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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 2 月 25 日のプログラム：JICA 岡山デスク 守都未来様「JICA の活動について」
次回 3 月 3 日のプログラム：筒井愛知様「こどもの居場所について（仮題）」
・・・・・・・・・第 3129 回 2020 年(令和 2 年)2 月 18 日例会記録・・・・・・・・
★点鐘・司会 小笠原会長 ★ソング 手に手つないで ★食事 ビーフカレー（米山ランチ） ★天気 晴れ
★会長挨拶
皆様よくいらっしゃいました。ありがとうございます。
本日は金谷ガバナー補佐、小林随行幹事をお迎えしての例会です。ようこそおいで下さいました。
先日の IDM には 31 名の出席をいただき、塩飽パスト会長のロータリー感をお聞きし大変有意義な時間
を共有させていただきました。講師の塩飽パスト会長、吉本ロータリー情報委員長、新会員歓迎会を開催し
て下さった楠親睦活動委員長、お世話になりました。ご出席下さいました皆様、ありがとうございました。
本日の卓話は新会員の小見山会員、桝平会員の新会員卓話です。後程よろしくお願い致します。
今月のガバナー月信に古瀬ガバナーが「平和と紛争予防・紛争解決月間に因んで」と題し寄稿されていま
す。国連で活躍され世界の平和外交に取り組まれ、昨年 92 歳で亡くなられた緒方貞子氏が、東京ロータリ
ークラブの推薦で日本人 2 人目の国際親善奨学生となり、アメリカに留学されたこと。現在ロータリー平和
センターがある国際基督教大学で教鞭をとられ、63 歳から国連難民高等弁務官になられています。その後
のご活躍はご存じの通りです。緒方氏のロータリーへの思いも書かれていますので、まだ読まれていない方
はお読み下さい。
この度、2690 地区から笠岡クラブが推薦しました龍谷高校の多賀美羽さんが、青少年交換留学生として
2020 年 8 月～2021 年 7 月までの 1 年間アメリカに留学されます。2 年前に行かれているアムール福武万智
子さんに次いでお 2 人目です。アメリカからはアブラハム・ブランコ君（16 歳）が 1 年間来られます。交
換留学生とのことでしたが、前回は受け入れの方が在りませんでしたので、今回受け入れ要請 1 番として参
りました。1 年間の長きとなりますので、青少年委員会、ホストファミリーだけでの対応はかなり厳しいと
思われますので、笠岡クラブ会員全員が ONETEAM となり何らかの形で携わっていただきますようお願い
致します。
また、タウランガ RC への語学留学生、龍谷高校の小林碧さんがタウランガ RC 創立 75 周年祝賀メンバ
ー一行と同行される予定です。帰りにはタウランガ RC からの語学留学生 Ana Reynal – O’Connor さんが
ご一緒される手はずとなっていますので、皆様のご協力を重ねてお願い致します。
交換留学生の皆さんがそれぞれの夢を持ち、国際社会に羽ばたこうとされています。私たちロータリアン
は第 2、第 3 の緒方さんが生まれることを願い、応援していきたいものです。
★会長報告
・2/8（土）～9 日（日）青少年交換プログラム 2019-20 年度中四国 3 地区合同オリエンテーションが、
倉敷にて開催され、2020-21 年度派遣学生の多賀美羽さんと、学友のアムール福武万智子さんが参加さ
れました。
・2/13（木）IDM・IDM 懇親会兼新会員歓迎会が、ありがとうにて開催されました。
・2/15（土）吉岡洋介会員の笠岡市名誉市民推戴式が笠岡グランドホテルにて行われ、西山副会長、藤澤
国際奉仕委員長、団迫国際奉仕副委員長が出席されました。ここで、クラブから吉岡洋介会員にお祝い
の花束を贈呈させていただきます。
★定例理事会報告
第 1 号議案：認定 NPO ハート・オブ・ゴールド年賀寄付金のお願いについて、例年通り寄付しないこと
が承認されました。
第 2 号議案：地区青少年交換プログラム交換学生受け入れについて、2020 年 8 月～2021 年 7 月までの
1 年間、アブラハム・ブランコ君（16 歳）を受け入れることが承認されました。
報告事項
① 小寺元会員のご逝去に伴い規定により香典、生花、弔電を弔費より支出致しました。
② 西江会計より予算推移実績報告がありました。

本日はロータリー創立１１４年と３６０日にあたります。
笠岡ロータリークラブは創立６３年と２４５日にあたり第３１２９回の例会です。
★幹事報告
＊その他連絡
・ハイライトよねやま 239 号がメールにて届きました。
・赤磐 RC より第 3 回お笑い落語例会の案内が届きましたので回覧致します。
・ロータリーの友事務所より 2020-21 年度版ロータリー手帳の案内が届きましたので回覧致します。
＊メールで届いたものは希望の方には転送致します。
★委員会報告
ありません
★出席報告
会員数(出席免除者)
出席者数(出席免除者)
36+（14）＝50
33+（7）＝40
当日欠席者（3 名）岡本章君・齋藤丘君・片岡靖隆君

出席率(%)
93.02%

★ＳＡＡ
塩飽会員より IDM 謝礼をスマイルしていただきました。ありがとうございます。
小笠原和壽君・西山義正君・藤井幸治君・坂本達也君：金谷ガバナー補佐様、小林随行幹事様、ようこそ
お越し下さいました。ありがとうございます。IDM では塩飽パスト会長、吉本ロータリー情報委員長、楠
親睦活動委員長、お世話になりました。吉岡洋介会員、笠岡市名誉市民、おめでとうございます。今年度
補正後 9 回目の 100％出席、ありがとうございます。
吉岡洋介君：笠岡市名誉市民のお祝い、ありがとうございます。
山名照知君・松尾明君：金谷ガバナー補佐様、ようこそお越し下さいました。御多忙のことと思いますが
任期一杯頑張って下さい。
吉本仁志君：IDM では塩飽パスト会長をはじめ皆様方に大変お世話になりました。また、多数の方にご参
加いただき、ありがとうございました。
坂本亮平君：この度、補正により 4 回の例会が 100％となりました。今年度 9 回目です。引き続きよろし
くお願い致します。
青山典雅君：先日、笠岡放送様に倉敷店を取材していただきました。ありがとうございます。本日、放映
されています。是非ご覧下さい。
小見山直己君・桝平一郎君：先日は新会員歓迎会を開催していただき、ありがとうございました。本日の
卓話をよろしくお願い致します。
久我久徳君・原田一成君：早退します。
★プログラム：小見山直己会員、桝平一郎会員「新入会員卓話」
★ゲスト
:おられません
★ビジター ：第 6 グループガバナー補佐 金谷晋爾様（玉島 RC）、随行幹事 小林幸恵様（玉島 RC）
★プログラム予定
3/3
筒井愛知様「こどもの居場所について（仮題）」
3/10
株式会社 石田製帽 様
3/17
西山副会長「PETS 報告」
3/24
会長、幹事「IM 報告」
3/31
例会取り消し
★行事予定
3/7、8
PETS（岡山）
3/15
IM、井原 RC との親睦会（倉敷）
3/22
4 クラブゴルフ大会（JFE 瀬戸内海ゴルフ倶楽部）
4/8～14 タウランガ RC 創立 75 周年記念式典他（タウランガ）
4/18、19 地区インターアクト委員会、インターアクト協議会（岡山）
5/23
新旧会長幹事会
★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

2 月第 2 例会会長挨拶

2 月第 2 例会 本日のプログラム

吉岡洋介会員『笠岡名誉市民』御祝花束贈呈

ガバナー補佐金谷様 小林随行幹事様

本日の食事

カレーライス

本日の卓話 小見山会員
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本日の卓話 桝平会員
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2 月 14 日 IDM

本日の卓話 増平会員

2 月 14 日 IDM

本日の卓話 桝平会員

2 月 14 日 IDM

