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新年のご挨拶

会

丸

て、早いもので半年が経ちました。スタート直後の

長

川

眞太郎

一月半、体調を崩し会長職もままならず、皆さまに
ご迷惑をお掛けしたこと、改めてお詫びいたします。
さて、岡山西ロータリークラブでは「ロータリーで
つながろう Chain Rotarian！」のスローガンの下、

令和２年の年頭にあたり、謹んで新年のご挨拶
を申しあげます。

2019年〜2020年度がスタートし、具体的運営方針
として４項目を立てました。

日頃より、岡山西ロータリークラブの運営・活動

①

参加して楽しい例会を目指します

につきまして、皆さまのご理解ご協力を賜り厚く御礼

②

共に行動する会員を増やしましょう

申しあげます。

③

時代の変革に応じたクラブ運営に努めます

④

国際的な奉仕活動の継承と発展に努めます

さて今年の干支は、庚子（かのえ・ね）年になり、
子年は十二支の中で一番初めにあたります。
（一

半年を振り返り、達成が見込まれる項目と不十分

財）岡山経済研究所発行の「TOPICS」によりますと、

な項目を見極め、十分な成果達成に努めたいと思

子年の出来事として古くは604年（推古12年）、聖

います。

徳太子により十七条憲法が制定されました。1924

一方、2020年７月からは、いよいよ国際ロータリー

年（大正13年）には、甲子年（きのえ・ね）に因

第2690地区菊池捷男ガバナーを、岡山西ロータリー

み甲子園球場がオープンしております。12年前の

クラブより輩出いたします。それに先駆け、地区チー

2008年（平成20年）には、ふるさと納税がスタート

ム研修セミナー、次年度会長セミナー（PETS）、

しリーマン・ブラザーズが破綻しております。

地区研修・協議会、地区会員増強・財団合同セ

子年を象徴する動物は「ねずみ」で、たくさん

ミナー等イベントが、本年６月末まで盛り沢山控えて

子供を産むことから本来は、子孫繁栄を表しており

おります。これらも、会員皆さまのご理解ご協力な

ます。今年は東京オリンピックも開催され、大きく繁

しでは達成できません。なにとぞ、宜しくお願いい

栄する予感がします。未来に向かって新しいチャレ

たします。

ンジを試み、新たな年に新たな一歩を踏み出したい
と思います。
昨年７月に岡山西ロータリークラブ会長を拝命し

会員の皆さまとご家族にとりまして、令和２年が
良き年でありますよう心より願っております。

壮行会について
2019 年12月15日、菊池捷男地区ガバナーエレクト国
際協議会ご出席壮行会が、ANA クラウンプラザホテル
岡山にて開催されました。
当クラブが、地区ガバナー（エレクト）を輩出するのは、
約 20 年ぶりとあって、当然ながら前回の記録は全く見あ
たりません。そのため、昨年出雲でオブザーバー参加し
たときのおぼろげな記憶だけを頼りに、すべてが手探り
の状態で準備が進められました。壮行会当日は、次期
のためのセミナーなどが開催されますが、それらは「地
区」の主催であり、壮行会のみ「クラブ」が主催者と
なるという特殊性も、準備が始まってから初めて知った
次第でありました（但し案内状は地区ガバナーと会長の
連名）。
とにかく、最初の打合せが本年８月のお盆明けであり、
開催までわずか４ヶ月という短い、かつ緊張感あふれる
準備期間でした。
しかしながら蓋を開けてみれば、参加者総数 161 名、
当クラブ会員からの出席者 60 名以上という大変盛大な
会となりました。
岸地区代表幹事の司会進行の元、古瀨地区ガバナー
の餞の言葉に始まり、丸川会長から菊池地区ガバナー
エレクトへの餞別の贈呈、引き続き古瀨地区ガバナー夫
人から菊池地区ガバナーエレクト夫人への花束贈呈で、
華やかさは頂点に達しました。もちろん、これらの贈呈
の介添えを快諾された当クラブの福嶋会員、中川会員
が華を添えてくださったことは間違いありません。
なお菊池地区ガバナーエレクトからは、当日、記念の
桃太郎ピンバッジが出席者の方々に贈られました。この

幹事

水

田

美由紀

ピンバッジのデザインは、我が岡山西ロータリークラブが
創立 10 周年を記念して、岡山駅東口に寄贈した桃太
郎像をモチーフとしたものです。今ではすっかり岡山の
顔となった桃太郎像を胸に付け、菊池地区ガバナーエ
レクトも、サンディエゴで岡山の桃太郎を全世界のメン
バーに広めてくださるのだろうと期待が膨らみます。
最後は、渡辺好政元国際ロータリー理事が、これま
での豊富なご経験を元に祝辞を述べられ、力強く菊池
地区ガバナーエレクトを壮行会に送り出されました。
引き続き、末吉次期地区代表幹事の司会進行による
祝宴が繰り広げられました。
鳥取、島根に帰られる参加者の方々の電車の都合も
あり、約１時間の短い祝宴ではありましたが、その分、
中身の充実した懇親が繰り広げられました。
時間の関係により、品数こそ絞られたものの、一品
一品が大変工夫された、ANA クラウンプラザホテル岡
山の心のこもった渾身のお食事メニューでした。県南
17RC 幹事会の幹事仲間からも、特に普段と違う上品
え び めし
な「海老飯」は絶賛の的でした。
最後になりましたが、直前になり、壮行会のお手伝い
をお願いしたにも関わらず、快く力を貸してくださったクラ
ブ会員の皆様に、この場をお借りして改めて御礼申し上
げます。
菊池地区ガバナーエレクト、令夫人裕子様、どうぞ
お気をつけて行ってらっしゃいませ！！

2019 クリスマス例会

親睦家族委員

「せ ーの Merry Xmas パーン
！（cracker）
」の 一
斉の合図とともに、オープニング演奏で始まった今年のク
リスマス例会。2019 年 12 月 25 日 ANA クラウンプラザホ
テル 曲水の間で盛大に開催されました。この例会の醍
醐味は、何と言っても年代の厚い 132 名の参加者の顔ぶ
れです。最年少の西崎聖奈ちゃん（０歳）から、大先
輩の金政会員まで最大約 94 歳の差があるメンバーが集
結しました。
（この会場には大正、昭和、平成、令和生
まれ・
・
・みんな揃っているんだ！）と思うと感動モノでした。
そして、たくさんのちびっ子達の参加によって、いつも
は凛々しい会員の皆様のお顔が、この日はおじいちゃん、
おばあちゃん、お父さんの表情（いわゆるデレデレってヤ
ツです！！）だったことが何よりも印象的でした。
（子ども
達が可愛くて仕方ない・・・）そんな想いを共有させて
頂きました。
丸川会長の開会のご挨拶のあと、末吉会員の乾杯の

関西高等学校

川

洋

岡山市公衆衛生功労者表彰式
（十数年間の薬物防止キャンペーンに対して）

インターアクト委員会

インターアクト地区大会

２月の行事予定〈平和と紛争予防 / 紛争解決月間〉
３日
（月） ●第８回理事・役員会
16日
（日） ●地区チーム研修セミナー

子

ご発声により開宴です。毎年恒例のアトラクションの進行
は、名物司会者「横浜出身の裕美ちゃん周ちゃんコンビ」
（福嶋会員、山田会員）が担当されました。ジャズバンド
「遠藤まりグループ」のすばらしい演奏に続き、司会者
のお二人による「あゝ人生に涙あり（水戸黄門の主題歌
♪）
」のデュエットが披露されました。大盛り上がりの雰囲
気に、シンガーの遠藤まりさんからも「色々なところで演奏
をさせて頂きますが、こんなに温かい雰囲気はなかなか
ありません」というお言葉を頂きました。
他にも坂口会員の詩吟、
佐藤 ( 義 ) 会員の歌「乾杯」
、
藤原サンタさんからのちびっ子達へのプレゼント、毎年恒
例プレゼント大抽選会・・書ききれないほどのアトラクショ
ンがありました。
みんなで作ったクリスマス会。とても華やかで、ほのぼ
のとした温かいパーティとなりました。
ご参加・ご協力くださった皆様、ありがとうございました。

インターアクトクラブの活動

ももぞの学園桃幻祭 準備のボランティア

中

17日
（月） ●公益信託助成金授与式
第３回クラブ協議会
24日
（月） ●休会（天皇誕生日振替）

○12月２日

田中君

橋本君、利守君、小出君

大森様へ

金川病院 院長先生である

小原さん、同じ組の方々（末吉さん、尾木さん、上杉さん）

西RCゴルフコンペに於いてご親切に同乗させて頂きありがとうござ

大森 信彦先生を歓迎します。

いました。楽しくプレーすることができました。準優勝させて頂き恐縮

赤磐RC

しております。

大森

信彦様

今日は、初体験のメークアップですが、

大森君

暖かく迎えて頂き、有難うございます。
尾木君、金盛君、山田君

金尾様へ

本日のスピーチ楽しみにし

先週の例会、弊社の山口営業所の竣工式で欠席失礼し

ました。その関係で仲よし祭（12/７）のクリスマス会に都合を知ら

ています。なかなかお忙しそうで月曜例会には久しぶりかと思います

ずに参加してきました。

が、リラックスして、楽しいお話に期待します。五味太郎さんとのお

半田君

話もあるのでしょうか？！！

よろしければお持ち帰りください。

田中君、岩居君、尾木君、佐藤（義）君

中川 洋子様、11月

2020年のカレンダーをお持ちしました。お荷物になりますが

中野君 このたびアメリカより光音波歯ブラシを輸入販売することに

25日 ワインを楽しむ会においてご準備頂いてありがとうございました。

なりました。今までにない光音波歯ブラシです。マクアケと言うクラウ

楽しく過ごさせて頂きました。

ドファンディングでテスト販売を始めました。ご興味のある方は資料を

岸本君 中川さん、25日のワインを楽しむ会ありがとう。おひとりで準

後方に置いていますのでお持ち帰り下さい。

備大変でした。貴女の当意即妙な司会進行はお上手でした。乗せ

髙柴君

られて久しぶりの夜の会を楽しく過しました。ありがとうございました。

ご挨拶、お疲れ様でした。第40回でしたが最後の回となりました。

中川君 ワインの会に参加して下さった皆様へ

今後もカープは永遠です！！

お忙しい中、ご参

幸野さん 昨日の広島東洋カープファンの集いでの顧問の

加頂き本当にありがとうございました。不慣れな点がありましたがお

上野君

許し下さいませ。坂口さんへ

行の折、数十年ぶりに九段の靖国神社を参拝しました。参拝ののち

飛び入り参加の詩吟。すばらしかっ

たです。美声に聞きほれました。 田中さんへ
せんでした。本当は心から尊敬しています。

色々いじってすみま
丸川会長へ

奥様

昨日は78年目の太平洋戦争開戦日でした。先日東京に旅

戦争記念の展示されている遊就館を拝観。
（中略）戦争の悲惨さを
展示し、世界の人間に共通する心の奥底のひだを赤裸々に表現し

の涙ステキでした。感動しました。お帰りになったら毎日「今日もあり

ている稀有の展示場であるとおもいます。岡山空襲の下を逃げた者

がとう」を大きい声でお願いします。

として戦争はだめです！まだ見学していない方はぜひ遊就館と鹿児

橋本君

島・知覧の特攻平和会館を拝観して思いを致してみてください。

昔の税理士受験勉強会の40周年記念会がありました。40

年前はメンバー全員が税理士を目指す受験生でしたが、17名の税

○12月16日

理士を輩出しました。税理士受験者が減っていますがもっと仲間が

菊池ガバナーエレクト 昨日の壮行会、一生の思い出となりました。

増えて欲しいものです。

ありがとうございました。

髙柴君

末吉次期地区代表幹事

昨日、デンティスト・ナウ（DNOW）の年次報告会を開催

しました。海外ボランティアについての報告会です。本会の山下さん

昨日の菊池ガバナーエレクト壮行会、お

疲れ様でした。お陰様で盛大な会を開催して頂ける事が出来ました。

にもご参加いただきました。
（Tシャツ作製で貢献していただいていま

岸本君 菊池ガバナーエレクト、元気で行って元気にてお帰り下さい。

す。）

祈ってます。

坂口君

昨日半田山植物園に紅葉を見に行きました。展望室で休

んでいるとガラス越しに臼井会員から「ヤア」と声を掛けられました。

野田君、森本君、福嶋君、小山君、上田君、小原君、千原君、
岩居君

菊池ガバナーエレクト、末吉次期地区代表幹事、他壮行

帰ってロータリーの名簿を見ますと趣味が同じ園芸でした。

会関係者の皆様、昨日はお疲れ様でした。菊池さんお気をつけて行っ

○12月９日

てきて下さい。PS.１上田さん、ソングリーダーおつかれ様でした。す

丸川会長、水田幹事、臼井君、髙木君 岡山西警察署交通官警

ばらしいタクトさばきでした。PS.２田中さん、料理とってもおいしかっ

視

たです。

大塚様のご来会を歓迎いたします。高齢者安全運転のお話し、

よろしくお願いします。

橋本君

岩居君

が無事に済んでホッとしました。

①大塚様、その節はお忙しい中何度もお時間をいただき

昨日の補助金セミナーに参加の皆様ご苦労様でした。役目

誠に有難うございました。②７日（土）北房カントリークラブで開催さ

福嶋君

れた丸川会長杯ゴルフコンペに参加された会員の皆様、寒い中あり

ナーに参加致しました。大変、勉強になりました。

12月10日 メルパルク東京での米山記念奨学委員長セミ

がとうございました。担当幹事の私が会長杯のお肉をいただきました。

○12月23日

永瀬君 ７日の丸川会長杯ゴルフコンペに参加された皆様お疲れ様

三宅君 わが国の少子化は止まる事が無く、2019年は前年より７％

でした。今回は夫婦で参加させていただきましたが、妻のあわやホー

の減少と言われています。皆様の御支援のおかげで、三宅医院で

ルインワンというショットにドキドキしながらも楽しく回り優勝することが出

は昨年以上の方に御出産頂きました。今後とも岡山西RC皆様の御

来ました。同じ組で回った衣笠さん、坂元さん、妻がうるさくてすみ

指導をお願い致します。

ませんでした。

