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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 12 月 22 日のプログラム：クリスマス家族例会
次回 12 月 25 日のプログラム：年越し例会
・・・・・・・・・第 3073 回 2018 年(平成 30 年)12 月 11 日例会記録・・・・・・・・
★点鐘・司会 吉本会長 ★ソング 我等の生業 ★食事 ハヤシライス（米山ランチ）★天気 曇りのち雨
★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、笠原会員に「最近の中国情勢」と題した卓話を頂きます。よろしくお願いいたします。
2005 年 11 月のＲＩ理事会は、中国に対するロータリー拡大の門戸を開き、現在、中国には上海と北京に
二つのロータリークラブが存在しています。2009 年 3 月には、米山記念奨学会中国学友会が結成されてい
ます。中国での拡大は、30 万人ともいわれる大幅な会員増が期待できるため、国際ロータリーおいても審
議しており、今年 2018 年 10 月の RI 理事会は、中華人民共和国において、ロータリーを海外 NGO として登
録する手続きを行うことを同意しています。
国際ロータリーには、理事会ととともに二つの審議会がございます。
一つは 3 年に一度、組織規定に変更を加える RI の立法機関である規定審議会で、採択された制定案は直
ちに定款・細則に反映されます。次回は来年 4 月に開催されその 7 月 1 日から施行されます。2019 年規定
審議会立法案集が my rotary で閲覧できます。今回は、116 の案件が提出されています。また、クラブとし
て立法案に対する支持、反対、または見解を 2019 年 2 月 14 日まで表明することもできます。閲覧のうえ、
何かご意見がございましたら理事会で審議しますのでお知らせください。
もう一つは、毎年オンラインで開催される決議審議会です。採択された決議案は、RI 理事会で審議され
ることになっていますが、たまに無視されることもあるようです。例年、10 月 15 日から 11 月 15 日まで開
催されており、今年は 14 ヶ国から 55 件、日本からは、6 地区 23 件の提案がされていました。国ごとの特
徴があり、興味がそそられます。決議案の採択、不採択も my rotary で閲覧できますのでご覧ください。
職業奉仕の分野において、日本のガラパゴス化といわれて久しいですが、ロータリーの根幹である職業奉仕
の倫理面を重視する日本のロータリーと実践を強調する RI との乖離がだんだんと顕著になってきている気
がいたします。
★会長報告
・12/9（日）次期クラブロータリー財団委員長研修会および地区補助金管理セミナーが出雲で開催され、
塩飽次年度財団委員長、小笠原次年度会長、藤井次年度幹事がご出席されました。有難うございました。
★定例理事会報告
第１号議案：青山典雅さんより入会申込書が提出され、入会について、理事会は承認致しました。職業分
類は茶配布です。なお、異議の申し立てがございませんでしたので本日、持ち回り理事会に
て入会が正式決定されました。青山様にその旨をお伝え致します。来年の 1 月 8 日からの
入会となります。所属委員会は、親睦活動委員会、インターアクト委員会となります。援助
会員は山河会員にお願い致します。増強委員会の皆様、有難うございました。
第２号議案：歳末助け合い募金とカブトガニを守る会助成金について、例年通りニコニコ会計よりそれぞ
れ 50,000 円、計 100,000 円を支出することが承認されました。
第３号議案：吉岡洋介会員、在籍 50 年のお祝いについて、提げ時計をお祝い品とし、慶費より支出する
ことが承認されました。
第４号議案：吉岡洋介会員、称号「スリ・パドゥカ」受賞のお祝いについて、写真立てをお祝い品とし、
慶費より支出することが承認されました。
第５号議案：笠岡東ロータリークラブとの新年合同夜間例会について、平成 31 年 1 月 15 日（火）19 時
から笠岡グランドホテル 1F にて開催し、特別会費 5,000 円を徴収、会場費は例年通り笠岡
東ロータリークラブと折半とすることが承認されました。

第６号議案：職場例会について、平成 31 年 2 月 12 日（火）萩原工業（株）里庄工場で開催し、
謝礼 10,000 円を職業奉仕委員会より支出、例会並びに食事は隣接するルコックルージュに
て行い、その後、工場見学、解散とすることが承認されました。
第７号議案：平成 31 年 3 月 17 日（日）開催の IM について、例年通り全員登録、参加者は、メークア
ップ扱いとする。交通手段はバスを手配することが承認されました。
報告事項：①11/6 の定例理事会にて承認いただいたキッズサッカーフェスティバルについて、青少年奉
仕委員会より開催時間の変更の申し出があり、午後 12：30 からの開始となりました。
②11/7 開催の第 2 回会長・幹事会に藤井副幹事と私の 2 名が出席し、会費 14,000 円を登録費
より支出致しました。
③慶弔見舞規定によりクラブから大山幹事に見舞金 10,000 円を慶費・見舞金より支出致しま
した。
本日はロータリー創立１１３年と２9１日にあたります。
笠岡ロータリークラブは創立６２年と１７６日にあたり第３０７３回の例会です。
★幹事報告
＊例会変更と取止め：児島東 RC、倉敷 RC、玉島 RC、新見 RC
＊その他連絡
・地区ロータリー財団事務所より 2019-20 年度奨学生募集についての案内が届きました。募集要項を回
覧致します。笠岡クラブに応募があった場合、クラブ会長、幹事で面接・審査をし、地区へ推薦致しま
す。応募締め切りは 2019 年 1 月 31 日となっております。
・1/15（火）の笠岡東 RC との新年合同夜間例会の出欠確認表と、3/17（日）の IM と 3/10（日）の IM 記
念ゴルフ大会の出欠確認表を回覧致しますので、出欠のご記入を宜しくお願い致します。
・会員名簿 42 ページの年間行事予定表で、1/22（金曜日）となっておりますが、
（火曜日）の間違いです
ので、訂正の程よろしくお願い致します。
・次週 12/18（火）の例会は 12/22（土）のクリスマス家族会に変更になっております。お間違えなきよ
う、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
藤澤親睦活動委員長：12/2（日）クリスマス家族会の案内。
関藤青少年奉仕委員長：1/13（日）第 2 回キッズサッカーフェスティバルの案内、出欠確認表回覧。
★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(11 月 27 日)補正
32+（16）＝48
27+（10）=37
88.10％
84.09%⇒88.89％
当日欠席者 （5 名）山名照知君・吉岡大介君・坂本達也君・齋藤丘君・楠隆行君
前々回補填者（3 名）松尾明君・大山桂之君・塩飽繁樹君
★ＳＡＡ
吉本仁志君・小笠原和壽君・大山桂之君・藤井幸治君：笠原さんの卓話を楽しみにしております。親睦活
動委員会の皆様、クリスマス家族会のご準備、有難うございます。
坂本亮平君：先週より市内で火災が続いております。火の取り扱いには十分注意して下さい。「忘れてな
い？財布にスマホに火の確認」2018 年秋の予防スローガン。
中田智明君・関藤英志君：早退します。
★プログラム：笠原孝方会員卓話「最近の中国情勢」
★ゲスト
：ありません
★ビジター ：ありません
★プログラム予定
１/８
吉岡洋介会員卓話「笠岡 RC 在籍 50 年」、桑田由香里会員卓話「年女の抱負」
１/１５
笠岡東 RC との新年合同夜間例会
１/２２
塩飽繁樹次年度財団・奨学会常任委員長卓話「次年度ロータリー財団委員長研修会報告」
★行事予定
１/１３
１/１４
３/２～３
３/１０
３/１７
４/１４
５/１２

第 2 回笠岡ロータリークラブキッズサッカーフェスティバル（笠岡陸上競技場）
グリーン会新春ゴルフコンペ（JFE 瀬戸内海ゴルフ倶楽部）
PETS（出雲）
IM 記念ゴルフ大会（鬼ノ城カントリークラブ）
IM（サンロード吉備路）
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）
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

１２月第２例会 吉本会長挨拶

１２月第２例会 本日のプログラム

【本日の食事】ハヤシライス（米山ランチ）

笠原孝方会員卓話

笠原孝方会員卓話

笠原孝方会員卓話

笠原孝方会員卓話

笠原孝方会員卓話

