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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 26 日のプログラム：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」
次回 4 月 2 日のプログラム: 倉敷芸術科学大学 庶務部 参与 佐藤信彦様卓話「韓国と日本」
・・・・・・・・・第 3086 回 2019 年(平成 31 年)3 月 19 日例会記録・・・・・・・・
★点鐘・司会 吉本会長 ★ソング それでこそロータリー ★食事 煮魚定食 ★天気 雨のち晴れ
★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。
本日はギャラリー郷土の心代表三笠博通様に「行ってみたい ふるさとの名所」と題した卓話を頂きます。
よろしくお願い致します。
3 月 17 日、I.M が開催されました。いまだ西日本豪雨の爪痕が残る真備地区をテリトリーに含む総社吉
備路ロータリークラブ主催でございました。豪雨被害の後始末におわれロータリーどころではないという会
員も多数いらっしゃる中、総社吉備路ロータリークラブの団結力を感じる素晴らしい I.M だったと思いま
す。佐野ガバナー補佐様の想いも十分受け取らせていただきました。
I.M と略される都市連合会は、以前 IGF（Intercity General Forum）とか ICGF（Intercity and Club
General Forum）と呼ばれていた地区行事でしたが、1969 年の RI 理事会決議で RI の正式行事から除外さ
れ、それ以後、実施するか否かはガバナーの裁量に委ねられることになっています。近隣クラブが共通のテ
ーマで語り合い、知己の輪を拡げる意義の大きさをガバナーも認識していますので、2690 地区ではすべて
のグループにおいて毎年開催されています。
現在の手続き要覧では、標準ロータリークラブ定款のメークアップ規定にある「正式に公表されたロータ
リークラブの都市連合会に出席すること」
という文面を除き、IM に関する記載はすべて抹消されています。
また、3 月 14 日、大山幹事と大田ロータリークラブを訪問致しました。いつも温かく迎えて下さります。
当日のプログラムが米山奨学生終了式でございました。前年度大田ロータリークラブとともに、広島カープ
観戦にご参加された皆様はロシアからの留学生ジェーニャさんを覚えていらっしゃると思います。卓話の中
で「一番思い出に残っていることは、世話クラブと一緒に広島カープの応援に行ったことです」とおっしゃ
っていました。広島カープファンが一人増えたようでございます。笠岡ロータリークラブも米山の一助にな
ったのかと嬉しく思いました。波多野直前ガバナー補佐様が一年間ホストをなさったそうです。波多野様の
熱い想いも伺うことができました。
笠岡ロータリークラブでは、米山奨学生を平成元年から一年間、笠岡歯科技工専門学校で受け入れていま
す。カウンセラーは金平先生でした。クラブが培った貴重な経験を過去のものとせず、若い会員に受け継い
でいかねばならないと痛感致しました。
大山幹事が I.M と大田ロータリークラブ訪問のスライドを作成していますので、お食事中に紹介致しま
す。
★会長報告
・3/12（火）今年度、第 2 回 IDM が妃富美で開催されました。山名ロータリー情報委員長をはじめ、委員
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。
・3/14（木）大山幹事と一緒に大田 RC の例会に出席して参りました。
・3/17（日）IM がサンロード吉備路で開催されました。ご参加下さいました皆様、御忙しい中、有難う
ございました。
・3/24（日）4 クラブゴルフ大会が JFE 瀬戸内海ゴルフ倶楽部で開催されます。今回は笠岡クラブが主幹
です。藤澤親睦活動委員長をはじめ、委員の皆様、ご参加いただく皆様、お世話になります。よろしく
お願い申し上げます。
本日はロータリー創立１１４年と２４日にあたります。
笠岡ロータリークラブは創立６２年と２７４日にあたり第３０８６回の例会です。

★幹事報告
＊ガバナー事務所より 2021～22 年度 国際ロータリー第 2690 地区 地区ガバナーとして鳥取西ロータリー
クラブの岩﨑陽一氏を正式に決定したことの宣言書が届きました。
＊例会変更と取止め：児島東 RC
＊その他連絡
・ハイライトよねやま 228 号がメールで届きました。
・おかやま山陽高校インターアクトクラブ会計及び活動報告①が届きましたので、回覧致します。
・笠岡国際交流協会より会報紙が届きましたので回覧致します。
＊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
・3/10（日）IM 記念ゴルフ大会報告：笠原会員が優勝されました。おめでとうございます。
・3/24（日）笠岡 RC 主幹 4 クラブゴルフ大会案内
藤井副幹事
3/26（火）開催の第 1 回次年度委員長会議の出欠の締め切りは 3/22（金）です。返信が未だの方は、
返信をよろしくお願い致します。
★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(3 月 5 日)補正
35+（16）＝51
27+（12）=39
82.98％
85.71%⇒100％
当日欠席者 （8 名）青山典雅君・津田謙二君・山河敏幸君・坂本達也君・片岡靖隆君・堀泰典君・
原田一成君・桑田由香里君
前々回補填者（7 名）山名照知君・小堀秀男君・久我久徳君・団迫亮紀君・笠原孝方君・片岡靖隆君・
岡本章君
★ＳＡＡ
吉本仁志君・小笠原和壽君・大山桂之君・藤井幸治君：三笠様、ようこそお越し下さいました。卓話を楽
しみにしております。IM にご参加下さいました皆様、有難うございました。IDM では山名ロータリー情報
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。今年度 10 回目の補正後 100％
出席、有難うございます。
山名照知君：先日の IDM には大勢の御参加をいただき、有難うございました。講師をお努めいただいた、
西井さん、長鋪さん、西江さん、塩飽さん、そして吉本会長、小笠原副会長、お世話になりました。
仁科一夫君：三笠さんの卓話を楽しみにしております。
藤澤晴康君：IDM 後の新会員歓迎会、多くの皆様の参加そしてご協力、有難うございました。
中田智明君：今年度 10 回目の補正後 100％出席となりました。皆様のご協力に厚く御礼申し上げます。
笠原孝方君：IM 記念ゴルフ大会で運よく優勝させていただきました。有難うございます。当日の IM には
参加できず、すみませんでした。
★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」
★ゲスト
：ギャラリー郷土の心代表 三笠博通様
★ビジター ：惠谷龍二様（笠岡東 RC）北殿真一様（笠岡東 RC）
★プログラム予定
４/２
倉敷芸術科学大学 庶務部 参与 佐藤信彦様卓話「韓国と日本」
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
３/２６
４/１２～５/３
４/１４
４/２０～２１
４/２６
５/１２
５/１６
５/１９
６/９

第 1 回次年度委員長会議
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）
第 2 回次年度委員長会議
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）
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３例会 吉本会長挨拶

３月第３例会 本日のプログラム

【本日のお食事】煮魚定食

ギャラリー郷土の心代表 三笠博通様 卓話

ギャラリー郷土の心代表 三笠博通様 卓話

ギャラリー郷土の心代表 三笠博通様 卓話

ギャラリー郷土の心代表 三笠博通様 卓話

ギャラリー郷土の心代表 三笠博通様 卓話

☆大田ＲＣ訪問（吉本会長・大山幹事） 平成３１年３月１４日（木）

☆インターシティーミーティング（ＩＭ） 平成３１年３月１７日（日） サンロード吉備路

