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○12月３日
岸会長、小山幹事　①本日卓話をしていただきます藤原 加奈様を歓迎
いたします。②村田様のご入会を歓迎いたします。
菊池　捷男君、平野　隆茂君、大森　茂君、利守　忠義君、佐藤
　睦子君、千原　多美子君、小原　範夫君　（株）フジワラテクノアー
ト副社長　藤原加奈様を歓迎いたします。卓話を楽しみにしています。
福嶋　裕美子君　息子の幼稚園の同窓生の藤原加奈さんの卓話、楽
しみにしています。
中川　洋子君　講師 川崎まなみ様　いつも私の肩こりを治して頂きあり
がとうございます。すばらしい先生です。今日は楽しみにしております。
宜しくお願い致します。
加計　役君、菊池　捷男君、唐井　一成君、野田　英樹君、山下
　日出夫君、千原　多美子君　SID創研　村田誠四郎さんを歓迎しま
す。ようこそロータリークラブへ！
金政　泰弘君　村田さんの新入会大歓迎！！
柴田　公房君　11月29日の親睦家族委員会と当ホテルコラボ企画のコ
レクションディナーに多くご参加下さいましてありがとうございました。おか
げ様で盛大なディナーショーとなりました。ロータリーの皆様のダンスには
サプライズで他のお客様も大満足された様です。
村山　洋二君　ANAクラウンプラザのディナーパーティの開催おめでと
うございました。当日、私は夫婦で参加しましたが、二人とも豪華景品
が当りました。このことについて岸会長は拍手を送って下さいました。盛
会を祝しておられました。
永瀬　忠亮君　昨日のゴルフコンペに参加された皆様、お疲れ様でした。
集合時間に遅れてしまいましてご迷惑をおかけしました。成績は４位でし
たが、会長賞を頂きました。ありがとうございました。
尾木　稚知君　西クラブに入会させていただいて１年経ちました。今後
共宜しくお願い致します。
上野　正義君　やっと皆さんのご尊顔を拝することのできる例会に出席
できるまでになりました。まだ、足・腰に痛みがありますが我慢できるほ
どです。自宅のローカで転んで脊椎が圧骨折したものですから最初の痛
さを我慢するのはたいへんでした。会員の皆様も、高齢者になって転ぶ
と車イスが待っていますのでどうかお気を付けてください。万が一　転ば
れたらすぐ岡大の整形外科に駆け込んで千田先生に縋ってください。私
もタクシーで駆け込みました。きっと幕末医師　緒方洪庵以上の処置を
していただけます。千田先生　ありがとうございます。
菊池　捷男君　上野さん　お元気で復活、うれしく思っています。
山下　日出夫君　上野大先輩のご尊顔を久しぶりに拝見出来ました。
お元気そうで何よりです。もうお歳ですので無理をされませんように。
橋本　信洋君　上野さん　お帰りなさい。
岩居　博君　上野さんへ　例会以外では何度もお会いしておりますが、
元気な姿を例会で拝見させていただくと「お帰りなさい！」と言いたくなり
ます。あまり無理をなされず、おケガをお治し下さい。
大森　茂君　藤原恵子様　岡山県労働委員会委員に就任おめでとう。
ご苦労様です。
○12月10日
岸会長、小山幹事、水田副幹事　池田さん、よくいらっしゃいました。
お話楽しみにしています。
菊池　捷男君、佐藤　睦子君、箱守　英史君　池田曜生先生の卓
話楽しみにしています。
菊池　捷男君　昨日は出雲まで、古瀨ガバナーエレクト壮行会その他

に多数の会員にご出席いただき有難うございました。また、お疲れさま
でした。
岸本　善博君、岩居　博君　柴田さんへ　先日のワイン会の写真をい
ただきました。有難うございます。大切にします。
中島　稔君　12月２日のゴルフコンペで、運良く優勝させていただきまし
た。
村山　洋二君　中野浩輔さん　岡山イノベーションコンテスト（中国銀行、
山陽新聞社主催）での入賞おめでとうございます。細胞を再生させな
がら「ほうれい線や口まわりのしわ」をなくす化粧品の開発・成功を楽
しみにしています。
山下　日出夫君　中野先生、岡山イノベーションコンテスト ビジネス部門、
イノベーションの部ご入賞と岡山マラソンで制限時間内での完走おめでと
うございます。
平野　隆茂君　千原様、イコットニコットの御開業おめでとうございます。
メルシーモンシェールの堂島ロールは、私の最も、愛するロールケーキで、
いつも大阪阪急で買入していましたので岡山で楽しめるという事は有難
いことです。今後共宜しくお願い致します。
菊池　捷男君、山田　周二君　千原さま、イコットニコットのオープンお
めでとうございます。
小原　範夫君　千原さん、岡山駅前の新たなランドマーク「イコットニコッ
ト」オープンおめでとうございます。２Fツタヤブックストアのゆっくりした空
間で本を選んで、１Fのモンシェールで「堂島ロール」を戴くと至福の幸
せになりますよ～。そして地下のスーパーはご近所の方々からも大変喜
ばれていましたよ。皆様も是非体験してみてください。
半田　充彦君　2019年のJRカレンダーが出来ました。入口に置いてま
すのでよろしかったらお持帰りください。
○12月17日
岡山旭川RC IM実行委員会様　皆様こんにちは。来月13日のインター
シティーミーティングを岡山西RC様と共にホストを務めます岡山旭川RCの
実行委員４名で本日は訪問させて頂きました。いよいよ近づいてまいりま
したが、両クラブで協力し素晴らしいIMになるようご協力の程宜しくお願
い申し上げます。岸会長をはじめ、前日に台湾から帰国されます会員の
皆様が無事にご出席される事を心より祈っております。
岸会長、小山幹事、菊池　捷男君、五藤　榮一君　宇佐美ガバナー
補佐様、藤原IM実行委員長様、中田会長様、難波幹事様のご来会
を歓迎いたします。
大森　茂君、蜂谷　泰祐君　岡山旭川RC 宇佐美ガバナー補佐、藤
原IM実行委員長、中田会長、難波幹事　ようこそ！！
尾木　稚知君　宇佐美様、中田様、藤原先生ごぶさた致しております。
ようこそいらっしゃいました。
上野　正義君　岡山旭川RC 藤原さん、IMの説明、ご苦労様です。
岡山南RC　長家　靖様　１年間大変お世話になりました。来年も宜し
くお願いします。
岸会長、小山幹事　長家 靖様を歓迎いたします。
石丸　桂司君、末吉　誠一君、佐藤　睦子君、平野　隆茂君、金
盛　智君　渡辺 豊さん、本日の「イタリア旅行記」楽しみにしています。
臼井　英治君　渡辺 豊さん、お人柄から察するにとても楽しいお話だ
と思います。興味津々。
岸本　善博君　寄る年波で年賀状の用意が出来ません。今年度から
失礼させて頂きます。お許し下さい。

2月の行事予定〈平和と紛争予防/紛争解決月間〉 1

　明けましておめでとうございます。昨年の平成30年の
世相を表す漢字として選ばれたのは“災”でしたが、確
かに岡山をはじめ、日本の各地で大変な災害が多発し
た年でした。しかし、このような暗い印象でもって、表さ
れる漢字ではなく、未来に希望を持たせる漢字を選んで
欲しかったと思うのは私だけではないと思います。今年
の干支は亥年で、相応する動物は日本ではイノシシで
すが、日本以外の国々は中国をはじめ、全て豚です。
日本人には干支に豚はなじみにくいのですが、どうして日
本だけが、イノシシになったのかはよくわからないようです。
亥年は　“無病息災”という意味付けもあるようです。
　昨年の10月21日（日）には、2690地区の地区大会が
末長範彦ガバナーのもとに行われました。2020～2021
年の菊池ガバナー年度には我がクラブがホストクラブで
あるので、岡山西ロータリークラブの会員は、今後、そ
の準備も兼ねて、地区大会をはじめとした地区の諸行
事に例年以上に出席、関与する機会が多くなります。
平成30年12月９日（日）に出雲市で行われた古瀨俱之
地区ガバナーエレクト国際協議会出席壮行会には我が
クラブからはオブザーバーを含む総勢13名が出席し、ま
た、この日に行われた諸会議に夫々分担出席しました。
また、会長その他の理事、役員、委員長を前倒しで、
早期に決めねばならず、会員が種々の役職を兼ねること
になりますが、何卒、ご協力のほどをお願いいたします。
　本年早々、平成31年１月11日（金）には台南ロータリー
クラブの創立65周年記念式典を祝うため、総勢26名で

台南を訪問しました。台南ロータリークラブとは昭和52年
（1977年）に第16代藤原章夫会長のもと、姉妹クラブを
締結以来、41年もの間、幾度となく、お互いのクラブ間
の交流を重ね、深い友情と相互理解を育んできました。
我がクラブにとり、最も大切で、実りある国際親善事業
であり、昨年、姉妹クラブ締結更新を行ったばかりでした。
記念式典は創立65周年という、伝統の重みを反映して、
にぎにぎしくも、盛大に執り行われました。
　平成31年１月13日（日）には第10・第11グループ合
同のインターシティー・ミーティング（ＩＭ）が岡山旭川ロー
タリークラブと岡山西ロータリークラブをホストクラブとして、
開催されました。台南訪問より岡山に帰ったのが、ＩＭ開
催の前日の夜となる、大変きびしいスケジュールとなりま
したが、両ホストクラブをはじめとした会員の皆さんのご
協力のもと、滞りなく、執り行うことができました。我々が
掲げたＩＭのテーマは「今、再び問うロータリーの魅力」
～仕事を通じて、今、我 に々できること～　でした。ロー
タリーの成功と発展の歴史をひもとくと、その原点はまず
職業を通じて行われ、そして、社会奉仕の理念へと展
開されてきました。ロータリーの魅力の原点を探ることで、
今、我 ロ々ータリーが直面する様 な々隘路を解決する糸
口を提供出来たのではないかと自負しています。
　本年は天皇陛下が４月30日に退位、そして皇太子さ
まが翌５月１日に即位され、新元号になります。これから
５月まで、行われる行事はすべて、平成最後のというの
が枕詞のように使われるでしょう。今年の正月はまさに、
平成最後のお正月ということになります。平成の30年が
終わり、新たな元号の時代が始まる歴史的な年であるこ
とを噛みしめながら、会員の皆様、ご家族が、健康で、
まさに記録に残る、そして記憶に残る明るい良き年とな
ることを願っています。

新年のご挨拶

岸　　幹　二

会　長

●公益信託助成金授与式
●第３回クラブ協議会

18日（月）●第８回理事・役員会
●休会（建国記念の日）

４日（月）
11日（月）



　去る11月29日、ANAクラウンプラザホテル「曲水」
で、メンバーの方々、メンバーのご家族の方 な々ど、
30名の方の参加のもと「ワイン会を楽しむ夕べ」が
開催されました。
　今回は、「ANAクラウンプラザホテル岡山」の初
開催のディナーイベント「コレクションディナー」に合
流する形での開催となりました。
　「コレクションディナー」は、田中智総料理長を筆
頭に、9月に就任された井上理宏和食料理長、ＡＮ
Ａクラウンプラザホテル岡山の洋食シェフと和食職人
の総力を結集してのディナーイベントでしたので、
シェフと和食職人による見た目も味も格別なメニュー
に舌鼓を打ちながら、思い思いに特別な時を堪能
しました。
　“ワインを楽しむ”という趣旨でしたので、ANAクラ
ウンプラザホテル岡山のシェフソムリエが厳選した、
希少な入手困難なボジョレーヌーヴォーを堪能しまし
た。
　また、ビンゴゲームでは、全国のクラウンプラザホ
テルの宿泊券等の抽選があり、大変盛り上がりまし
た。
　さらに、岡山で活躍するミュージシャンによる生ラ
イブでは、音楽に合わせダンスをするメンバーもおり、

楽しい時間を過ごすことができました。
　ご多忙の中にもかかわらず、多くの方 に々ご参加
いただき誠にありがとうございました。

　去る 12 月 10日（月）、18 時 30 分より12 月度
岡山西ロータリークラブ青雲会をレストランバー
DURANにて開催致しました。
　岸会長のご挨拶の後、平野隆茂会員の乾杯の
音頭により会がスタートしました。20 名の皆様にご
参加いただきました。幹事の力不足で、皆様にご
迷惑をおかけしたと思いますが、なんとか無事終え
ることができました。
　本当に、年末のご多忙の中、多くの方々にご参
加いただきありがとうございました。

柴　田　公　房「ワインを楽しむ夕べ」開催報告

担当幹事　上　田　秀　一12月度青雲会

　本年もクリスマス家族会が 12月25日 ( 火 ) 午後
６時よりANAクラウンプラザホテル岡山の曲水の間
で盛大に開催されました。会員 55 名とご家族・ゲ
ストを含め総勢 112 名のご参加をいただきました。
　本年はクリスマスソングのオープニング演奏で華
やかに幕をあけました。岸会長のご挨拶に続き、
末吉前会長の乾杯のご発声の後、一斉にクラッカー
を鳴らし賑やかに開会しました。
　司会の福嶋会員と山田会員より関西高校吹奏楽
部さまをご紹介いただき、アトラクションの開演です。
関西高校吹奏楽部さまがちびっ子の歌から演歌ま
で幅広いジャンルの曲を演奏して会場を盛り上げて
くれました。

　そして，丸川副会長扮するサンタクロースの登場
です。今年は上田会員のトナカイが先導して会場を
一周したあと、ステージ上でちびっ子たち一人一人
にプレゼントを手渡ししました。ちびっ子たちは、山
田会員のご厚意により用意されたバルーンも受け
取って、大喜びでした。
　続いて、恒例の抽選会となり、会場は大いに盛
り上がりました。最後は、参加者全員で手に手つ
ないでを大合唱して閉会となりました。
　開催にあたり会長、幹事をはじめ、親睦家族委
員の皆さん、ANA クラウンプラザ岡山の皆さん、
ご協力いただきました方々に心より感謝申し上げま
す。ありがとうございました。

親睦家族委員長　箱　守　英　史クリスマス家族会

いただき誠にありがとうございました。



　去る11月29日、ANAクラウンプラザホテル「曲水」
で、メンバーの方々、メンバーのご家族の方 な々ど、
30名の方の参加のもと「ワイン会を楽しむ夕べ」が
開催されました。
　今回は、「ANAクラウンプラザホテル岡山」の初
開催のディナーイベント「コレクションディナー」に合
流する形での開催となりました。
　「コレクションディナー」は、田中智総料理長を筆
頭に、9月に就任された井上理宏和食料理長、ＡＮ
Ａクラウンプラザホテル岡山の洋食シェフと和食職人
の総力を結集してのディナーイベントでしたので、
シェフと和食職人による見た目も味も格別なメニュー
に舌鼓を打ちながら、思い思いに特別な時を堪能
しました。
　“ワインを楽しむ”という趣旨でしたので、ANAクラ
ウンプラザホテル岡山のシェフソムリエが厳選した、
希少な入手困難なボジョレーヌーヴォーを堪能しまし
た。
　また、ビンゴゲームでは、全国のクラウンプラザホ
テルの宿泊券等の抽選があり、大変盛り上がりまし
た。
　さらに、岡山で活躍するミュージシャンによる生ラ
イブでは、音楽に合わせダンスをするメンバーもおり、

楽しい時間を過ごすことができました。
　ご多忙の中にもかかわらず、多くの方 に々ご参加
いただき誠にありがとうございました。

　去る 12 月 10日（月）、18 時 30 分より12 月度
岡山西ロータリークラブ青雲会をレストランバー
DURANにて開催致しました。
　岸会長のご挨拶の後、平野隆茂会員の乾杯の
音頭により会がスタートしました。20 名の皆様にご
参加いただきました。幹事の力不足で、皆様にご
迷惑をおかけしたと思いますが、なんとか無事終え
ることができました。
　本当に、年末のご多忙の中、多くの方々にご参
加いただきありがとうございました。

柴　田　公　房「ワインを楽しむ夕べ」開催報告

担当幹事　上　田　秀　一12月度青雲会

　本年もクリスマス家族会が 12月25日 ( 火 ) 午後
６時よりANAクラウンプラザホテル岡山の曲水の間
で盛大に開催されました。会員 55 名とご家族・ゲ
ストを含め総勢 112 名のご参加をいただきました。
　本年はクリスマスソングのオープニング演奏で華
やかに幕をあけました。岸会長のご挨拶に続き、
末吉前会長の乾杯のご発声の後、一斉にクラッカー
を鳴らし賑やかに開会しました。
　司会の福嶋会員と山田会員より関西高校吹奏楽
部さまをご紹介いただき、アトラクションの開演です。
関西高校吹奏楽部さまがちびっ子の歌から演歌ま
で幅広いジャンルの曲を演奏して会場を盛り上げて
くれました。

　そして，丸川副会長扮するサンタクロースの登場
です。今年は上田会員のトナカイが先導して会場を
一周したあと、ステージ上でちびっ子たち一人一人
にプレゼントを手渡ししました。ちびっ子たちは、山
田会員のご厚意により用意されたバルーンも受け
取って、大喜びでした。
　続いて、恒例の抽選会となり、会場は大いに盛
り上がりました。最後は、参加者全員で手に手つ
ないでを大合唱して閉会となりました。
　開催にあたり会長、幹事をはじめ、親睦家族委
員の皆さん、ANA クラウンプラザ岡山の皆さん、
ご協力いただきました方々に心より感謝申し上げま
す。ありがとうございました。

親睦家族委員長　箱　守　英　史クリスマス家族会
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○12月３日
岸会長、小山幹事　①本日卓話をしていただきます藤原 加奈様を歓迎
いたします。②村田様のご入会を歓迎いたします。
菊池　捷男君、平野　隆茂君、大森　茂君、利守　忠義君、佐藤
　睦子君、千原　多美子君、小原　範夫君　（株）フジワラテクノアー
ト副社長　藤原加奈様を歓迎いたします。卓話を楽しみにしています。
福嶋　裕美子君　息子の幼稚園の同窓生の藤原加奈さんの卓話、楽
しみにしています。
中川　洋子君　講師 川崎まなみ様　いつも私の肩こりを治して頂きあり
がとうございます。すばらしい先生です。今日は楽しみにしております。
宜しくお願い致します。
加計　役君、菊池　捷男君、唐井　一成君、野田　英樹君、山下
　日出夫君、千原　多美子君　SID創研　村田誠四郎さんを歓迎しま
す。ようこそロータリークラブへ！
金政　泰弘君　村田さんの新入会大歓迎！！
柴田　公房君　11月29日の親睦家族委員会と当ホテルコラボ企画のコ
レクションディナーに多くご参加下さいましてありがとうございました。おか
げ様で盛大なディナーショーとなりました。ロータリーの皆様のダンスには
サプライズで他のお客様も大満足された様です。
村山　洋二君　ANAクラウンプラザのディナーパーティの開催おめでと
うございました。当日、私は夫婦で参加しましたが、二人とも豪華景品
が当りました。このことについて岸会長は拍手を送って下さいました。盛
会を祝しておられました。
永瀬　忠亮君　昨日のゴルフコンペに参加された皆様、お疲れ様でした。
集合時間に遅れてしまいましてご迷惑をおかけしました。成績は４位でし
たが、会長賞を頂きました。ありがとうございました。
尾木　稚知君　西クラブに入会させていただいて１年経ちました。今後
共宜しくお願い致します。
上野　正義君　やっと皆さんのご尊顔を拝することのできる例会に出席
できるまでになりました。まだ、足・腰に痛みがありますが我慢できるほ
どです。自宅のローカで転んで脊椎が圧骨折したものですから最初の痛
さを我慢するのはたいへんでした。会員の皆様も、高齢者になって転ぶ
と車イスが待っていますのでどうかお気を付けてください。万が一　転ば
れたらすぐ岡大の整形外科に駆け込んで千田先生に縋ってください。私
もタクシーで駆け込みました。きっと幕末医師　緒方洪庵以上の処置を
していただけます。千田先生　ありがとうございます。
菊池　捷男君　上野さん　お元気で復活、うれしく思っています。
山下　日出夫君　上野大先輩のご尊顔を久しぶりに拝見出来ました。
お元気そうで何よりです。もうお歳ですので無理をされませんように。
橋本　信洋君　上野さん　お帰りなさい。
岩居　博君　上野さんへ　例会以外では何度もお会いしておりますが、
元気な姿を例会で拝見させていただくと「お帰りなさい！」と言いたくなり
ます。あまり無理をなされず、おケガをお治し下さい。
大森　茂君　藤原恵子様　岡山県労働委員会委員に就任おめでとう。
ご苦労様です。
○12月10日
岸会長、小山幹事、水田副幹事　池田さん、よくいらっしゃいました。
お話楽しみにしています。
菊池　捷男君、佐藤　睦子君、箱守　英史君　池田曜生先生の卓
話楽しみにしています。
菊池　捷男君　昨日は出雲まで、古瀨ガバナーエレクト壮行会その他

に多数の会員にご出席いただき有難うございました。また、お疲れさま
でした。
岸本　善博君、岩居　博君　柴田さんへ　先日のワイン会の写真をい
ただきました。有難うございます。大切にします。
中島　稔君　12月２日のゴルフコンペで、運良く優勝させていただきまし
た。
村山　洋二君　中野浩輔さん　岡山イノベーションコンテスト（中国銀行、
山陽新聞社主催）での入賞おめでとうございます。細胞を再生させな
がら「ほうれい線や口まわりのしわ」をなくす化粧品の開発・成功を楽
しみにしています。
山下　日出夫君　中野先生、岡山イノベーションコンテスト ビジネス部門、
イノベーションの部ご入賞と岡山マラソンで制限時間内での完走おめでと
うございます。
平野　隆茂君　千原様、イコットニコットの御開業おめでとうございます。
メルシーモンシェールの堂島ロールは、私の最も、愛するロールケーキで、
いつも大阪阪急で買入していましたので岡山で楽しめるという事は有難
いことです。今後共宜しくお願い致します。
菊池　捷男君、山田　周二君　千原さま、イコットニコットのオープンお
めでとうございます。
小原　範夫君　千原さん、岡山駅前の新たなランドマーク「イコットニコッ
ト」オープンおめでとうございます。２Fツタヤブックストアのゆっくりした空
間で本を選んで、１Fのモンシェールで「堂島ロール」を戴くと至福の幸
せになりますよ～。そして地下のスーパーはご近所の方々からも大変喜
ばれていましたよ。皆様も是非体験してみてください。
半田　充彦君　2019年のJRカレンダーが出来ました。入口に置いてま
すのでよろしかったらお持帰りください。
○12月17日
岡山旭川RC IM実行委員会様　皆様こんにちは。来月13日のインター
シティーミーティングを岡山西RC様と共にホストを務めます岡山旭川RCの
実行委員４名で本日は訪問させて頂きました。いよいよ近づいてまいりま
したが、両クラブで協力し素晴らしいIMになるようご協力の程宜しくお願
い申し上げます。岸会長をはじめ、前日に台湾から帰国されます会員の
皆様が無事にご出席される事を心より祈っております。
岸会長、小山幹事、菊池　捷男君、五藤　榮一君　宇佐美ガバナー
補佐様、藤原IM実行委員長様、中田会長様、難波幹事様のご来会
を歓迎いたします。
大森　茂君、蜂谷　泰祐君　岡山旭川RC 宇佐美ガバナー補佐、藤
原IM実行委員長、中田会長、難波幹事　ようこそ！！
尾木　稚知君　宇佐美様、中田様、藤原先生ごぶさた致しております。
ようこそいらっしゃいました。
上野　正義君　岡山旭川RC 藤原さん、IMの説明、ご苦労様です。
岡山南RC　長家　靖様　１年間大変お世話になりました。来年も宜し
くお願いします。
岸会長、小山幹事　長家 靖様を歓迎いたします。
石丸　桂司君、末吉　誠一君、佐藤　睦子君、平野　隆茂君、金
盛　智君　渡辺 豊さん、本日の「イタリア旅行記」楽しみにしています。
臼井　英治君　渡辺 豊さん、お人柄から察するにとても楽しいお話だ
と思います。興味津々。
岸本　善博君　寄る年波で年賀状の用意が出来ません。今年度から
失礼させて頂きます。お許し下さい。

2月の行事予定〈平和と紛争予防/紛争解決月間〉 1

　明けましておめでとうございます。昨年の平成30年の
世相を表す漢字として選ばれたのは“災”でしたが、確
かに岡山をはじめ、日本の各地で大変な災害が多発し
た年でした。しかし、このような暗い印象でもって、表さ
れる漢字ではなく、未来に希望を持たせる漢字を選んで
欲しかったと思うのは私だけではないと思います。今年
の干支は亥年で、相応する動物は日本ではイノシシで
すが、日本以外の国々は中国をはじめ、全て豚です。
日本人には干支に豚はなじみにくいのですが、どうして日
本だけが、イノシシになったのかはよくわからないようです。
亥年は　“無病息災”という意味付けもあるようです。
　昨年の10月21日（日）には、2690地区の地区大会が
末長範彦ガバナーのもとに行われました。2020～2021
年の菊池ガバナー年度には我がクラブがホストクラブで
あるので、岡山西ロータリークラブの会員は、今後、そ
の準備も兼ねて、地区大会をはじめとした地区の諸行
事に例年以上に出席、関与する機会が多くなります。
平成30年12月９日（日）に出雲市で行われた古瀨俱之
地区ガバナーエレクト国際協議会出席壮行会には我が
クラブからはオブザーバーを含む総勢13名が出席し、ま
た、この日に行われた諸会議に夫々分担出席しました。
また、会長その他の理事、役員、委員長を前倒しで、
早期に決めねばならず、会員が種々の役職を兼ねること
になりますが、何卒、ご協力のほどをお願いいたします。
　本年早々、平成31年１月11日（金）には台南ロータリー
クラブの創立65周年記念式典を祝うため、総勢26名で

台南を訪問しました。台南ロータリークラブとは昭和52年
（1977年）に第16代藤原章夫会長のもと、姉妹クラブを
締結以来、41年もの間、幾度となく、お互いのクラブ間
の交流を重ね、深い友情と相互理解を育んできました。
我がクラブにとり、最も大切で、実りある国際親善事業
であり、昨年、姉妹クラブ締結更新を行ったばかりでした。
記念式典は創立65周年という、伝統の重みを反映して、
にぎにぎしくも、盛大に執り行われました。
　平成31年１月13日（日）には第10・第11グループ合
同のインターシティー・ミーティング（ＩＭ）が岡山旭川ロー
タリークラブと岡山西ロータリークラブをホストクラブとして、
開催されました。台南訪問より岡山に帰ったのが、ＩＭ開
催の前日の夜となる、大変きびしいスケジュールとなりま
したが、両ホストクラブをはじめとした会員の皆さんのご
協力のもと、滞りなく、執り行うことができました。我々が
掲げたＩＭのテーマは「今、再び問うロータリーの魅力」
～仕事を通じて、今、我 に々できること～　でした。ロー
タリーの成功と発展の歴史をひもとくと、その原点はまず
職業を通じて行われ、そして、社会奉仕の理念へと展
開されてきました。ロータリーの魅力の原点を探ることで、
今、我 ロ々ータリーが直面する様 な々隘路を解決する糸
口を提供出来たのではないかと自負しています。
　本年は天皇陛下が４月30日に退位、そして皇太子さ
まが翌５月１日に即位され、新元号になります。これから
５月まで、行われる行事はすべて、平成最後のというの
が枕詞のように使われるでしょう。今年の正月はまさに、
平成最後のお正月ということになります。平成の30年が
終わり、新たな元号の時代が始まる歴史的な年であるこ
とを噛みしめながら、会員の皆様、ご家族が、健康で、
まさに記録に残る、そして記憶に残る明るい良き年とな
ることを願っています。

新年のご挨拶

岸　　幹　二

会　長

●公益信託助成金授与式
●第３回クラブ協議会

18日（月）●第８回理事・役員会
●休会（建国記念の日）

４日（月）
11日（月）


