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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 11 月 13 日のプログラム：狂言師 田賀屋夙生様卓話「能・狂言の公演、企画、普及」
次回 11 月 20 日のプログラム：矢掛町長 山野通彦様「矢掛町の街づくり」
・・・・・・・・・第 3068 回 2018 年(平成 30 年)11 月 6 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、ようこそおいで下さいました。有難うございます。
本日は「奉仕の理想」を斉唱致しました。例会で歌う習慣は、1907 年、シカゴロータリークラブにお
いて始まりました。5 人目の入会者であったハリー・ラグラス氏が音頭を取り歌いだしたのが始まりです。
「奉仕の理想」は日本語オリジナルのロータリーソングを作ろうと 1935 年の京都大会で募集し、2 位当
選したものです。第 4 位が「我らの生業」でした。
「奉仕の理想」の原詩は「御国に捧げん」ではなく「世
界に捧げん」でした。当時のガバナーから変更を強制され「御国に捧げん」となりました。当時の歌詞変
更の決断は、戦争の影が迫っている中、ロータリーが時代を生き抜く知恵だったのかもしれません。何気
なく歌っているロータリーソングにもいろいろな歴史があるものです。
★会長報告
・10/27（土）おかやま山陽高等学校文化祭に大山幹事と私がおじゃま致しました。他に行かれた方がお
られましたら、有難うございました。また、バザー品のご協力をいただきました皆様、有難うございま
した。
・11/3（土）青少年交換派遣学生選考試験・選考会並びに第 2 回地区青少年交換委員会が岡山で開催され、
津田地区青少年交換委員にご出席いただきました。有難うございました。
★年次総会
吉本会長
本日は、笠岡ロータリークラブ定款第８条２節及び笠岡ロータリークラブ細則第５条第１節の規定によ
り年次総会を開催致します。笠岡ロータリークラブ定款第１３条第５節並びに笠岡ロータリークラブ細
則第３条第１節により、会長エレクトに、会長ノミニー候補者１名と会長ノミニー以外の理事・役員候
補者９名を発表していただきます。本日の出席者は、38 名で、定足数である会員総数の 1/3 を満たし
ていることを申し添えます。では、小笠原会長エレクト、よろしくお願い致します。
小笠原会長エレクト
笠岡ロータリークラブ定款第１３条第５節及び、笠岡ロータリークラブ細則第３条第１節により、会長
ノミニー候補者１名と理事・役員候補者９名を発表致します。
会長ノミニー候補者 西山義正会員、その他の理事・役員候補者は５０音順に申し上げます。
岡本章会員 小笠原和壽 塩飽繁樹会員 関藤英志会員 津田謙二会員 西江道也会員
藤井幸治会員 山河敏幸会員 吉本仁志会員 以上です。議長、よろしくお願い致します。
吉本会長
ご承認いただける方は、拍手をお願い致します。
次年度理事・役員候補が年次総会にて承認されました。次年度が本格的に始動されます。これにて年次
総会を終了致します。
小笠原会長エレクト
有難うございました。なお、次年度理事会を次週 11/13 の例会終了後に開催致します。よろしくお願い
致します。
本日はロータリー創立１１３年と２５６日にあたります。
笠岡ロータリークラブは創立６２年と１４１日にあたり第３０６８回の例会です。

★幹事報告（藤井副幹事）
＊ガバナー事務所より
・地区大会のお礼状が届きました。
・ガバナー月信が届きました。配布しています。
＊月報・週報：岡山南 RC
＊その他連絡
・11 月のロータリーレートは 1 ドル=112 円です。
・ロータリーの友が届きました。配布しています。
・財団室 NEWS 2018 年 11 月号と、バギオだより第 69 号がメールで届きました。
・おかやま山陽高等学校から文化祭ボランティアバザー協賛のお礼状と、文化祭バザー会計報告が届きま
した。
・社会を明るくする運動岡山県推進委員会から感謝状が届きました。
・例会終了後、定例理事会を開催しますので、理事・役員の方はお残り下さい。
・先程の年次総会でご承認いただいた理事・役員名簿を後方のボードに貼っておきますので、ご確認下さ
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：12/22（土）クリスマス家族会の案内。11/7（水）井原 RC の例会で会長が卓話をさ
れます。幹事と私も同行し、地区大会後の懇親会の御礼に行って参ります。
楠公共イメージ常任委員長：ロータリーの友の説明。
津田地区青少年交換委員：今年度は青少年交換学生の受け入れのお願いはありませんでしたが、次年度以
降、受入れのお願いがありました際には皆様、ご協力をよろしくお願い致します。
★誕生日・結婚祝い
誕生日：西山義正君・大山桂之君・山本義和君・吉岡大介君
結 婚：酒井昭則君・国定謙作君・枝木恭平君・塩飽繁樹君・堀泰典君・山名照知君・吉岡大介君
山河敏幸君・長谷川絢の君
★出席報告
会員数(出席免除者)
出席者数(出席免除者)
出席率(%)
前々回(10 月 16 日)補正
32+（16）＝48
26+（12）＝38
86.36%
91.30%⇒100.00%
当日欠席者 （6 名）山本国春君・大山桂之君・横山祥平君・小堀秀男君・久我久徳君・山名照知君
前々回補填者（4 名）山河敏幸君・西山義正君・小堀秀男君・水川創壌君
★ＳＡＡ
吉本仁志君・大山桂之君：本日は年次総会です。よろしくお願い申し上げます。おかやま山陽高等学校の
文化祭でのインターアクトクラブバザーでは、バザー品のご協力、有難うございました。今年度、補正後
5 回目の 100％出席、有難うございます。本日、地区大会の報告をさせていただきます。
大山桂之君：誕生日のお祝い、有難うございます。幹事の要職にありながら例会を欠席し申し訳ございま
せん。
小笠原和壽君・藤井幸治君：年次総会でのご承認、有難うございました。次年度、よろしくお願い致しま
す。
武田恒雄君：ネクタイを忘れました。
塩飽繁樹君：先日、私の所属している「昴の会」が第 19 回ワコー文化賞を受賞致しました。関係者に対
して厚く御礼申し上げます。有難うございました。
堀泰典君：この度の文化勲章で陶芸家の今井政之先生が受章されました。数年前、親睦旅行で竹原を訪れ
た折、立ち寄りました。心より喜んでおります。笠岡もみじ狩りのポスターを配らせていただきました。
お立ち寄り下さい。
吉岡大介君：誕生日、結婚祝い、有難うございました。我等がカープですが、残念ながら日本一を逃しま
した。応援いただきまして有難うございました。現在の悩みは丸と松山の FA の動向です。
水川創壌君：建仁寺奉納茶碗製作の様子を笠岡放送で放送していただきました。12/13 建仁寺にて行われ
る奉納式に向けてがんばります。
中田智明君：今年度補正後 5 回目の 100％出席となりました。皆様に厚く御礼申し上げます。
原田一成君：10/27 のおかやま山陽高等学校文化祭のインターアクトクラブバザーに際しましては会員の
皆様より商品のご寄贈をいただき、有難うございました。また当日は、吉本会長、大山幹事にお越しいた
だき感謝しております。今後ともインターアクトクラブをよろしくお願い致します。
山河敏幸君・中田智明君：早退させていただきます。
★プログラム：吉本会長「地区大会報告」
★ゲスト
：ありません
★ビジター ：ありません

★プログラム予定
１１/２７ 日本銀行岡山支店支店長 藤田研二様「我が国・井笠地区の経済 現状と展望」
１２/４
おかやま山陽高等学校 IAC 様「インターアクトの活動報告」
１２/１１ 笠原会員卓話
１２/２２ クリスマス家族例会（12/18→12/22 に変更）
１２/２５ 年越し例会
★行事予定
１１/１７
１１/１７
１１/２３
１２/２
１２/９
１/１３
３/２～３
３/１７
４/１４
５/１２

第 2 回会長・幹事会（総社）
青少年交換派遣学生第 1 回オリエンテーション（岡山）
ＩＡ指導者講習会（新見）
4 クラブゴルフ大会（岡山西ゴルフ倶楽部）
次期クラブロータリー財団委員長研修会・地区補助金管理セミナー（出雲）
笠岡 RC キッズサッカーフェスティバル（笠岡陸上競技場）
PETS（出雲）
IM（総社）
地区研修・協議会（出雲）
次期地区会員増強・ロータリー財団合同セミナー（出雲）

★配布物 週報（メール）ロータリーの友 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

１１月第１例会 吉本会長挨拶

１１月第１例会 本日のプログラム

年次総会 小笠原会長エレクト説明
地区大会で使用したパネル

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

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

吉本会長 卓話

吉本会長 卓話

吉本会長 卓話

吉本会長 卓話

片岡会員 地区大会の感想発表

長谷川会員

地区大会の感想発表

桑田会員 地区大会の感想発表

齋藤会員 地区大会の感想発表

原田会員 地区大会の感想発表

藤澤会員 地区大会の感想発表

☆井原ＲＣ訪問（吉本会長の卓話・合同懇親会のお礼） 平成３０年１１月７日

