赤磐ロータリークラブ週報（第９８０回例会）２０１６.１１．１（火）
■本日のプログラム
※Ｒ財団ＢＯＸ《理事会》／赤坂レイク
クラブアッセンブリー「地区大会の報告」／地区大会参加者（小倉会長・川口幹事）
■１１月８日（火）
※100 万＄の食事／赤坂レイク
クラブフォーラム「会員増強について」／担当：会員増強委員会（岩本副委員長）
□１０月１１日（火） 休 会

※定款第 6 条第 1 節（ｃ）により

□前々回 10/18（火）→10/15（土）19：00～槙本会員歓迎会＆創立記念＆観月例会「盆栽茶屋」岡山市磨屋町
□前回 10/25（火）→１０月３０日（日）地区大会参加に変更 ／航空自衛隊美保基地（鳥取県境港市）

本日（1１月１日）の例会記録
会長報告◆岡山中央 RC より創立 30 周年記念例会出席のお礼状が届いております。
◆岡山北西 RC より、11/29（火）例会に IM のご案内と全員登録お願いに正副 IM 実行委員長が来られるとの
連絡が届いております。
幹事報告◆先週 10/27（木）に、事務局より皆様宛に 7～10 月の例会写真のフォトゲット写真部屋の URL をメールで送
っておりますので、まだご覧になっていない方はぜひご覧ください。
◆本日 11～12 月度例会プログラムをお配りしております。諸事情により、クラブ活動運営計画書掲載の年間
プログラム予定と違うことも多々ありますが、ご理解のほどよろしくお願い致します。
◆本日、12/10（土）19：00～岡山市田町「割烹ふくだ」でのクラブ忘年会のご案内をお配りしておりますの
で、ぜひ奥さまをお誘いの上ご出席下さい。今年度はクリスマス家族例会ではなく、忘年会（夫人同伴）と
して開催します。 出欠の〆切は 11/29（火）例会時迄です。
◆本日例会終了後 11 月度理事会がございますので理事役員の方はよろしくお願い致します。
次期幹事報告◆池上ガバナーエレクト事務所より、次期クラブロータリー財団委員長研修会・地区補助金管理セミナーの
ご案内が届いております。
《出席義務者：
（次期）井上会長・岩本幹事・菅形 R 財団委員長》
日時と場所：12／11（日）14：10～15：50/岡山コンベンションセンター1F イベントホール
※各クラブとも 2 名以上の出席要！ （11/10〆切）
Ｒ財団委員長報告◆RI より 11 月度ロータリーレートのお知らせが届いております。先月と同じで＄１＝102 円です。
◆本日はＲ財団ＢＯＸへのご協力ありがとうございます。
雑誌委員報告◆ロータリーの友 11 月号より記事の紹介をさせて頂きます。

《配布物》ロータリーの友 11 月号、ガバナー月信（第 4 号・第 5 号）
、週報、忘年会の案内、11～12 月度例会プログラム
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
☆本日のメニュー：グリルチキン、エビフライ、ライス、サラダ、スープ、デザート、珈琲
☆次回（11/8）
：
（※100 万＄の食事）カレー、サラダ、デザート、珈琲
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
（１０/４）例会プログラム＆出席・スマイル報告
《プログラム》新入会員イニシエーションスピーチ ／ 槙本満輝会員 ／赤坂レイク
《出席報告》 会員数 13 名（出席率算定会員数 12 名）出席 8 名（欠席 4 名）出席率 66.67％

☆前回訂正なし

《スマイル》岩本ガバナー補佐（岡山北西 RC）
：9/13 のガバナー補佐卓話謝礼をそのままスマイルとして戴きました。
小倉会長：槙本さん本日はよろしくお願いします。
〔合計 6,000 円/（内）現金 5,000 円、カード 1,000 円〕

赤磐ロータリークラブ週報（第９８１回例会）２０１６.１１．８（火）
■本日のプログラム
※100 万＄の食事／赤坂レイク
クラブフォーラム「会員増強について」／担当：会員増強委員会（岩本副委員長）
■１１月１５日（火）
／赤坂レイク
会員卓話「経済と地域社会の発展月間（10 月）にちなんで」／井上会長エレクト

本日（1１月８日）の例会記録

会長報告◆ガバナー事務所より、地区大会出席のお礼状と、地区大会で先月発生した鳥取県中部地震の義援金を募ったと
ころ、193,654 円の義援金が集まり、ガバナー事務所がそれに加算して震源地で最も被害が多い倉吉地区の
３クラブ(倉吉 RC、倉吉東 RC、倉吉中央 RC)に会員数に応じて分配し、お見舞いとして届けた旨報告が届い
ております。
（回覧中）

Ｒ財団委員長報告◆本日は「100 万＄の食事」でカレーを召し上がって頂きました。ご協力ありがとうございました。

《配布物》週報、
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
☆本日のメニュー：※100 万＄の食事（R 財団寄付の為の＠－500 円のメニュー）カレー、サラダ、デザート、珈琲
☆次回（11/15）
：西京焼き茶漬け、漬物、小鉢、デザート、珈琲
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
（１１/１）例会プログラム＆出席・スマイル報告
《プログラム》クラブアッセンブリー「地区大会の報告」／地区大会参加者（小倉会長・川口幹事）※Ｒ財団ＢＯＸ
《理事会》／赤坂レイク
《出席報告》
・10/15（土）会員数 13 名（出席率算定会員数 11 名）出席 8 名（欠席 3 名）出席率 72.73％（前回訂正なし）
・10/30（日）会員数 13 名（出席率算定会員数 11 名）出席 2 名（欠席 9 名）出席率 18.18％ （前回訂正後 91.67％）
・11/1（火）会員数 13 名（出席率算定会員数 12 名）出席 7 名（欠席 5 名）出席率 58.33％
☆前回 18.18％→66.67％

☆10 月度平均出席率 75.00％

《スマイル》合田 SAA :でしゃばりで「稲村の火」の補足をさせてもらいました。
〔合計 1,000 円/（カード）
〕

【稲むらの火】 （小泉八雲が英語テキスト「A Living God」に記した実話を元にした物語）
安政元年（1854 年）
、紀州有田の農村の高台に住む庄屋の浜口五兵衛は、地震の揺れを感じたあと、海水が沖合へ退
いていくのを見て津波の来襲に気付く。祭りの準備に心奪われている村人たちに危険を知らせるため、五兵衛は自分の
田にある刈り取ったばかりの稲の束（稲むら）に松明で火をつけた。火事と見て、消火のために高台に集まった村人た
ちの眼下で、津波は猛威を振るう。五兵衛の機転と犠牲的精神によって村人たちはみな津波から守られた。
※浜口五兵衛のモデルはヤマサ醤油七代目当主

赤磐ロータリークラブ週報（第９８２回例会）２０１６.１１．１５（火）
■本日のプログラム
／赤坂レイク
会員卓話「経済と地域社会の発展月間（10 月）にちなんで」／井上会長エレクト
□１１月２２日（火） 休 会

※定款第 6 条第 1 節（ｃ）により

■１１月２９日（火）会員卓話 「疾病予防と治療月間（12 月）にちなんで」／川口幹事／赤坂レイク

本日（1１月１５日）の例会記録

会長報告◆ガバナー事務所より、2017-18 年度地区ガバナーノミニーに推薦する候補者があれば、クラブ会長の推薦書、
地区ガバナーノミニー候補者の略歴、立候補者承諾書の 3 点をガバナー事務所に提出するよう届いております。
（郵送にて 12/9 必着〆切）
◆地区 R 財団事務所より、2017-18 年度奨学生募集についてのお願いと募集要項が届いております。詳細は回
覧中ですが、クラブへの申請〆切は 2017 年 1/31、地区への推薦〆切は 2/28 です。

幹事報告◆東日観光より、来年 6 月に米国アトランタで開催される「2017 年度 国際ロータリー年次大会」参加旅行募
集案内が届いております。
（回覧中）
◆備前 RC より、県南 17RC 幹事親睦会（非公式）の案内が届いております。
日時と場所：2017 年 1 月 16 日（月）19：00～／「割烹 清水（きよみず）
」岡山市田町 2 丁目
◆事務局より、11/24（木）は事務局代休です。
◆来週 11/22（火）の例会はありません。 次のここでの例会は 11/29（火）です。

《配布物》週報、
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
☆本日のメニュー：西京焼き茶漬け、漬物、小鉢、デザート、珈琲
☆次回（11/29）
：とんかつ、漬物、小鉢、味噌汁、デザート、珈琲
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
（１１/８）例会プログラム＆出席・スマイル報告
《プログラム》クラブフォーラム「会員増強について」／担当：会員増強委員会（岩本副委員長）
※100 万＄の食事 ／赤坂レイク
《出席報告》
会員数13 名
（出席率算定会員数12 名）
出席7 名
（欠席5 名）
出席率 58.33％ ☆前回訂正58.33％→75.00％
《スマイル》小倉会長：先日の地区大会の際、往復とも川口幹事運転の車に同乗させて頂き、お礼を渡そうとしたら川口
幹事にその分スマイルを(^^)と言われました。川口幹事、地区大会お世話になりました！〔合計 5,000 円/（現金）
〕

赤磐ロータリークラブ週報（第９８３回例会）２０１６.１１．２９（火）
■本日のプログラム
／赤坂レイク
会員卓話 「疾病予防と治療月間（12 月）にちなんで」／川口幹事
■１２月６日（火）
※R 財団 BOX《理事会》／赤坂レイク
① クラブ年次総会
司会：川口幹事 議長：小倉会長 発表：井上副会長
② クラブフォーラム
／ 幡山プログラム委員長
□11/22（火）休会 ※定款第 6 条第 1 節（ｃ）により

本日（1１月２９日）の例会記録
ふじおかあつし

あいはらとしゆき

★ビジター紹介：
（岡山北西ＲＣ、ＩＭ実行委員会）藤岡 温 委員長、相原利行副委員長

会長報告◆ガバナー事務所より、2007－08 年度 森下パストガバナー（享年 86 歳）の訃報が届いております。11/22
にご逝去され、11/24 に家族葬が行われ、12/11(火)11 時より総社セレモニーホールにて病院葬が執り行わ
れるそうで、香典の儀はご辞退されるとのことです。謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

（訃報回覧中）

幹事報告◆来週はクラブ年次総会ですので、皆様、できるだけご欠席のない様、よろしくご協力お願い致します。
◆12/10 のクラブの忘年会の出欠のお返事は今日が締切りです。 まだの方は本日中に事務局へお願いします。

Ｒ財団委員長報告◆ＲＩより、ロータリーレート通知が届いております。7 月から 11 月まではずっと＄１＝102 円でした
が、12 月は ＄１＝106 円 になります。

（岡山北西ＲＣ、ＩＭ実行委員会）藤岡委員長、相原副委員長◆ＩＭについて

《配布物》週報、
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
☆本日のメニュー：とんかつ、漬物、小鉢、味噌汁、デザート、珈琲
☆次回（12/6）
：焼き魚、天麩羅、小鉢、味噌汁、デザート、珈琲
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
（１１/１５）例会プログラム＆出席・スマイル報告
《プログラム》会員卓話「経済と地域社会の発展月間（10 月）にちなんで」／井上会長エレクト

／赤坂レイク

《出席報告》
会員数13 名
（出席率算定会員数11 名）
出席6 名
（欠席5 名）
出席率 54.55％ ☆前回訂正58.33％→66.67％
《スマイル》井上副会長：本日、卓話をさせていただきます。 タイムリーなお話をさせていただきたいと思いますが、
出席者が少なくてちょっと寂しい・・・かな（＾＾；

〔合計 1,000 円/（カード）
〕

