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ＲＩテーマ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
『ロータリーは世界をつなぐ』
地区のスローガン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
『I’m a Rotarian!』
本日 12 月 10 日のプログラム：宮島厚介会員卓話「感染症について」
次回 12 月 21 日のプログラム： クリスマス家族会
・・・・・・・・・第 3120 回 2019 年(令和元年)12 月 3 日例会記録・・・・・・・・
★点鐘・司会 小笠原会長 ★ソング 君が代 奉仕の理想 ★食事 幕の内 ★天気 晴れ
★小見山直己会員入会式
・会員バッチ、四つのテスト、ロータリーの目的、その他の贈呈。
・紹介者のお一人、山本義和会員による小見山会員の紹介。
・小見山会員による自己紹介、ご挨拶。
★会長挨拶
皆様こんにちはよくいらっしゃいました。有難うございます。
先週第 6 グループ会長幹事会に出席して参りました。各クラブとも半期の事業報告を行いましたが各クラ
ブ独特の個性ある事業は継続事業として行っているようです。井原 RC の英語スピーチコンテスト。高梁
RC はカンボジア里親支援、今年度も新見 RC とカンボジアの小学校に訪問されるそうです。笠岡東 RC は
マレーシアとの交換学生交流、悲滋院でのバーべキュー大会。総社 RC は地域づくり子供体験学習。玉島
RC は中学生対象の防災教室を地区補助金を活用され例年開催されていますが、今年度は申請して承認が下
りる前に事業を行ったため地区補助金が下りなかったそうです。笠岡 RC はロータリーデーの開催、少年サ
ッカー大会の開催、姉妹クラブと交換語学留学生との報告を致しました。
継続事業を行うことで各クラブの特色が有るようです。しかしながら各クラブとも純増が厳しいようで会
計が伴なわないと継続事業も厳しいと報告されていました。今後、長期戦略計画、クラブビジョンの検討が
必要性を増してきそうです。
新規事業では高梁 RC の地区補助金を活用し山田方谷陽明学の碑を設置されたそうです。笠岡東 RC は剣
道部の少年少女大会を来年されるそうです。総社吉備路 RC では台風 19 号の災害支援、真備地区の緑化イ
ベントを行ったそうです。新見 RC は中学校の弁論大会や AED の寄贈、インターアクトクラブで笠岡 RC
に習いバッジ授与式をされたそうです。
笠岡 RC は今月来月で 2 名の方が入会下さり 50 名となる予定ですとの報告した際、皆さん「ほおぉぅ」
と、うなられました。
また金谷ガバナー補佐から第 6 グループから 2029 年度にガバナーが正当な順番で回ってきますがそれよ
り先に依頼されることも十分考慮していて下さいとのお話がありました。
★会長報告
・11/30（土）国際ロータリー第 2690 地区青少年交換委員会第 1 回派遣学生オリエンテーションが、岡山
にて開催され、クラブからは坂本副幹事にご出席いただきました。ご苦労様でした。有難うございました。
また、同日、第 2 回会長・幹事会が倉敷にて開催され、藤井幹事と私が出席致しました。
★年次総会
小笠原会長
本日は、笠岡ロータリークラブ定款第 8 条第 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いたします。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 42 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、西山会長エレクト、よろしくお願い致します。

西山会長エレクト 発表
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 小堀秀男会員
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 小笠原和壽会員 坂本達也会員 武田恒雄会員 長鋪慶明会員 西江道也会員 西山義正
山本義和会員 横山祥平会員 以上です。議長（小笠原会長）、よろしくお願い致します。
小笠原会長 採決
ご承認頂ける方は、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。
西山会長エレクト
有難うございました。発表致しました理事・役員名簿は後方のボードに貼りだしますのでご確認下さい。
なお、次年度理事会を次週 12/10 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１１４年と２８３日にあたります。
笠岡ロータリークラブは創立６３年と１６８日にあたり第３１２０回の例会です。
★幹事報告
＊ガバナー事務所より
・ガバナー月信が届きましたので、配布しております。
・12 月のロータリーレートは 1 ドル=108 円との連絡がありました。
＊月報・週報：岡山南 RC
＊その他連絡
・ロータリーの友が届きましたので、配布しております。また、2018-19 年度事業報告が届きましたので
回覧致します。
・地区ロータリー財団事務所より 2020-21 年度奨学生募集についてのお願いが届きました。回覧致します。
また、財団室 NEWS 2019 年 12 月号がメールで届きました。
・1/17（金）笠岡東ロータリークラブとの新年合同夜間例会の出欠表を回覧致しますので、出欠欄へのチ
ェックをよろしくお願い致します。
・規定審議会にともない定款が変更になっております。職業分類がなくなり、クラブの会員編成に変わっ
ています。また、例会欠席のメークアップが、欠席前後 14 日以内が年度内にメークアップすること等
です。細則についてはおってお知らせ致します。
・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。
＊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
山本グリーン会幹事：グリーン会新春及び還暦祝賀コンペの案内
日時：令和 2 年 1 月 13 日（月・祝）午前 9 時 46 分スタート
場所：JFE 瀬戸内海ゴルフ倶楽部
会費：4,000 円
当日はファミリーデーの為、ビジターの方もメンバー料金となります。
★出席報告
会員数(出席免除者)
出席者数(出席免除者)
出席率(%)
35+（14）＝49
33+（9）＝42
95.45%
当日欠席者（2 名）堀泰典君・片岡靖隆君
★ＳＡＡ
小笠原和壽君・西山義正君・藤井幸治君・坂本達也君：小見山さん、入会おめでとうございます。今後も
よろしくお願いします。
石井潤治様、
ようこそお越し下さいました。本日の卓話を楽しみにしております。
山河敏幸君・山本義和君：小見山さん、入会おめでとうございます。今後もよろしくお願いします。
笠原孝方君：先日次男の結婚式が無事終わりました。祝電を頂き、有難うございました。
枝木亮大君：小見山君、ようこそ笠岡 RC へ。同期入会ということで、これから先は長いですが、一緒に
楽しくロータリアンとして地域の為に頑張りましょう。
久我久徳君：早退します。
★プログラム：紙飛行機の会 石井潤治様卓話「紙飛行機の教育利用について
★ゲスト
: 紙飛行機の会 石井潤治様
★ビジター ：おられません
★プログラム予定
12/21
クリスマス家族会
12/24
年越し例会
1/7
年男会員による新年の抱負
1/17
笠岡東 RC との新年合同夜間例会

意欲を引き出す力」

★行事予定
12/15
12/21
3/7～8
3/15
4/8～14

次期クラブロータリー財団委員長研修会並びに地区補助金管理セミナー（岡山）
クリスマス家族会（笠岡グランドホテル）
PETS（岡山）
IM（倉敷）
タウランガ RC 創立 75 周年記念式典他（タウランガ）

★配布物
週報（メール）ガバナー月信 ロータリーの友 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

12 月第１例会会長挨拶

5 月第１例会本日のプログラム

小見山直己会員入会式

小見山会員の紹介

西山会長エレクト発表

『本日の食事』幕の内弁当

本日の卓話『紙飛行機の会』石井潤治様

本日の卓話『紙飛行機の会』石井潤治様

本日の卓話『紙飛行機の会』石井潤治様

本日の卓話『紙飛行機の会』石井潤治様

