を歌うこと」で話し合いがつきました。京都ロータリー
クラブは早速このことを日本中のロータリークラブに連絡し、以後、日本のすべてのロータリークラブは日
の丸を掲揚し、君が代を歌うことになりました。このことが現在にまで継続されています。残念ながら 1940
年以降、日本のロータリークラブは断腸の思いを抱きながらも次々と解散していきますが、命がけでロータ
リークラブの存続を守った先輩達に敬意と尊敬の念をもって日章旗を例会場に掲げ、国歌君が代を唄う伝統
が継承されています。私は、この精神が RI の中において幾度となく抹消されそうになった決議 23－34 を守
り通そうとする日本人ロータリアンの矜持として連綿とつながっていると思っています。
★電磁理事会報告
7/25（水）に電磁理事会を開催致しましたのでご報告致します。
第１号議案：西日本豪雨災害義援金（寄付）について
笠岡市に 30 万円、里庄町に 10 万円、浅口市に 10 万円、計 50 万円を寄付。
会員各々から 5,000 円を徴収させて頂き、残りの 26 万円を基金会計の普通預金から拠出
することが承認されました。
第２号議案：おかやま山陽高等学校真備地区ボランティア活動への援助について
インターアクト委員会の予備費より 10,000 円、本会計予備費より 20,000 円、計 30,000 円
を拠出することが承認されました。
★会長報告
・7/27（金）アムール福武万智子さんの帰国歓迎会が 19 時から、やくう笠岡店で開催されました。御出
席下さいました皆様、御準備下さいました皆様、お世話になりました。有難うございました。
・7/28（土）インターアクト地区大会が倉敷で開催され、片岡インターアクト委員長に御出席いただきま
した。有難うございました。当初は 7/28、29 の 2 日間の予定でしたが、台風の影響の為、7/28（土）、
1 日だけの開催となりました。

・7/29（日）台風の影響の為、リフレッシュ瀬戸内は中止、花火大会後の清掃は花火大会延期の為、中止と
なりました。
・先程ご報告致しました電磁理事会での承認を受け、7/30（月）里庄町と浅口市へ、西日本豪雨災害義援金
お渡しする為、小笠原副会長、大山幹事、私とで行って参りました。里庄町より感謝状を頂戴致しました。
後方に置かせていただいております。また、7/30（月）おかやま山陽高等学校へ西日本豪雨災害ボランテ
ィア活動援助金お渡しする為、大山幹事、片岡インターアクト委員長に行っていただきました。
・8/2（木）笠岡市へ、西日本豪雨災害義援金お渡しする為、大山幹事、私とで行って参りました。感謝状
を頂戴致しました。後方に置かせていただいております。
・8/5（日）クラブ雑誌・広報委員長会議が岡山で開催され、楠公共イメージ常任委員長に御出席いただき
ました。有難うございました。
本日はロータリー創立１１３年と１６５日にあたります。
笠岡ロータリークラブは創立６２年と５０日にあたり第３０５８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ので、配布しております。
＊直前ガバナー事務所よりガバナー月信が届きましたので、配布しております。5 ページに昨年度の第 6
グルーブガバナー補佐の国定会員の退任挨拶が掲載されております。
＊例会変更と取止め：井原 RC
＊活動報告書･会員名簿：岡山 RC、倉敷瀬戸内 RC
＊月報・週報：岡山 RC、岡山南 RC、岡山後楽園 RC、岡山中央 RC
＊その他連絡
・クラブ活動・運営計画報告書の訂正表を配布しております。5 月末現在での作成となりましたので 6 月
の寄付の加算、また、6 月末に退会者があり、委員会構成、予算書の変更、充填未充填職業分類表等に
訂正がございましたので、作成致しました。
配布の 1 枚目に訂正箇所を記載しておりますのでご確認下さい。訂正表で差し替えとなっているページ
につきましては、差し替えをお願い致します。
・ロータリーの友が届きましたので、配布しております。
・8 月のロータリーレートは 1 ドル=112 円です。
・財団室 NEWS 2018 年 8 月号がメールで届きました。
・笠岡市生涯学習課より「第 16 回おかやま県民文化祭参加事業優秀映画鑑賞会」の案内が届きましたので
回覧致します。
・次週、8/14（火）の例会は取り止めとなっております。お間違えなきようお願い致します。
・例会終了後、佐野ガバナー補佐様をお見送りした後、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。よろしくお願い致します。
＊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
楠公共イメージ常任委員長：ロータリーの友の解説
武田社会奉仕委員：9/2（日）開催の花火大会後清掃ボランティアの案内、出欠回覧
★誕生日・結婚祝い
誕生日：小笠原和壽君・森年美和君・中田智明君・横山祥平君
結婚：中田智明君・齋藤丘君
★出席報告
会員数(出席免除者)
出席者数(出席免除者)
出席率(%)
33+（15）＝48
29+（12）＝41
91.11%
当日欠席者 （4 名）津田謙二君・山名照知君・堀泰典君・笠原孝方君
前々回補填者（2 名）山名照知君・山本国春君

前々回(7 月 17 日)補正
91.30%⇒95.65%

★ＳＡＡ
吉本仁志君・小笠原和壽君・大山桂之君・藤井幸治君：佐野ガバナー補佐様、本日はお忙しい中お越し下
さいまして誠に有難うございます。先程のクラブ協議会では貴重なご助言、ご指導、有難うございました。
片岡委員長にはインターアクト地区大会へのご出席、楠委員長にはクラブ雑誌・広報委員長会議へのご出
席、有難うございました。
塩飽繁樹君：先日、建設功労表彰を県知事より頂きました。また、水害にあわれた方々の為、建築相談窓
口を開設して走りまわっています。同期会長として、佐野さん、よくいらっしゃいました。よろしくお願
い申し上げます。
松尾明君：佐野ガバナー補佐様、本日は有難うございます。週報に載りました。
藤井幸治君：クラブ協議会では大変失礼致しました。
中田智明君：本日、所用によりクラブ協議会を欠席致しました。ご迷惑をおかけして申し訳ございません
でした。

久我久徳君：週報に載ってしまいました。早退します。
原田一成君：先日はおかやま山陽高校インターアクトクラブにボランティア活動補助金を下さいまして有
難うございました。7/25 に 27 名、7/31 には 131 名の生徒がインターアクトの呼びかけに応じて真備町内
での復旧作業に参加しました。また、調理科、製菓科の有志が真備町内の 3 つの避難所で計 6 回、のべ
1,600 食の炊き出しをしました。更に野球部、サッカー部は独自のボランティア参加をしてくれています。
頂いた補助金は参加生徒の安全確保用具等の購入に充てさせて頂きます。なお、8/16 にもボランティア
を予定しております。
坂本亮平君：早退します。
桑田由香里君・齋藤丘君・団迫亮紀君：ガバナー月信の新会員紹介に載りました。
★プログラム：国際ロータリー第 2690 地区ガバナー補佐 佐野重治様卓話
★ゲスト
：国際ロータリー第 2690 地区ガバナー補佐 佐野重治様
★ビジター ：ありません
★プログラム予定
９/４
調整中
９/１１ 調整中
９/１８ 調整中
９/２５ 岡山保護観察所 統括保護観察官 徳 光 伸 之様「更生保護について」
★行事予定
８/２５
８/２５
８/２８
９/２
９/９
９/２２、２３
１０/７
１０/２１
３/１７

第 1 回地区青少年交換委員会（岡山）
インターアクト岡山県ブロック協議会（岡山）
ガバナー公式訪問
米山記念奨学会委員長研修会並びに米山奨学生・学友親睦会（岡山）
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）ロータリーの友 ガバナー月信 直前ガバナー月信
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１例会 吉本会長挨拶
８月第１例会プログラム

藤澤親睦活動委員長（誕生月プレゼント説明）

誕生記念月のお祝い

誕生記念月のお祝い

誕生記念月のお祝い

誕生記念月のお祝い

結婚記念月のお祝い

結婚記念月のお祝い

【本日の食事】幕の内弁当

第 2690 地区ガバナー補佐 佐野重治様卓話

第 2690 地区ガバナー補佐 佐野重治様卓話

第 2690 地区ガバナー補佐 佐野重治様卓話

第 2690 地区ガバナー補佐 佐野重治様卓話

クラブ協議会 平成３０年８月７日（火）午前１０時～

クラブ協議会風景

笠岡グランドホテル２階光の間

吉本会長 クラブ方針説明

