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本日のプログラム
　「お祝い行事」
　「米山月間にちなんで」
　森元幹雄 米山記念奨学会委員長
　齋藤信也 米山記念奨学会副委員長

▶10月9日のプログラム
　「イニシエーションスピーチ」
　坪井二郎 会員
　「同好会のルーツは，これじゃあ」シリーズ
　写真同好会　砂山有生 パスト会長
　囲碁同好会　佐藤英明 会員

「３カ月たって，今思うこと」 石井英行 直前会長

9月25日のプログラム

　皆さんこんにちは。会長任期が終わって最初に思ったことは，毎週の挨拶等の
原稿を作らなくていい安堵感でありました。
　そして，一番に思うことは，一年間ご支援をいただきました会員皆様に感謝の
気持ちで一杯であります。又，私を直接支えていただいた理事，役員，委員長の
皆様に重ねて，感謝申し上げます。
　二番目には，私自身の体がよく持ったと思っております。一年間で約200日程
いろいろな事業に出席し，公式行事の欠席は，ゴルフ同好会の11月例会が孫の
七五三の宮参りと重なりました。ゴルフ同好会最後の例会は喘息の発作で欠席を
しました。非公式では，ベトナムの下見が行けなかったぐらいですみました。日
頃から面倒見ていただいていた齊藤良仁先生が退職され，私も医療難民になっておりましたが，日名先生
にお世話になって，何とか一年間を乗り切ることが出来ました。この場を借りまして心より感謝申し上げ
ます。
　三番目には，一年間今までにないハードな活動をさせていただきましたが，会員皆様にも大変な出費を
していただきました，スマイルは年間628万円，米山記念奨学金118万円，ロータリー財団372万円で，全体
の金額で米山は地区で３位，ロータリー財団は地区で１位になりました。また，県外での奉仕事業，海外
での奉仕事業及び旅行，45周年記念旅行等で会員の皆様から700万円以上の出費でご協力をいただき，一人
当たりの平均を出すと約20万円になりました，ご協力に感謝いたします。一年間，気遣いを心がけると同
時に義を通した活動をした結果，多数の会員の方から，ロータリーってこんなに楽しいとこなんですかと
いわれ，私自身元気が出た一年でした。重ねてご支援に感謝申し上げます。
　例年は，理事会に提出して決算が承認され，年報で皆さんが見られるのが通常の流れですが，今回例会
で時間をいただきましたので，私の年度の収支状況について，概略を説明させていただきます。正式には
10月の理事会に提出してご承認いただけたら，年報に掲載させていただきます。
　今回決算について報告させていただきますのも，西下年度も過去15年間ではホームクラブ出席率が一番
いい年でしたが，その年に比べて例会出席数が約450名多く，事業の規模，数も非常に多くこなしてきまし
た。会員の中でも，本会計は赤字であろうと思われている方もたくさんいらっしゃると思いますので，全



体の収支についてご説明したいと思います。本会計は約98万円の黒字であります。黒字の理由は，
　①会員純増目標の５名が達成でき，収入予定がほぼ達成できた。
　②年長功労会員，病欠会員の減収が予定より少なくて済んだ。
　③ 前年度例会出席68名で予算を組まれたので，私の年度は例会の食事代は71名の出席予定で予算組みを

しました。結果予算上は300名分の増加でしたが，45周年の記念式典を例会に振り替え，カレー等の食
事に変更等で最終予算に対して40万円増で済んだ。

　④ 慶弔費の出費が予算の倍になったが，特別例会費を親睦活動委員会に大変な協力をいただき，節約に
努めていただきました。

　本会計で予想を上回る繰越金が発生しましたが，本来タイムリーに財政状況が掌握できますと臨機応変
に対応でき，食事等で皆様にご迷惑を掛けなくて済んだ部分もあったように思いますが，現状のクラブの
会計システムでは２ヶ月遅れで財務状況が分かる為にそうなりました。この場を借りましてお詫び申し上
げますと共に，ご支援，ご協力に感謝いたします。
　又，特別会計は，収入も皆様ご存知のようにスマイル628万円の収入がありましたが，東北支援活動，ベ
トナムへの図書館，図書寄贈事業と200万を越える大きな事業を2つと，それ以外の事業もたくさんありま
したが，青少年育成基金100万円，地区補助金50万円，DWCS150万円，東北復興支援基金55万円をいただ
き，収支は約110万円の黒字になりました。特別会計の補助金込みの総支出は725万円になりました。ご支
援に感謝いたします。
　最後に，50周年準備積立金を600万円に，特別事業準備金を500万円に繰越金等で調整させていただき積
みました。我がクラブの総資産は現在約5,000万円あります。
　この後は，私の年度の意義ある業績賞受賞事業の「東北支援活動の DVD」をご鑑賞していただき終了さ
せていただきます。ありがとうございました。

例会報告（9/25）

出席報告
　会員数　93名（内出席免除者18名）
　出席者　63名（内出席免除者出席15名）
　出席率　70.00％（前々回訂正後出席率94.62％）
　ビジター　２名

会長挨拶・報告
　暑さ寒さも彼岸までと申しますが，朝夕と昼までは随分の温度差があります。体調管理には十分お気を
つけいただきたいと思います。
　先週の日曜日には，仁科社会奉仕委員長が中心となって「認知症フォーラム〜その時あなたにできるこ
と」と題しての，とても有意義な社会奉仕活動事業を開催していただきました。大勢の会員とご婦人の皆
さんにもご出席をいただき，加えて一般市民の方々を含め，総勢220名の参加による“ロータリーデー”とし
ての，価値あるイベントを開催することが出来ました。社会奉仕委員会，それに親睦活動委員会の皆さん
には大変お世話になりました。心から感謝を申し上げます。
　また先日の「秋分の日」には，ゴルフ同好会第２回例会を「岡山カントリークラブ 桃の里コース」に於
いて開催していただきました。内山隆義会員，誠におめでとうございました。親睦活動委員長を始め，担
当いただいた皆さんにはお世話になりました。
　いよいよロータリー活動におきましても秋本番を迎え，ロータリー年度で申しますと，10月からの「第
二・四半期」が最も多忙で，大切な時期を迎える事となる様でございます。皆さんのご支援，ご協力をい
ただきながら頑張って参りたいと存じますので何卒よろしくお願い申し上げます。

幹事報告
１．10月のロータリーレートは，１ドル＝106円です。
２．本日例会終了後，第１回指名委員会を３F「花葉の間」で開催いたしますので，関係の方はお集まり

くださいますようお願いいたします。
３．地区大会の前日・当日の案内をポスティングしています。
４．今月をもちまして，クールビズを終了いたします。次回からはネクタイ，上着をお願いいたします。
５．他クラブ週報を回覧しますので，ご覧ください。

認証品贈呈（新会員推薦）
　新会員を推薦された次の６会員の皆様に，RI 会員表彰担当チームより認証ピンが届いております。本德
会長より認証ピンを伝達いたします。

お 食 事
レバニラ炒め，特製春巻，茄子の甘辛和え，
スープ，御飯，ザーサイ



井上　一 パスト会長 更井正人 パスト会長 西下裕平 パスト会長 齊藤博臣 副会長 三垣日出人 副 S.A.A. 福武義修 会員

第１回指名委員会
（日　時）2014年９月25日　13時30分
（場　所）岡山プラザホテル　３F「花葉の間」
（出席者） 本德，西下，石井，荒川，齊藤（博），安藤，根木， 

勘藤，糸島，井上（一），貝原，髙山，若林，諸國，井上（和）
　上記，指名委員会が開催され，2016〜2017年会長（2015〜2016年度
会長エレクト）の選出についての話し合いが行われました。

●スマイル●
多田 ゴルフ７月同好会にてエイジシュート達成。記念品ありがとうございました。
砂山 先日の認知症フォーラムに出席出来ませんでした。家内には行かせました。
更井 21日のシンポジウムには，出席の返事をしておきながら欠席してしまい誠に申し訳なく，

お詫びしてファインをいたします。
西本 ９月21日 認知症フォーラム，避けて通れない問題を直視されたすばらしい企画でした。

勉強になりました。ありがとうございます。
石井 先般ゴルフ同好会コンペ，又又ブービー賞を苦労していただきました。本日卓話をさせ

ていただきます。よろしくお願いします。
本德 先般の「認知症フォーラム」では皆様の御支援のお陰で無事，開催いたすことが出来ま

した。御協力に感謝いたします。
荒川 22日（月）に岡山北西 RC にて卓話をしてきました。大好評でした！！　が…，例会終了

後の診察にはまいりました。
安藤 ９月21日開催の認知症フォーラムでは仁科社会奉仕委員長はじめ，会員みなさまに大変

お世話になり，ありがとうございました。
佐々木 ①先日のゴルフ同好会例会にて，３位になりました。　②日名先生，ありがとうございま

した。　③児島正和会員，お世話になりました。
世良 S.A.A. に協力します。
赤松 ①本日もご出席ありがとう存じます。　②メークアップ旅行も近づいて参りました。集合

時間は９月30日，午前10時15分，新幹線改札口前です。参加される方は遅れないようよ
ろしくお願いします。

内山（隆） ずい分久方振りにゴルフ同好会で優勝出来ました。モデルで着たブレザー目指して，取
切り戦でガンバリます。

北村 先日，後楽ゴルフクラブの月例競技で37・42（79）で初優勝しました。久し振りの70台で
す。後楽 GC の開業以来月例で一度もアンダーで回った事がなくて，一時は備前 GC で
H.D.C.P.11迄いっていたのが17まで落とされて，今年中には絶対に H.D.C.P. を上げると心
に決めて，ロータリーの行事も二の次にして（ごめんなさい）努力したものがやっと実を
結びました。ちなみに先日のたけべの森 GC の月例では41・41で H.D.C.P. が15→12にな
りました。又一昨日の東 RC の月例で40・43で準優勝。ありがとうございました。この
調子がいつまで続くかな？　本日は家内の姉の告別式で欠席します。

菅野 先日のゴルフ例会で当日賞（バッグ）いただきありがとうございました。同伴者の方に感
謝，感謝。

佐藤 フォーラムでは皆様にお世話になりました。大変ありがとうございました。
近藤 先だっての認知症フォーラム，みなさまに大変お世話になりました。マイク係の近藤よ

り。（本日お休みです。）
浦上 認知症に関するフォーラムの成功おめでとうございます。私も参考になりました。あり

がとうございました。
藤岡 ①９月23日 第２回ゴルフ同好会，桃の郷の No.１ホールで２打目がカップインしイーグ

ルとなりました。今回優勝と思いましたが残念でした。結局５位ベスグロでした。　②非
常に良い事がありました。ご想像にお任せします。

 18件　125,000円
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第２回ゴルフ同好会（9/23）

　ゴルフ同好会第２回例会が，９月23日
（祝）に岡山カントリークラブ桃の郷コース
にて開催されました。秋晴れでほとんど風
もない絶好のコンディションの中でのプ
レーとなりました。総勢29名の同好会メン
バーが参加して大いに盛り上がりました。
　当日，多田パスト会長のご配慮で，当日
賞として23位にゴルフ用ボストンバックを
提供していただき，菅野会員が獲得されま
した。ありがとうございました。
　第２回例会において激戦を制して優勝されたのは内山隆義会員でした。おめでとうございます。
　また表彰式にて，第１回例会で見事エージシュート（GROSS：79）を達成して優勝された多田パスト会長
にゴルフ同好会より記念品が贈呈されました。おめでとうございました。
　次回，ゴルフ同好会第３回例会は，10月13日（祝）に福山ゴルフクラブ
で開催されます。皆さま，奮ってのご参加をよろしくお願いします。

（第２回例会） OUT IN GROSS HDCP NET
優勝　内山隆義会員 48 43 91 22 69
２位　北村正発会員 43 40 83 12 71
３位　佐々木篤会員 43 41 84 12 72
ＢＧ　藤岡千秋会員 42 38 80 ６ 74

10月の月間行事予定  職業奉仕月間・米山月間
例 会 行 事 プ ロ グ ラ ム そ の 他 の 行 事
２日通常例会

９日通常例会

16日通常例会

23日通常例会

30日例会休会

・お祝い行事
・「米山月間にちなんで」

米山記念奨学会委員会　森元幹雄 委員長　
齋藤信也 副委員長

・「イニシエーションスピーチ」坪井二郎 会員
・「同好会のルーツは，これじゃあ」シリーズ

写真同好会　砂山有生 パスト会長
囲碁同好会　佐藤英明 会員　　　

・「点字ブロック啓蒙活動について」
青少年奉仕委員会　井上和宣 委員長

・「お世話になっとる」シリーズ
岡山中央警察署長　水嶋浩二 様

定款第６条第１節による休会

２日　理事・役員会
　　　第２回 I.D.M.（アークホテル岡山）
４〜５日　 地区大会（益田市・島根県芸

術文化センター）
　　　　　（４日 湯田温泉泊）
９日　第２回指名委員会
13日　 （月・祝日）第３回ゴルフ同好会

（福山 GC）
17〜18日　研修旅行（東京）

23日　第２回クラブフォーラム

10月の月間メニュー
２日通常例会
９日通常例会

16日通常例会
23日通常例会
30日例会休会

・ビーフカレー，サラダ，コーヒー
・ 秋刀魚塩焼き 紅葉卸し スダチ あしらい，小松菜とちりめんじゃこのお浸し，茶碗蒸し，御飯，

味噌汁，漬物
・牛筋煮込み丼 温泉卵 ネギ 赤唐辛子，しめじと水菜と菊花のお浸し，味噌汁，漬物
・ 豚肉とピーマンの細切り炒め，白身魚の天麩羅 甘酢ソース，クラゲの和え物，御飯，スープ，ザーサイ
定款第６条第１節による休会

２位　北村会員

優勝　内山会員

第１回例会エージシュート　多田パスト会長３位　佐々木会員


