笠岡ロータリークラブ週報
2018.7～2019.6 第 3064 回 2018 年（平成 30 年）10 月 2 日 No.11
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 10 月 2 日のプログラム：西山辰巳様「画遊笑生舎」
次回 10 月 9 日のプログラム：カブトガニ博物館館長 惣路紀通様「カブトガニについて」
・・・・・・・・・第 3062 回 2018 年(平成 30 年)9 月 18 日例会記録・・・・・・・・
★点鐘・司会 吉本会長 ★ソング 四つのテスト ★食事 ミックスフライ定食★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。
本日は、岡山保護観察所 統括保護観察官 徳光伸之様をゲストにお迎えしています。後ほど「更生保護に
ついて」と題した卓話をいただきます。よろしくお願い申し上げます。
また、タウランガからの語学研修生サマンサさんが来笠されています。日本での大学進学も視野に入れてい
るそうです。昨日、ファンアイクで歓迎会を開催しましたが、大変 attractive な方です。後ほどご挨拶を
頂きます。
★会長報告
・2017-18 年度（山名会長年度）において、RI 会長賞を受賞されました。おめでとうございます。
・9/22（土）23（日）第 12 回笠岡ロータリークラブ杯サッカー大会が開催されました。お手伝い頂いた
皆様、関藤青少年奉仕委員長をはじめ委員の皆様、ご準備頂いた皆様、お世話になりました。有難うご
ざいました。
・9/22（土）秋の交通安全市民運動が開催され、西山会員にご参加頂きました。有難うございました。
・9/22（土）タウランガからの語学研修生、サマンサさんが来笠されました。現在、団迫会員のご自宅に
ホームステイしております。また、本日から岡山龍谷高等学校様にお世話になっております。有難うご
ざいます。10/13（土）の帰国まで、皆様、よろしくお願い致します。
・9/24（月）サマンサさんの歓迎会がファンアイクで開催されました。ご参加頂いた皆様、久我国際奉仕
委員長をはじめ、委員の皆様、お世話になりました。有難うございました。
・ガバナー事務所より地区補助金の臨時費を使用したプロジェクトの案内が届いています。詳しくは幹事
から報告がございます。
本日はロータリー創立１１３年と２１４日にあたります。
笠岡ロータリークラブは創立６２年と９９日にあたり第３０６３回の例会です。
★幹事報告
＊ガバナー事務所よりロータリー研究会の案内が届きましたので回覧致します。
＊活動報告書･会員名簿：倉敷中央 RC、倉敷東 RC
＊その他連絡
・会長報告にもありましたが、ガバナー事務所より災害支援に特化した地区補助金に関する案内が届きま
した。お手元に資料を配布しています。限度額は 50 万円で、クラブ負担はないようです。先着順で資金
がなくなり次第終了とのことです。10 月 2 日の定例理事会にて審議いたしたく存じますので、被災地、
被災者に貢献できる有益なプロジェクトがございましたら、10 月 1 日までに私もしくは西井財団委員長
まで、お知らせください。できましたら、口頭でなく、メールでも結構ですので文章にてお願いいたし
ます。
・米山記念奨学会より「豆辞典 2018-19 年度版」が届きましたので配布しております。また、2017 年度
事業報告書と決算報告が届きました。
＊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：地区大会後の井原ロータリークラブとの懇親会案内と出席依頼
関藤青少年奉仕委員長：サッカー大会御礼

★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(9 月 11 日)補正
32+（16）＝48
26+（11）＝37
86.05%
91.11%⇒93.48%
当日欠席者 （6 名）山本国春君・楠隆行君・山河敏幸君・山本義和君・笠原孝方君・水川創壌君
前々回補填者（2 名）山本国春君・長鋪慶明君
★ＳＡＡ
吉本仁志君・小笠原和壽君・大山桂之君・藤井幸治君：徳光様、ようこそおいで下さいました。卓話を楽
しみにしています。Hi Sammy, please enjoy your time in kasaoka。団迫さん、坂本さん、久我さん、
よろしくお願い致します。サッカー大会では関藤委員長をはじめ、皆様に大変お世話になりました。有難
うございました。山名年度の RI 会長賞のご受賞、おめでとうございます。
山名照知君・松尾明君：昨年度の笠岡ロータリークラブの活動が RI 会長賞を受賞しました。メンバー全
員の御協力に感謝します。
堀泰典君：本日、徳光先生には卓話をお引き受けいただき、有難うございました。短い時間で申し訳ござ
いませんが、よろしくお願い致します。また、運転免許証、今回もゴールドで更新でき、今日受け取って
きました。
吉岡大介君：サマンサさん、ようこそ笠岡へ。こちらでの生活を楽しんで下さい。我等のカープですが、
昨日ズムスタへ応援に行って来ましたが残念ながら負けてしまいましたが本日は必ず勝って優勝しま
す！
藤澤晴康君：ちょっといいことがありました。
関藤英志君（青少年奉仕委員長）
：9/22（土）23（日）の二日間にわたり第 12 回笠岡ロータリークラブ杯
サッカー大会ではお忙しい中お手伝いいただいた委員会メンバーをはじめ多くのメンバーの方に大変お
世話になりました。子ども達もサッカーを通じて良い経験ができたのではないかと思います。有難うござ
いました。
久我久徳君：サッカー大会の成績発表で何度も間違えました。すみませんでした。
（カミカミ王子より）
原田一成君：おかやま山陽高校がカフェをオープンします。場所は学校の南側の県道沿いにある龍王池の
ほとりです。運営はルコックルージュの合田シェフに委託します。平日は落ち着いたカフェ、土日は調理
科と製菓科の生徒がスタッフに入る高校生カフェになります。店名は「カフェ・フレ」です。10/1（月）
にオープンします。是非ご利用下さい。
坂本亮平君：9/22～24、第 39 回全日本マスターズ陸上大会に出場し、立五段跳で全国 2 位、100ｍで 13
位、60ｍで 10 位となりました。立五段跳は中国、広島県マスターズ記録となりました。
★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」
★ゲスト
：岡山保護観察所 統括保護観察官 徳 光 伸 之様
タウランガからの語学研修生 サマンサ・アホリマさん
★ビジター ：ありません
★プログラム予定
１０/１６ 坂本達也会員、久我久徳会員、団迫亮紀会員「ホームホストを受けて」
関藤英志会員「サッカー大会報告」
★行事予定
１０/７
新見 RC 創立 45 周年式典（新見）
１０/１４
ファミリーウォーキング大会 in 笠岡湾干拓 2018（ポリオ撲滅募金活動）
１０/１９
地区大会記念ゴルフ大会（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）災害支援に特化した地区補助金に関する資料
米山記念奨学会豆辞典 2018-19 年度版 卓話資料
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３例会 吉本会長挨拶

９月第３例会 本日のプログラム

語学研修生サマンサさん挨拶

【本日の食事】ミックスフライ定食

岡山保護観察所 徳光伸之様

卓話

岡山保護観察所 徳光伸之様 卓話

岡山保護観察所 徳光伸之様

卓話

岡山保護観察所 徳光伸之様 卓話

岡山空港お出迎え

サマンサさん歓迎会（9/24

ファンアイク）

サマンサさん歓迎会（9/24

ファンアイク）

授業風景（龍谷高校）

サッカー大会訪問

サマンサさん歓迎会（9/24

ファンアイク）

サマンサさん歓迎会（9/24

ファンアイク）

サマンサさん例会出席風景

9/22

第 12 回 RC 杯サッカー大会 吉本会長挨拶

9/22 第 12 回 RC 杯サッカー大会

9/23 第 12 回 RC 杯サッカー大会

9/23

第 12 回 RC 杯サッカー大会 表彰式

9/22

第 12 回 RC 杯サッカー大会 選手宣誓

9/22

9/23

第 12 回 RC 杯サッカー大会

第 12 回 RC 杯サッカー大会 表彰式

9/23

第 12 回 RC 杯サッカー大会

