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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 9 月 18 日のプログラム：桑田会員卓話「ワインアロマセラピーについて」
次回 9 月 25 日のプログラム：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」
・・・・・・・・・第 3061 回 2018 年(平成 30 年)9 月 11 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。
台風 21 号、北海道地震による大きな被害が報告されています。被災されました皆さまに心よりお見舞
い申し上げます。
先々週の末長ガバナー公式訪問では大変お世話になりました。お陰様で無事に終了することができまし
た。ありがとうございました。例会では、金色に輝くゴングを点鐘させていただきましたが、これについ
ては次回例会にて補足させていただきます。
先週は台風 21 号の接近に伴い例会を取り消しとさせていただきました。例会開催日の 2～3 日前から非
常に勢力の強い台風が四国、中国、近畿地方に上陸の恐れありとの報道がされており、天気予報を注視し
ながら例会日の時間と重なるかと気がかりでございました。例会を非常に重視するロータリーですから、
定款にも例会取り消し適用の規定が定められています。どのように解釈しても災害が予想される場合には
取り消しができるとは読み取ることができませんでしたので、例会は開催しようと思っておりました。前
日になり数名の会員の方から明日の例会はどうするのかという問い合わせがあり、再考し、安全第一を考
え、例会取り消しを決め、理事各位に電話、メールをし、例会取り消しを伝える FAX を会員の皆様に送信
致しました。
会員の安全が第一であるという大義はありますが、定款に背馳した決定をしたことは、歴史と伝統のあ
るクラブ、諸先輩方に対し誠に申し訳ない気持ちでございます。幸いなことに例会開催に関し、2016 年
の規定審議会で定款より上位の細則が認められるようになりました。今後もこのようなことが起こる可能
性がございます。会員皆様方のご意見を拝聴しながら理事会での検討事項の一つにしたいと思料いたして
おります。例会取り消しの過程に不備がございましたことを陳謝申し上げます。
★会長報告
・横山会員の御母堂様が 9/4 にご逝去されました。謹んでお悔やみ申し上げますと共に心よりご冥福をお
祈り申し上げます。クラブ規定により香典、生花、弔電をお供えさせて頂きました。
・9/2 (日) クラブ米山記念奨学委員長研修会並びにロータリー米山奨学生・米山学友親睦会が岡山で開
催され、西井財団・奨学会常任委員長にご出席いただきました。御苦労様でした。有難うございました。
同日、花火大会後の清掃ボランティアがございました。ご参加下さいました皆様、御疲れ様でした。有
難うございました。
・9/9（日）4 クラブゴルフ大会が井原ゴルフ倶楽部で開催予定でしたが、大雨の為中止となりました。
・9/17（月）笠岡市民ゴルフ大会が JFE 瀬戸内海ゴルフ倶楽部で開催されます。参加される皆様、頑張
って下さい。
★第 2 回電磁理事会報告
第 1 号議案 長鋪会員の出席規定適用免除について
9/5 付での出席規定適用免除申請について承認されました。
本日はロータリー創立１１３年と２００日にあたります。
笠岡ロータリークラブは創立６２年と８５日にあたり第３０６１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。
＊例会変更と取止め：玉島 RC
＊活動報告書･会員名簿：児島東 RC
＊月報・週報：岡山南 RC、岡山中央 RC、岡山後楽園 RC、岡山 RC
＊その他連絡
・ロータリーの友が届きましたので配布しております。
・9 月のロータリーレートは 1 ドル=112 円です。
・笠岡商工会議所より花火大会後の清掃ボランティアの御礼状が届きました。
・例会終了後に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
藤澤親睦活動委員長：9/9（日）開催予定でした 4 クラブゴルフ大会は大雨の為中止となりました。
関藤青少年奉仕委員長：第 12 回笠岡ロータリークラブ杯サッカー大会の案内。
9/22（土）23（日）開催、ご協力をよろしくお願い致します。
堀社会奉仕委員長：花火大会後の清掃ボランティアのお礼。
山河会員維持・増強委員長：8 月は会員増強月間でした。入会候補者の紹介を引き続きお願い致します。
特に女性の入会候補者をご紹介いただければ有難いです。
★誕生日・結婚祝い
誕生日：山本直樹君・堀泰典君・長谷川絢の君・笠原孝方君・桑田由香里君
結婚：小笠原和壽君・水川創壌君・楠隆行君
★出席報告
会員数(出席免除者)
出席者数(出席免除者)
出席率(%)
32+（16）＝48
28+（13）＝41
91.11%
当日欠席者 （4 名）山本国春君・水川創壌君・山本義和君・久我久徳君
前々回補填者（2 名）枝木恭平君・山本国春君

前々回(8 月 28 日)補正
95.56%⇒97.83%

＊9/4 の例会が台風の為取り消しでしたので 8/21 の例会の補正を報告致します。
前々回（8/21）補填者（6 名）原田一成君・岡本章君・片岡靖隆君・山河敏幸君・水川創壌君・齋藤丘君
前々回（8/21）補正 80.00％⇒93.33％
★ＳＡＡ
吉本仁志君・小笠原和壽君・大山桂之君・藤井幸治君：先々週のガバナー公式訪問では大変お世話になり
ました。有難うございました。西井財団・奨学会常任委員長には米山記念奨学会委員長研修会へのご出席、
有難うございました。楠公共イメージ常任委員長共々卓話をよろしくお願い致します。花火大会後の清掃
ボランティアに多数の方にご参加いただき有難うございました。堀社会奉仕委員長には大変お世話になり
ました。
枝木恭平君：花火大会後の清掃ボランティアにご協力いただいた皆様、有難うございました。4 クラブゴ
ルフ大会で 3 位になりました。
（くじ引きです。
）
堀泰典君：9/2 の花火大会後の清掃奉仕には 17 名の会員、坂本亮平会員のお子様 2 人にご協力いただき
有難うございました。吉本会長には冷たいお茶を差し入れて下さり感謝致します。
藤井幸治君：私と中田君が参加したばかりに 4 クラブゴルフ大会が中止になり、申し訳ございません。く
じ引きで 6 位になりました。
中田智明君：笠岡 RC は RI 第 2690 地区第 6 グループの 7 月のホームクラブ出席率が第 1 位でした。皆様
方のご協力、有難うございました。
吉岡大介君：我等のカープですが、新井選手の引退が発表された後、5 連敗と負けがこんでいますので本
日ズムスタへ応援に行って参ります。
某ラーメン屋の店主の様にならない様にロータリアンとしての品位
をもって応援して参ります。なお、おかやま山陽高校出身の藤井投手もベンチ入りしています。登板があ
れば力の限り応援して参ります。
★プログラム：楠公共イメージ常任委員長「クラブ雑誌・広報委員長会議報告」
西井財団・奨学会常任委員長「米山記念奨学会委員長会議報告」
★ゲスト
：ありません
★ビジター ：北殿真一様（笠岡東 RC）
★プログラム予定
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」
１０/２ 調整中
１０/９ カブトガニ博物館館長 惣路紀通様卓話

★行事予定
９/２２、２３ 笠岡 RC 杯サッカー大会（笠岡）
１０/７
新見 RC 創立 45 周年式典（新見）
１０/１９
IM 記念ゴルフ大会（後楽ゴルフ倶楽部）
１０/２０
ガバナー補佐・会長・幹事会、RI 会長代理歓迎晩餐会（岡山）
１０/２１
地区指導者育成セミナー、地区大会（岡山）
３/１７
IM（総社）
★配布物 週報（メール）ガバナー月信 ロータリーの友
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

９月第１例会 吉本会長挨拶

９月第１例会 本日のプログラム

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

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

結婚記念月のお祝い

【本日の食事】幕の内弁当

楠会員 クラブ雑誌・広報委員長会議報告

西井会員 米山記念奨学会委員長会議報告

西井会員 米山記念奨学会委員長会議報告

花火大会後の清掃ボランティア 平成３０年９月２日（日）

