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今年度のクラブ運営方針
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この度，図らずもご指名により2017−2018年度岡山西
ロータリークラブ，第57代会長を務めさせて頂くことと成
りました。歴史と伝統のあるクラブの大役を仰せつかり、
今になってその責任の重さに身が引き締まる思いです。
PETSに於いて佐藤直前ガバナーより言われました覚悟
と責任をもって取り組んでまいりたいと思います。
2017−2018年度イアン H．S．ライズリー国際ロータリー
会長のテーマは
ROTARY：MAKING A DIFFERENCE
ロータリー：変化をもたらす
です。
ロータリーとは、
「どのような団体か」ではなく，
「何をし
ているか」で定義され、ロータリーが私たちに与えてく
れる可能性によって、有意義かつ持続可能な奉仕を実
現することにより定義されます。
また奉仕によって変化をもたらすことによって，組織と
して、
「ロータリーとは何か，何をするのか」を世界にい
かに理解してもらうことがいかに重要であるかを認識して
います。
それぞれどのような方法で奉仕をすることを選んだとし
ても、その理由は奉仕を通じて人々の人生に変化をもた
らせると信じているからです。
第 2 6 9 0 地 区 池 上 正ガバナーのスローガンは
「TAKE ACTION」です。
行動することはロータリーの合言葉「世界でよいことを
しよう
！」の基本です。
歴代のRI会長は、行動・実践を奨励しています。
ACTIONなきVISIONは夢に過ぎないと。RI会長のテー
マを元に計画をし、実践しましょう。
地区目標は
①最重点目標

目標１：会員増強
各クラブ ３％増強
②ロータリー戦略計画の優先項目の推進
目標２：RI会長賞の取得
目標３：ポリオ撲滅への協力
目標４：ロータリー財団への支援
年次基金への寄付 150米ドル／人
目標５：ロータリーカード普及への協力
目標６：米山記念奨学会への支援
普通寄付
5,000円／人
特別寄付 10,000円／人
目標７：地区補助金の活用
目標８：グローバル補助金への挑戦
③2018年国際大会（トロント）
岡山西ロータリークラブの今年度のスローガンは「進
んで参加しよう」とさせていただきました。
2016年10月境港で行われた地区大会における千玄
室RI会長代理の講評の中に、約40年前に日本で初め
てRI会長になられた東ケ崎さんが就任された当時「参
加をしなさい」その一言がRIのターゲットだったそうです。
どんな会合にもロータリーのメンバーは参加することに
よって意義を見出し、それが参加する人の大きな収穫と
成る、との事です。
又、PETSにおいてもキーワードのように「参加しよう」
の言葉が度々出てきました。
三木RI理事の特別講演の中に「Enter to learn，
Go forth to serve 入りて学び、出でて奉仕を」とい
うお話しが有りました。
まさしく 入る 参加をしないと何も始まりません。参
加をすることにより変化が生まれ、行動をとれると考えます。
今年度、何事にも進んで参加をする様努めて参りた
いと思います。
①例会に参加しよう。
②奉仕活動に参加しよう。
③親睦行事に参加しよう。
④公式行事に参加しよう、
１年間 宜しくお願いします。
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本年度幹事に就任いたしました岩居です。幹事の仕事
の二本柱となるのが「円滑なクラブ運営を援助すること」
と「クラブに関する情報を会員と地区リーダーに伝えること」

です。これから１年間、私のような若輩者がこの重大な責
務を全うするためには理事、役員、各委員会委員長をは
じめ、会員の皆様のご協力が不可欠です。
末吉会長の掲げた「進んで参加しよう」のスローガンの
もと、皆様が進んで参加し易いクラブ運営に努めるとともに、
クラブの雰囲気、或いは空気といった目に見えないところに
も気を配り、居心地の良いクラブ作りにも微力ながら貢献で
きればと存じます。
会員の皆様のご支援とご協力を賜りますようよろしくお願
い申し上げます。

8 月の行事予定〈会員増強・新クラブ結成推進月間〉
７日
（月） ●第２回理事・役員会（例会前）
15日
（月） ●第１回クラブ協議会

○６月５日
利守 忠義君、松田 正己君 市田さんを歓迎いたします。今日の卓話、
楽しみにしています。
渡辺 豊君 市田様 いつぞや、ソバと日本酒の会を堪能させていただき、
楽しく美味しいひとときを過ごさせていただきました。ありがとうございました。
本日の卓話、楽しみにしております。
○６月12日
末吉副会長、上杉 隆士君、菊池 捷男君、杉本 好弘君、石丸 桂司君、
山下 日出夫君、大森 茂君、福嶋 裕美子君、上野 正義君、松田
正己君、蜂谷 泰祐君、佐藤 睦子君 黒瀬さんのご来訪を歓迎いた
します。本日のスピーチを楽しみにしています。
渡辺 豊君 黒瀬社長のご来会を歓迎いたします。本日の卓話、楽しみに
しております。先日は最先端のクルマをお世話していただきました。最先端
すぎてまったく使いこなせていませんが楽しいカーライフをすごさせていただ
いています。ありがとうございました。
杉本 好弘君 黒田さんへ。本日の職場訪問楽しみです。よろしくお願い
します。
金政 泰弘君 来る６月25日(日)に岡山プラザホテルで岡山での最後となる
全国寮歌祭を行います。目下170名の参加になっていますが、毎年エントリー
して下さる岡山大学が些か少うございます。関係者の方ぜひご参加くださり
「おお岡大」を高唱して下されば幸です。
平野 幸司君 スマイル報告の役割をさせて頂きありがとうございます。
○６月19日
平野 隆茂君 先日、テレビで「自由人企業人」を観ていましたら、髙島
屋社長の山田様が出演されており、座右の銘を聞かれ、
「善人尚以て往生
す 況んや悪人をや！
！」と云う言葉を色紙に書かれた。これは「歎異抄」にあり、
ここで云う悪人というのは、善い事を努力することができず現世の罪業の深
さに気づいた人のことらしい。(松原泰造先生) 私も悪人の一人です。
黒田 岳司君 岡山駅職場訪問に多くの会員の皆様にお越しいただき、あ
りがとうございました。十分なご案内ができませんでした事、お詫び申し上げ
ます。
千原 多美子君 泉さま、長い間おつかれさまです。どうぞこれからの日々
お身体を大切に楽しくお過ごし下さい。
○６月26日
桑原会長、池上幹事 長くもあり、短くもあり、あっと言う間の出来事でした。
人生の良い経験をさせていただき、有難うございました。
末吉副会長、岩居副幹事 桑原会長、池上幹事、
１年間お疲れ様でした。後、
頼りない２人ですが、よろしく御指導の程お願いします。
上杉 隆士君、菊池 捷男君、上野 正義君、山下 日出夫君、大森
茂君、髙木 勝君、岸本 善博君、坂元 徹君、臼井 英治君、重
田 雅彦君、井上 善弘君、杉本 好弘君、永瀬 忠亮君、森本 浩平君、
道廣 司君、松田 正己君、石丸 桂司君、野田 英樹君、加計 役君、

14日
（月） ●例会取消
21日
（月） ●池上ガバナー公式訪問

渡辺 豊君、平野 幸司君、金盛 智君 桑原会長、池上幹事、一年
間ご苦労様でした。
井上 善弘君、橋本 信洋君、髙柴 正悟君 桑原会長、池上幹事、
2016年度の理事役員の皆様、１年間御苦労様でした。
大森 茂君、野田 英樹君 末吉副会長、岩居副幹事、来週より本番、
お世話になります。
菊池 捷男君、大森 茂君 奥村ガバナー補佐一年間お世話になりました。
末吉副会長、岩居副幹事、道廣 司君、千原 多美子君、野田 英樹君、
永瀬 忠亮君、山下 日出夫君、平野 幸司君、黒田 岳司君、森本
浩平君 市川さま、長い間おつかれさまです。これからもお身体にお気を
つけ下さいましてお過ごし下さい。
山村 勉君、石丸 桂司君 市川さんへ、２年間お世話になりありがとう
ございました。今後共よろしくお願いいたします。
柴田 公房君 ２年10ヶ月お疲れ様でした。前会員の松宮、柴田とも大変
お世話になりました。
金盛 智君 山田様、先週のイニシエーションスピーチ、急なピンチヒッター
のお願いで申し訳ありませんでした。是非お話をお聴きしたかったのですが、
またの機会にお願いします。
金政 泰弘君 ６月24、25日と岡山での全国寮歌祭の38回を開催。最後
の回として全国から200名の老春が集って下さいました。本RCからも岸・臼
井・唐井・渡辺君が岡大の一員として参加下さいました。特に渡辺君のフ
ルート伴奏は皆の目を引く名演技でした。又、RSKの方や山陽新聞の方に
は格別のお世話を頂き感謝です。
臼井 英治君 金政先生。昨日の岡山寮歌祭は全国から旧制高校34校の
OBが200人を超えて集い、満堂のプラザホテルが青春の歌声で鳴動しました。
私たちも特別参加し、ステージで歌いました。これが最後の寮歌祭というこ
とでしたが、大会長で第六高等学校同窓会長の金政先生は「今後も若い
人たちが受けついでくれることを願う」と明るい展望とエネルギーにあふれる
言葉でしめくくられました。この歴史的な場に参加出来たことを感謝していま
す。
岸 幹二君、唐井 一成君 昨日、第38回岡山寮歌祭に出席しました。
昔の恩師に会えて最高でした。金政会長ありがとうございました。
渡辺 豊君 金政先生、昨日は岡山寮歌祭参加させていただきありがとう
ございました。日本は恵まれている国ですがこの国を創られてきた大先輩方
と貴重な交流をすることができました。すばらしい体験のチャンスをいただき
ありがとうございました。
野田 英樹君 金政先生、岸さん、臼井さん、渡辺豊さん、唐井さん、
昨日は寮歌祭お疲れ様でした。昨日は所用があり参加出来ませんでしたが、
TVのニュース、NHK、RSKにて金政会長のインタビューを拝見しました。
38回めのラスト、おつかれ様でした。
黒田 岳司君 豪華寝台列車トワイライトエクスプレス瑞風も無事岡山を運
転しました。これからも、地元の皆様と一緒に盛り上げてまいりたいと思います。

