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　一年間、会員の皆様には、わくわくした気分で月曜日が待ちどおしい、
そんな例会運営を提供出来たでしょうか、さらに、力強い求心力、指
導力が期待薄なトップに対して、池上幹事を始め、理事・役員の皆
様には、必死に支えて頂きました。会員諸兄には辛抱強く、温かく見
守って頂き、一年を乗り越える事が出来たことは、ほんとに感謝、感
謝であり、お礼申し上げます。
　地区スローガン「地域のため、世界のため」、国際ロータリーのテー
マ「人類に奉仕するロータリー」と点鐘を唱えて参りました。岡山西ロー
タリークラブが地域で、なくてはならない存在として、市民から認知さ
れる団体になってほしいと願ってきました。奉仕活動に参加し、ロータ
リーをたのしみ、クラブが元気になれば、地域も元気になり、ロータリア
ン予備軍も自然に集まって来ると信じたい。
　私に与えられた期間に、少しでも前進させる事が出来たらと願って
いたことが三つありました。
　一つは、あらゆる機会を捉え、会員に発言の場を提供することです。
発言をすることで、何事にも肯定的な思考回路に変更できると確信しま
す。３分間発言を始めましたが、発言の機会がなかなか回ってきませ
ん、食事の時間、各委員会での報告など、“声を出す時間”を全会

員にもっと進めたいと思いましたが、今少しの感があります。
　二つは、会員増強の必要性を会員全員が共有してほしい事です。
“なり振りかまわず”と言った意気込みは中々伝わりません。そもそも、
ロータリークラブの目的は、「奉仕の理想」をいかに実現していくか、と
言う事であって、増強は必要ではあっても目的ではありませんと言って
しまえば,それも然り。
　岡山西ロータリークラブの運営を安定的に続けるため、増強委員長、
委員会、そして、クラブの予算組みに不安を感じている会員は、色々
な方策を駆使し、会員を呼び込むための増強活動を進めて参りました。
スタート時71名が73名になりましたが、満足いく結果ではありません。
　三つは、出席についてであります。例会はもちろんのこと例会以外
の行事や会合、ガバナ－公式訪問、地区大会、IMなどへの出席を
奨励しロ－タリ－精神の高揚・理解を深める楽しさや、新しい仲間が
増える喜びを伝えることに、力不足の感がありました。
　台南RC姉妹縁組40周年調印式への参加については、国際親善・
交流に陰りが心配される程の参加者であり、次回には頑張りたいと思
いました。
　親睦家族委員会が中心となり、新庄村がいせん桜、ワインの会、
青雲会、ゴルフ大会、クリスマス、奥様方参加の夜間例会、チャリティー
バザー、岡山城RCとの合同夜間例会などが数々開催され、会員の
皆様と楽しいひと時を過ごす事が出来ました。
　いろいろと課題山積での引き継ぎとなりました、末吉会長に期待した
いと思います。本当にこの一年有難うございました。

この一年を振り返って

桑　原　　　一
会　長

〇　総会　　　   　　　　　　　　　２ 回（臨時総会）
〇　夜間例会　   　　　　　　　　　３ 回
　　　（ ⓵家族夜間例会　 2回　-RC財団チャリティバザー ）
　　　（ ②合同夜間例会　 1回　-RCクイズ ）
〇　クラブ協議会　  　　　　　　　　 4回
〇　県南１７RC幹事会　　　　　　   12回（毎月１回）
〇　３RC幹事会　事務局規定審議会   ２ 回
〇　３分スピーチ　　　　　　　 会員20名
〇　周年記念参加　　　　　　  ３RC参加
〇　慶弔見舞規定
　　　お見舞（３名）　お祝い（喜寿３名　米寿２名）
〇　委員会行事
　　A親睦・家族委員会　家族旅行　ゴルフコンペ　
　　　クリスマス家族会　ワインを楽しむ会　青雲会
　　B  環境委員会　　駅前清掃
　　C  社会奉仕委員会　仲よし会クリスマス会
　　D  職業奉仕委員会　優良従業員表彰　職場訪問
　　E  会員増強委員会　会議３回　（紹介カード）
　　F  職業分類委員会　職業分類変更会議

　　G  台南RC委員会　台南RC例会姉妹縁組調印式参加
　　H  ロータリー財団委員会　財団100周年チャリティバザー
　　I　高齢者委員会　プログラムスピーチ
　　J　米山記念奨学会委員会　奨学生　郭 杰 君　呂 智超 君
　　K  ローターアクト委員会　RA役員委員会
〇　国際RC関係他
　　　　A国際RC地区大会　　自衛隊美保基地
　　　　B国際RC規定審議会　　定款及び細則変更　他　
　　　　C　IM　インターシティミーティング
　　　　D公益信託青少年健全育成基金　（８団体対象）
　　　　E指名委員会　次々年度会長候補、次年度役員選出
〇　会員数　H28.７.１　　会員数　71名　現会員数　73名
　　　新会員選挙に関する通知発送　　    ９ 名
　　　退会届受理　　　　　　　　　　   ７ 名
　　　純増会員　　　　　　　　　　　   ２ 名
　残念ながら調整その他の理由で実行できなかった事業も有ります。
①台南親睦旅行　 ②桃太郎像メンテナンス　③RA役員懇親会
④メーキャップツアー　⑤新春夜間例会 

 以上

幹事を終えて

池　上　潤　次
幹　事
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人間関係の複雑さも含め、己の愚かさを改めて思い知らされ反省と後
悔の念ばかりが想い巡っております。
　でも一方で満足感もちょっぴり感じています。それは桑原会長を始め
理事役員の皆様の寛大なお気持ちで、数々の議題を快く決議してい
ただき一応の行事は推移できた事、そして二十数年来、手つかずの
ままの事務局の労務管理、諸規程集の制定に完成まで携わることがで
きること、さらに先輩会員から「幹事、大変だろうけど頑張ってよ！」と
励ましてもらったこと、各クラブ委員長そして会員の皆様にお支え頂い
たこと心から感謝申し上げます。
　最後に幹事としてこの一年の主なる活動状況をまとめてみました。（参考）
〇　クラブ例会　　　　　　　　　　 46回
〇　理事役員会 　　　　　　　　　 12回

　あと数日を以って岡山西ロータリークラブ第 56 代幹事の役目を終えよ
うとしている今、正直ようやく終わった…という安堵感で一杯です
　幹事を拝命するに当たり、ロータリアンにとってクラブの幹事を熟すこ
とは RC の知識を深め、会員との出会いを通じて、今後人生において
貴重な体験になるだろうと乾坤一擲の思いで受けましたが、今はただ



3日（月） ●第１回理事・役員会 17日（月） ●休会（海の日）

○５月１日
川端　英男君、市川　邦昭君　守安さん、ようこそ岡山西ロータリーへ。今日の卓話、
楽しみに聞かせていただきます。
重田　雅彦君　守安收岡山県立美術館館長のお話を楽しみにしています。歓迎いた
します。
末吉副会長、岩居副幹事、市川　邦昭君、川端　英男君、唐井　一成君、森本
　浩平君、野田　英樹君、福嶋　裕美子君、永瀬　忠亮君、石丸　桂司君　山金ラー
メン新見店リニューアルオープンおめでとうございます。またみんなで食べに行きます。
○５月８日
松田　正己君、藤原　恵子君　久保時事通信社岡山支局長を歓迎致します。卓話
を楽しみにしています。
菊池　捷男君　またまた、つたない本を書いてみました。お暇な折りでもお読みいただ
ければ幸いです。お帰りの際、１冊お持ちくだされると有難く存じます。
○５月15日
福嶋　裕美子君　今日から米山奨学生の呂君が参加します。どうぞ宜しくお願いしま
す。
松本　忠君　手術後、療養のため例会を長期欠席させていただき、皆様には色 ご々
心配お掛けいたしました。
末吉副会長、岩居副幹事、唐井　一成君、永瀬　忠亮君、野田　英樹君、森本
　浩平君　松本さん、お帰りなさい。

臼井　英治君　①松本忠さん、お久しぶりにお目にかかれ、うれしいです。②柴田公
房さんへ。先般、兄弟会をひらき、４組の夫婦が集合しました。心のこもったおもてなし
により、皆な喜んで大変楽しい宴の時間をすごしました。まことにありがとうございました。
○５月29日
山下　日出夫君、市川　邦昭君　千原さんのイニシエーションスピーチを楽しみにして
おります。
千原　多美子君　台南に行って参りました。会長さま、岸先生、藤原さま、丸川さま、
お世話になりました。おかげ様で楽しい台南訪問になりました。ありがとうございました。
上杉　隆士君　昨年は中米と東南アジア７ヵ国のディーラー 54名が視察・研修に来社
され、ANAクラウンプラザホテルに２泊と会場をお世話になりました。今年は会場がとれ
ず、他のホテルで先々週インドネシアから32名が当社へ視察・研修に来社。大変熱心
な方達で当社の社員も貴重な体験に励まされたと思います。
上野　正義君　前回の例会で、私の居合道について３分間スピーチをさせていただき
ました。その居合道という伝承文化を後世に伝承するため卓上にありますポスターをつく
りました。少しでも多くの若い人に伝えるため、居合道の指導をボランティアでやっていま
す。お手数ですが、ご自宅やお勤め先の戸外に掲示していただければありがたいのです。
どうか、先人が命をかけて残した文化遺産の伝承に力をかしてください。岡山県内でし
たらどこでも結構です。よろしくお願いいたします。
橋本　信洋君　長く頭の痛かった事案が片付きました。月末までに決着してホッとして
おります。

7月の行事予定

青雲会開催報告 青雲会幹事　山　村　　勉

台南ロータリー姉妹縁組締結式 台南RC委員長　藤原　恵子

ンの乾杯に始まり、ビールやウィスキーに各種ワイン、ソフトドリンクなど。 
　みなさん会話も大変盛り上がり、あっという間の時間でしたが、最後に
末吉副会長のご挨拶で閉会しました。 
　ご多忙中にもかかわらず、多数の皆様にご参加いただきありがとうござ
いました。
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　去る４月24日18時30分より、ホテルグランヴィア『プリドール』にて、21
名の会員の皆様に参加いただき、４月度青雲会を開催いたしました。 
日も長くなり夕暮れ空の下、19階からの景色を眺めながら、桑原会長に
ご挨拶と乾杯のご発声をいただき、開会。 
　趣向を凝らしたフレンチのフルコースで舌鼓を打ち、飲み物はシャンパ

５月21日から二泊三日で、台南ロータリークラブとの姉妹縁組締結式
参加の為、当クラブからは 桑原会長以下５名で訪台致しました。
今年は、締結40周年という記念すべき年であり、長い年月を感じました。
30℃以上の暑さの中、桑原会長の大変立派なご挨拶の後、無事に
調印式を終えることが出来ました。
台南ロータリークラブの会員皆様に 大変心温まる歓迎を受け、心より
感謝申し上げる次第です。長年にわたって培われた友好を深め、今
後もさらに発展させて頂きたいと思います。
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