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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 3 月 12 日のプログラム：小笠原会長エレクト「PETS 報告」
次回 3 月 19 日のプログラム: ギャラリー郷土の心代表 三笠博通様卓話「行ってみたい ふるさとの名所」
・・・・・・・・・第 3084 回 2019 年(平成 31 年)3 月 5 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。
まずもって、原田様、今井様のご入会を心より歓迎申し上げます。
本日は、桂馬蒲鉾商店 代表取締役 村上博志様をゲストにお迎えしております。後ほど「桂馬蒲鉾と 106
年の歴史」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。
桂馬蒲鉾商店様は、海運の要所であり文化人がこよなく愛した尾道で創業され志賀直哉氏とも交流があら
れました。さんすて福山にも店舗を出されておられます。村上様は、尾道ロータリークラブに所属されてい
らっしゃいます。尾道ロータリークラブ様は 1953 年に創立されていますから笠岡ロータリークラブの 3 年
先輩クラブでございます。今年度、広島、山口をテリトリーとする 2710 地区においてお二人目のガバナー
を輩出されており、村上様は、地区幹事を務めていらっしゃいます。
笠岡ロータリークラブは創立当初、中国 5 県、九州 7 県をテリトリーとする 64 地区に所属しており、尾
道ロータリークラブ様とも同地区でした。両クラブとも 1964 年からは中国 5 県をテリトリーとする 369 地
区に所属しますが、1977 年に日本の地区呼称が、300 代から 200 代に変わると同時に広島、山口が 271 地区
として新設され尾道ロータリークラブ様とはここで地区を別にしました。今の 4 桁番号となるのは、1991
年です。酒井パストガバナーは 1981 年に 269 地区ガバナーに就任されますが尾道ロータリークラブ様お一
人目のガバナー八木様は、前年 1980 年の 271 地区ガバナーでいらっしゃり、鳥取において 271 地区、269
地区との連合地区大会を開催されておられます。翌年、269 地区は笠岡での地区大会でした。
尾道ロータリークラブ様とのご縁を感じます。ちなみに次年度、2710 地区は福山で地区大会を開催され
ます。笠岡にも事業所をもっておられる晝田眞三様がガバナーでございます。
★会長報告
・2/26（火）今年度、第 1 回 IDM が、ありがとうで開催されました。山名ロータリー情報委員長をはじめ、
委員会の皆様、講師の西井会員、ご参加下さいました皆様、お世話になりました。有難うございました。
・3/2（土）、3（日）PETS が出雲で開催され、小笠原会長エレクトがご出席されました。遠方、御苦労様
でした。
・3/9（土）青少年交換派遣学生オリエンテーションが岡山で開催され津田地区青少年交換委員がご出席
されます。御苦労様です。よろしくお願い致します。
・3/10（日）IM 記念チャリティーゴルフ大会が鬼ノ城カントリークラブで開催されます。参加される
皆様、がんばって下さい。
本日はロータリー創立１１４年と１０日にあたります。
笠岡ロータリークラブは創立６２年と２６０日にあたり第３０８４回の例会です。
★幹事報告
＊ガバナー事務所より
・3 月のロータリーレートは 1 ドル=110 円です。
・ガバナー月信が届きましたので、配布しております。
＊その他連絡
・3/17（日）の IM にご参加頂く方々に、バスの行程表を回覧致します。午前 11 時 20 分に笠岡グランド
ホテルを出発致します。バス乗車希望場所のチェック、自家用車で行かれる方は、自車の欄にチェック
をお願い致します。なお、昼食につきましては出発前に各自でお済ませいただくか、車内へ持ち込みに
てご乗車下さい。

・ロータリーの友が届きましたので、配布しております。
・例会終了後、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。
★委員会報告
藤澤親睦活動委員長：
・3/12（火）第 2 回 IDM 終了後の懇親会での新会員（今井裕一会員、原田周二会員）の歓迎会開催案内。
・3/24（日）笠岡 RC 主幹 4 クラブゴルフ大会参加人数報告。
・5/16（木）ソロプチミスト笠岡チャリティーゴルフ大会案内。笠岡 CC、AM7：35 スタート、会費 4,000 円
★誕生日・結婚祝い
誕生日：吉岡洋介君・徃田整二君・武田恒雄君・西井保行君・山名照知君・関藤英志君
結婚 ：徃田整二君・金平康弘君・山本直樹君・坂本達也君・津田謙二君・原田一成君・片岡靖隆君
★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(2 月 19 日)補正
35+（16）＝51
28+（14）=42
85.71％
93.48%⇒100％
当日欠席者 （7 名）団迫亮紀君・小堀秀男君・山名照知君・笠原孝方君・久我久徳君・岡本章君・
片岡靖隆君
前々回補填者（3 名）原田一成君・齋藤丘君・西山義正君
★ＳＡＡ
吉本仁志君・小笠原和壽君・大山桂之君・藤井幸治君：原田様、今井様のご入会を歓迎申し上げます。
村上様、本日はお忙しい中、遠方よりお越しいただき、有難うございます。卓話を楽しみにしております。
IDM では山名委員長、西井先生をはじめ、皆様お世話になりました。有難うございました。小笠原会長エ
レクト、PETS お疲れ様でした。本年度 8 回目の補正後 100％出席になりました。有難うございます。
小笠原和壽君：PETS に行って参りました。古瀬ガバナーエレクト他、多くのパストガバナーのご教示を
いただきました。また報告させていただきます。
大山桂之君：2/26 の IDM 講師謝礼を西井先生よりスマイルに入れていただきました。有難うございます。
吉岡洋介君：満 86 歳の誕生日を迎えました。
金平康弘君：今井会員のスポンサーをさせていただきます。入会のご承認をいただき、有難うございます。
山河敏幸君：今井裕一様、原田周二様、笠岡 RC に入会していただき、有難うございます。今後しっかり
楽しんで下さい。またこの度の入会にあたり、大変なる御指導をいただきました金平会員、吉岡会長、有
難うございました。今後ともよろしくお願い致します。
中田智明君：本年度 8 回目の補正後 100％出席になりました。皆様方に御礼申し上げます。
青山典雅君：ガバナー月信に載りました。有難うございます。
★プログラム：有限会社桂馬商店代表取締役 村上博志様卓話「桂馬蒲鉾と 106 年の歴史」
★ゲスト
：有限会社桂馬商店代表取締役 村上博志様
★ビジター ：ありません
★プログラム予定
３/１９
ギャラリー郷土の心代表 三笠博通様卓話「行ってみたい ふるさとの名所」
３/２６
井原 RC 次期会長 小塚一史様卓話「井原クラブの近況と今後の取り組み」
４/２
調整中
４/９
今井会員、原田（周）会員卓話「新会員卓話」
４/１６
小笠原副会長、藤井副幹事「地区研修・協議会報告」
４/２３
笠岡税務署法人課税統括官 吉村昭信様卓話
★行事予定
３/１２
３/１７
３/２４
３/２６
４/１２～５/３
４/１４
４/２０～２１
４/２６
５/１２
５/１６
５/１９
６/９

第 2 回 IDM（妃富美）
IM（サンロード吉備路）
4 クラブゴルフ大会（JFE 瀬戸内海ゴルフ倶楽部）
次年度委員長会議
タウランガからの語学研修生 アンネリーゼ ダービーさん来笠
地区研修・協議会（出雲）
インターアクト地区協議会（松江）
次年度委員長会議
次期地区会員増強・ロータリー財団合同セミナー（出雲）
ソロプチミスト笠岡チャリティーゴルフ大会（笠岡 CC）
親睦旅行（しまなみ海道 大三島～大久野島方面）
5 クラブゴルフ大会（JFE 瀬戸内海ゴルフ倶楽部）

★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

３月第１例会 吉本会長挨拶

尾道ロータリークラブ 村上様とバナー交換

原田周二会員・今井裕一会員

入会式

３月第１例会 本日のプログラム

原田周二会員・今井裕一会員

入会式

原田周二会員・今井裕一会員

入会式

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

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

有限会社桂馬商店 代表取締役 村上博志様 卓話

有限会社桂馬商店 代表取締役 村上博志様 卓話

有限会社桂馬商店 代表取締役 村上博志様 卓話

有限会社桂馬商店 代表取締役 村上博志様 卓話

有限会社桂馬商店 代表取締役 村上博志様 卓話

