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本日のプログラム
　「お祝い行事」
　「就任挨拶」
　本德義明 会長，安藤究真 幹事

▶７月10日のプログラム
　「就任挨拶」
　齊藤博臣 副会長（クラブ奉仕委員長），
　勘藤晋 SAA，佐々木篤 職業奉仕委員長

「退任挨拶」 石井英行　会長，舟橋弘晃　幹事

6月26日のプログラム

●石井英行　会長
　私は第46代岡山東ロータリークラブの会長を務めるにあたり，会長は英語でプ
レジデントですが，会社の社長とは違い，クラブの最高責任者で小使いであると
いう認識で舟橋幹事ともどもスタートいたしました。
　私はスポンサーから，役職を受けるとき，自分のことはさておき全力で務める
こと，又，人に頼む前に，人のことでしっかり汗をかいておけ，また，会長に
なったら，会員の皆様に対し，どれだけ気遣いが出来，義が通せるか，これが一
番大切なことだとも指導を受けておりました。それをどれだけ実践できるか分か
りませんが，自分なりに頑張ろうと思っておりました。
　次に自分の健康状態をいかに維持するかこれを考えておりました。
　最後に財布を忘れずにもっていく。この３点を一年間，忘れずにやることを決意しておりました。
　点鐘を前年度の最終例会で渡され７月から新年度がスタートしたときは，異常な緊張感を覚えました。
今まで業界や諸団体で，会長をいろいろ経験させていただきましたが，その比ではない緊張感を感じてお
りました。
　まず力が無い者が大きなことをするなら，神仏のご加護が必要だと思い，新年度最初の７月１日に岡山
神社に理事役員と一緒に参拝し，墓参り，生き神様参りからスタートいたしました。神社参りのお蔭で，
今年度の事業をする時間帯は，ほとんど雨が降らなかったので，非常にご利益があったと思っております。
　また，西下年度からの継続議案の高齢者でロータリー年数の長い会員，すなわちクラブに長い間貢献い
ただいた方の会費の値下げ，あわせて長年の検討課題であります「青少年育成基金」の衣替えを必ずこの
一年間でやろうと決意しておりました。お陰様でパスト会長の皆様のご理解をいただき，年度前半で実現
することが出来ました。
　我がクラブの基本をなす伝統は親睦活動であり，親睦で培われた，いざ何か事を構えるときの団結力を
一層高め，例会，その他の会合，奉仕活動への出席率の向上，会員の退会防止と増強，一番不安があった
のが，奉仕事業を実施する為の資金であるスマイルを昨年並みに集められるかどうかでした。昨年は大
変な大口が一件ありました。私が幹事を務めたときの会長は現在，天国に行かれて居られませんからお



願いするわけにもいかず，とりあえず３ヶ月で，昨年度と同じ金額になることを目標に置きました。結
果は１ヶ月半で同額にすることが出来ました。皆様ご承知のように，齊藤 S.A.A. の頑張りで過去最高額
6,287,940円を達成することができました。会員皆様のご支援に感謝いたします。
　次にクラブ運営で最初に考えたのは７月の納涼特別例会の会員の出席者数です。親睦活動委員会で藤岡
会員がご夫人の出席を40名以上にしようということから始まり，会員はもちろん多数のご夫人の出席で総
勢122名というすばらしいスタートを切らせていただきました。そして８月の髙山青少年奉仕委員長の初仕
事の新天地牧場プロジェクトはすばらしい評価をいただきましたが，主役に不幸があり初期の目的と違う
形になりました。続いて佐藤社会奉仕委員長の東北ボランティア事業にも多数の会員のご参加をいただき，
被災者の皆様に大変感謝され，成功裏に事業が開催できました。ただ45周年記念事業のシンポジウムは準
備不足で，私の年度における悔いの残る事業になりました。ロータリーに燃えてきた髙山青少年奉仕委員
長の企画で旭川荘へ白梅を贈呈する事業を「東風吹かばプロジェクト」と命名し大変喜ばれました。また
村松職業奉仕委員長の企画で命を賭けて仕事をしている自衛隊の職場訪問で舞鶴基地の訪問に行きました。
日本の防衛を最前線でされておられる姿に感銘を受けました。
　引き続き年末家族特別例会に照準を合わせ，できるだけたくさんのご家族にご参加いただくように，高
橋親睦活動委員長をはじめ委員会のメンバーにもお願いいたしました。結果会員90名全員出席，総勢238名
の大パーティーが開催できました。会員ご家族に感謝申し上げます。
　そして45周年のシンポジウムでご縁の出来た，「いわて銀河ネット」からの要望で「フワフワ」を一機贈
呈させていただきました。私がロータリーの別の会合があり，贈呈式には佐藤社会奉仕委員長，内山会報
委員長，貝原会員に出席をいただきました。ありがとうございました。
　次は創立45周年の記念式典，祝賀会を必ず成功裏に終わらせたいと思いました。日にちが近づくにつれて，
異常な緊張感をおぼえ，喘息の発作が出てご心配をおかけしましたが，横山45周年実行委員長をはじめ実行
委員会の皆様のご尽力で無事，成功裏に終わることが出来ました。実行委員会の皆様に感謝いたします。
　それが終わるとすぐに第８・９グループの I.M. を当クラブのホストにより開催いたしました。更井
I.M. 実行委員長のリーダーシップの下，糸島ガバナー補佐輩出クラブとして，参加者数，内容等すばらし
いものであったと思います。ありがとうございました。
　それから間もなく先の「フワフワ１号機」が非常な人気であるという報告を受け，東日本復興支援基金
に申請をした結果，前より大きな「フワフワ」を贈呈できることになり，上記３名のほか安藤副幹事，舟
橋幹事そして私で贈呈をしてまいりました。４月の下旬，盛岡は桜が満開で岩手山もきれいで非常にすば
らしい旅行でした。
　また髙山青少年奉仕委員長が旭川荘「東風吹かばプロジェクト第二弾」で紅梅を贈呈しました。来年は
紅白のすばらしい花が咲くことと思います。
　そのあと，村松職業奉仕委員長の企画で自衛隊の日本原駐屯地へ新天地育児院の子供を連れて行ってま
いりました，74式戦車に乗せていただき40km 以上のスピードで基地内を走行し参加者全員感激いたしまし
た。また自衛官から日本の防衛について話をお聞きしました。同じく職業奉仕委員会の企画で国民の為に
命を懸ける仕事をされている自衛官，警察官を「岡山東ロータリークラブアワード」として表彰させてい
ただきました。
　最後の大きな奉仕事業は，齋藤国際奉仕委員長と高橋親睦活動委員長の合同事業でベトナムでの図書館
贈呈事業およびアンコールワット，フエ，ダナン，ホイアン旅行でした。図書館贈呈事業を次に繋がる事
業にすることと，ご参加いただいた皆様にとって思い出に残る旅行にしたいと考えておりました。日本で
は味わえない数々の体験が出来，充分にご満足いただけたと思っております。
　チャーターナイト特別例会では一年間支えていただいた皆様に私の感謝の気持ちがお伝えできたことを
願っております。
　クラブ奉仕担当の委員会では，岡本出席委員長のやる気でホームクラブのすばらしい出席率，これを支
えた諸國プログラム委員長，いろいろな記録を伝えてくれた内山会報委員長，対外的に情報発信をしてい
ただいた若林広報委員長，純増５名の会員増強に貢献された砂山会員選考委員長，北村職業分類委員長，
そして実際に勧誘に動いていただいた三垣会員増強委員長，そしてクラブ奉仕全体を統括された木村副会
長に感謝いたしております。
　なんといっても，すべての親睦事業を多数の出席者で盛り上げていただいた高橋親睦活動委員長率いる
親睦活動委員会の皆様には感謝の気持ちでいっぱいです。
　赤松米山記念奨学会委員長には過去最高の米山功労者22名を勧誘いただきました。また冨岡ロータリー
財団委員長には大口寄付３名，べネファクター２名，ポールハリスフェロー10名，ロータリーカードの拡
大と活躍をいただきました。出席率が上がりすぎて経費の面でいろいろご苦労をおかけした丹羽会計にも
感謝いたします。
　最後に私の年度が成功裏に終わることが出来ますのも西下直前会長年度に「賑わいのロータリー」を実



践され，クラブを上昇気流に乗せていただいたことが最も大きなことだと思っております。ご指導に心よ
り感謝申し上げます。
　補助金につきましては舟橋幹事の情報収集を下に，地区補助金50万円，DWCS150万円，東北震災復興資
金55万円で合計255万円を頂戴し奉仕活動に使わせていただきました。本年度はスマイル，補助金，その他
で約700万円の支出をいたしました。また，遠距離での奉仕活動を２件実施いたしましたので，交通費等で
会員皆様のご負担も約600万円にのぼります。本当にご協力ありがとうございました。
　褒章関係も西下年度は，「RI 意義ある業績賞」を始め，たくさんの賞を受賞されました。本年度も，個
人での坪井パスト会長の「RI クラブ・ビルダー賞」をはじめ，二年連続の「RI 意義ある業績賞」はもち
ろん，RI 会長賞につきましては，ワンランク上の「RI 特別会長賞」，「RI 会員増強推進活動の表彰」の内，

「既存会員の維持」の部で内定と，RI３部門をすべて受賞し三冠王になりました。
　また，地区表彰を含め去年より多くの賞を受賞することを目標にして頑張ってまいりましたが，結果と
して現在確定で個人を含め10個以上の賞が確定しており，最終的にはまだ増えると思います。
　しかし，ホームクラブの出席率が87％を超え経費節約のため，例会での食事をカレー等安い食事に変更
させていただいたことをこの場を借りてお詫び申し上げます。
　今年度は45年の節目の年ですので，この一年間過去45年の中で出来なかったことをいろいろやってまい
りました。45年間で最高の数字のものも多数ありますが，その中でも私自身，自分の年度で一番誇れるも
のは，自然退会，転勤以外の退会がなかったことです。さらに実名で大変失礼ではございますが，髙山青
少年奉仕委員長，村松職業奉仕委員長をはじめとするスリーピング組，実名は控えますが，退会予備軍で
あったかもしれない会員の目を覚まさせ，岡山東ロータリークラブの会員としての自覚を持ってもらえた
ことが，私の一年間のもっとも大きな誇りであり一番大きな事業であったと思っております。
　年初に掲げた私のスローガン，「敬上慈下〜ロータリー家族愛を深化させよう〜」は，この一年間木村副
会長，舟橋幹事，齊藤 S.A.A.，理事，役員，委員長をはじめ，会員皆様のご協力で完結出来たと確信いた
しております。ご支援を賜りました会員の皆様に感謝いたしますとともに我がクラブがゆるぎない一流ク
ラブであり続けるよう来年度の本德会長をはじめ理事，役員，委員長が一層頑張られることを期待し，お
礼のご挨拶とさせていただきます。
　一年間ありがとうございました。

●舟橋弘晃　幹事
　第46代石井会長年度の幹事を務めさせていただきました舟橋です。何とか無事
努めを果たせそうな目処がたち，本日の退任の挨拶となりました。これもひとえ
に石井会長の強力なリーダーシップと暖かいご指導，不出来な私へのフォローや
気配り，加えて，木村副会長，齊藤 S.A.A. をはじめとする今年度理事役員の皆様
方の力一杯のお支え，パスト会長を始めとする多くの諸先輩方の建設的なご助言，
会員皆様の暖かいご協力，そして本日お越しの６RC 同期幹事様をはじめ多くの
ロータリアンの友情の賜物であると，心より感謝申し上げます。
　思い起こすと，西下会長年度の副幹事の時から２年間，ひな壇に座らせていただきました。１年目は西
下会長や佐々木幹事の下で幹事の仕事を学ばせていただきました。また今年度は，安藤副幹事に何時もタ
イムリーな気配りで至らぬ私を助けていただきました。この機会にあらためて御礼申し上げます。また，
事務局の光石さんには本務関係のメールが埋もれるほどのメールによる連絡やタイムリーな対応など，た
いへん助けていただき感謝申し上げます。
　今年度は，45周年行事や I.M. の開催など，節目の行事の多い一年でもありました。関係者の皆様のご努
力にあらためて感謝申し上げます。また，年末家族例会での100％出席や多くの意義深い奉仕活動など，今
年度の岡山東ロータリークラブの活動は，まさに，今年度の会長方針であります「敬上慈下〜ロータリー
家族愛を深化させよう」の下に岡山東ロータリークラブが一つになれたことで成し遂げられたと存じます。
一致団結したクラブ奉仕関係の理事委員長の皆様方，精力的に奉仕活動を展開いただきました四大奉仕関
係の理事委員長の皆様方のご努力のお蔭で，RI や地区の多くの助成金をいただきながら，RI から複数の賞
の受賞を内定させることが出来ました。本当に，胸をはれる一年になったのではないかと存じます。この
一年は，“Engage Rotary, Change Lives”を実践できた“ロータリーモメント”の連続であり，私達が重要視
する当クラブの“歴史と伝統”を大きく輝かせることが出来た年であったといえます。これからも，岡山東
ロータリークラブが益々輝きを増し，立派なロータリアンが集う素晴らしいクラブであり続けて欲しいと
切に希望しています。私自身も，微力ながら，これまで以上にロータリーに貢献出来れば幸いと思ってお
ります。来週からは親睦活動委員の一兵卒として精進して参りたいと存じますので，今後ともご指導，ご
鞭撻を賜りますよう，よろしくお願い申し上げます。全てのロータリー家族の皆様に厚くお礼申し上げま
して，退任のご挨拶とさせていただきます。皆様一年間誠に有難うございました。



　本日お忙しい中をわざわざお越しいただいている事務局を同じくする６ロータリークラブの同期幹事の
皆様には，同じ大役を引き受けた同志として，大いに励まし，助けていただきました。心より感謝申し上
げます。共に大いに考え，議論をし，飲み，笑った一年でした。特に，６ロータリークラブの幹事会で，
事務局の運営についていくつかの懸案事項を今年度処理出来たことは，良い思い出となりました。今後と
も末永いお付き合いをよろしくお願い申し上げます。

例会報告（6/26）

出席報告
　会員数　92名（内出席免除者18名）
　出席者　89名（内出席免除者出席18名）
　出席率　96.74％（前々回訂正後出席率95.60％）
　ビジター　５名

会長挨拶・報告
　皆さんこんにちは。私の年度の最終例会に事務所
を一緒にする６RC の幹事様にご出席をいただきあり
がとうございました。森本ガバナーもお越しいただ
く予定でしたが，急用ができて今日は来られません
が来月お越しいただく予定です。
　例会に80名以上の出席は私の年度で９回あり，今
日が10回目になります，夜間例会で３回，１回は90
名全員出席の100％例会でした，通常例会では５月８
日の例会が83名で一番多い例会でしたが，最後に89
名という最高の出席をいただきありがとうございます。
　通常例会41回のうち，最後ですから言わせてもらいますが，ミリオンダラミール６回，ベトナムミール
６回，経費節約ミールを９回もさせていただきました。会員も純増５名増やしましたが，24年間でホーム
クラブ出席率82.58％で一番よかった，昨年より例会出席が約450名程多く何とか本会計が赤字にならずに済
みそうなので，今日は一年間の感謝をこめて豪華料理にさせていただきました。例会行事はたくさんあり
ますがお食事はごゆっくりお召し上がりください。
　後ほど，退任挨拶がありますが，一年間ありがとうございました。

　 臨時第13回理事・役員会報告 
出席者：石井・本德・木村・齊藤（博）・勘藤・西下・丹羽・砂山・三垣・高橋・諸國・内山（淳）・
　　　　村松・佐藤・齋藤（信）・冨岡・髙山・舟橋・安藤　　　　　　　 
１．ベトナムでの国際奉仕事業およびベトナム・カンボジア視察旅行の報告が承認されました。
２．チャーターナイト特別例会の報告が承認されました。
３．木下大サーカス チケット寄付の報告が承認されました。
４．ガバナー補佐支援金の報告が承認されました。
５．I.M. 事業報告書の修正が承認されました。
６．特別事業準備金を500万円に積み増して次年度に繰り越すことが承認されました。
７．周年行事積立金を600万円に積み増して次年度に繰り越すことが承認されました。
８．ネパールでの識字率向上共同奉仕事業の今年度会計からの支出分について承認されました。
９．スマイル表彰を今年度は20名とすることが承認されました。 

幹事報告
　幹事報告の前に，少しお時間をいただいて。
　本日，事務局を同じくする６RC の幹事の皆様がお越しです。今年度は，事務局のコンピュータ環境改
善，新規会計ソフトの導入，事務局員の給与改定など，懸案事項を片付けた同士です。皆様個性豊かで，
この一年，よく議論し，飲み，笑わせていただきました。年度末の各クラブを互いに表敬訪問しようとい
うことで本日当クラブにお見えです。皆様，ありがとうございます。
　それでは，本日の幹事報告を行います。

１．６月19日（水）と６月23日（月）に，それぞれ６RC 正次幹事会および県南18RC 正次幹事会が開催され，

お 食 事
ポタージュスープ，牛フィレ肉ステーキ 温野菜
添え，サラダ，パン，デミコーヒー，アイスク
リーム 



安藤次年度幹事とともに出席してまいりました。しっかり引き継ぎましたのでご報告申し上げます。
安藤次年度幹事よろしくお願いいたします。

２．会員各位の皆様にお願いし，気仙沼 RC を通じて支援しました東稜高等学校野球部の甲子園出場に関
しまして，学校より記念誌発行遅延のお詫びと改めてのお礼状が届きましたので回覧いたします。

３．「西大寺マラソン大会」の協賛ならびに協力の御礼が届いておりますので回覧いたします。
４．他クラブ週報を回覧いたしますので，ご覧下さい。

　本日で私の幹事報告は終了です。次回からは安藤次年度幹事が努めます。後でご挨拶申し上げますが，
皆様の暖かいご協力とご理解によって何とか努めることができました。ありがとうございました。次年度
の安藤幹事をよろしくお願い申し上げます。

次年度幹事報告
　１． 本日例会終了後，次年度第３回被選クラブ協議会を開催いたしますので，関係各位は「うじょうの

間（南）」によろしくお願いいたします。

本年度出席優秀者表彰　表彰おめでとうございます
皆勤賞（ホームクラブ100％出席）15名 �

精勤賞（ホームクラブ１回欠席）８名 �

安藤究真 副幹事

森元幹雄 会員

赤松興一 会員

木村　旭 副会長

井上和宣 会員

岡本　哲 会員

舟橋弘晃 幹事

西本　晃 パスト会長

石井英行 会長

多田正勝 パスト会長

冨岡正機 会員武　和志 会員 内山　淳 会員坪井俊郎 パスト会長 横手典明 会員

村松　太 会員藤岡千秋 会員 諸國眞太郎 会員齊藤博臣 S.A.A. 白髭勇一 会員



本年度 SAA 表彰（上位20名）　多額のスマイルをありがとうございました

点鐘の引継ぎ式
　石井英行会長より，次年度本德義明会長に点鐘の引継ぎが行
われました。

浦上澤之 会員友野昌平 会員

舟橋弘晃 幹事

木村　旭 副会長

石井英行 会長

安藤究真 副幹事

山下和也 会員

坪井俊郎 パスト会長

本德義明 会長エレクト

若林宣夫 会員

三垣日出人 会員

佐々木　篤 会員

佐藤英明 会員

内山　淳 会員

藤岡千秋 会員

菅野正則 会員

冨岡正機 会員

更井正人 パスト会長

髙山眞司 会員

赤松興一 会員

西下裕平 パスト会長

砂山有生 パスト会長

村松　太 会員



　石井会長，舟橋幹事，木村副会長，齊藤 S.A.A.，１年間ご苦労様でした。

●スマイル●
６RC 幹事会　　舟橋幹事１年間重責の職務お疲れ様でした。困ったときは舟橋幹事に聞け！！と言

うくらい，いつも冷静な判断で方向性を示していただき，６RC 幹事会の精神的な柱でし
た。本日は舟橋幹事の今年度最後の敏腕幹事ぶりと，今後の参考となる退任挨拶を聞き
にまいりました。　追伸：私どもの中で舟橋幹事のゴルフの腕前は群を抜いています。次
回の６RC OB 幹事会のゴルフの折は，私どもがゴルフを嫌いにならないくらいのハン
ディを大盤振る舞いいただけるようよろしくお願いいたします。（笑）

石井 一年間のご支援ありがとうございました。感謝。感謝。
鳥居 石井丸の安着岸，おめでとうございます。
坪井 この一年間，石井会長，舟橋幹事，本当にご苦労様でした。
糸島 ガバナー補佐が済みました。石井会長，お世話になりました。藤井随行幹事，ありがと

うございました。
多田 石井会長，御苦労さまでした。三年連続ホームクラブ出席100％達成しました。健康でい

られる事の幸せを感じます。
砂山 石井内関の補佐，理事会に最後まで続けることが出来ました。皆様御協力有難うござい

ました。
米田 石井丸の無事入港を祝して。
更井 石井丸の大航海が無事終了した事を祝して。
丹羽 先日，ロータリークラブの囲碁大会に出席させていただき，１日楽しませていただきま

した。　石井会長，多くの業績を残し，立派な成果をあげられました。ご苦労様でした。
西本 石井会長，舟橋幹事，他役員の皆様，お疲れ様。楽しい RC の運営も着岸となりました。

おめでとう。
西下 石井年度の大成功を祝して。ありがとうございました。
本德 石井会長をはじめ，理事，役員の皆さんには大変御苦労さまでした。次年度も御指導の

程，どうかよろしくお願いします。尚，７月17日は，私たちの年度にとって初めての
「夜間特別例会」です。御婦人の方々の参加をくれぐれもよろしくお願いします。

木村 今年度の役員の方々，御苦労様でした。クラブ奉仕の９委員会の皆様，お世話になりま
した。

舟橋 ①一年間，皆様にはお世話になりました。ロータリー家族愛に感謝申し上げます。　②本
日お越しの６RC 幹事の皆様には大いに励まし，助けていただきました。共に大いに考
え，一議論し，飲み，笑った仲間です。事務局の懸案事項を今年度処理出来たことは良
い思い出となりました。今後とも末永いお付き合いをよろしくお願い申し上げます。　③
本日退任のご挨拶を申し上げます。

安藤 無事，例会の司会をつとめあげることができました。会員みなさまのご配慮とご協力に
感謝申し上げます。ありがとうございました。

北村 石井年度，無事着岸おめでとうございます。役員，委員長の皆様方，大変な御努力でク
ラブが活性化できたと思います。どうぞ御自愛下さい。

三垣 一年間，理事として大変お世話になりました。特に石井会長には事ある毎に，色々と御
指導いただきありがとうございました。これからもよろしくお願いします。

諸國 石井年度にてプログラム委員長ならびにソングリーダーを務めさせていただきました。
ありがとうございました。

内山（淳） 石井会長，木村副会長，舟橋幹事，齊藤 SAA，理事，役員，委員長の皆様，１年間お世

S A A



話になりました。また大変貴重な経験をさせていただき本当にありがとうございました。
高橋 石井会長，舟橋幹事，一年間大変お疲れ様でございました。また，親睦活動委員会　委

員長として会員の皆様には大変お世話になりました。ありがとうございました。
若林 石井丸の無事着岸おめでとうございました。広報活動も会長のご支援のおかげで立派な

成果をあげることが出来ました。
村松 今年１年間，大変お世話になりました。ありがとうございました。
佐藤 ①囲碁同好会が無事開催されました。北村囲碁同好会会長，ありがとうございました。　

②気仙沼奉仕事業の反省会ではお世話になりました。　③10月に別府－行橋間の100キロ
ウォークに参加することになりました。完歩目指して頑張ります。　④石井会長，舟橋幹
事，お世話になりありがとうございました。

斎藤（信） 石井会長，１年間お疲れさまでした。
髙山 １年間，お世話になりました。ありがとうございます。
冨岡 本年度，ロータリー財団委員長，また創立45周年総務委員長を務めさせていただきまし

た。皆様のご協力に感謝いたします。ありがとうございました。
赤松 ①皆様には，米山奨学生，王琳さんが大変お世話になりました。また，米山奨学会への

寄付の件でもお世話になりました。　②ところで，先日酔い過ぎまして溝へ落ち，肋骨２
本を含め，４ヶ所骨折しましたが，下半身不随にはならなくてすみました。まだ節々が
痛みますが，まずは幸運に感謝しています。

大森 果物ありがとうございました。
山田 ６月12日よりカナダ西部に探鳥旅行。寒かったです。途中体調が悪くなりましたが，無

事帰国しました。
近藤（典） ①石井会長と雛壇の役員様，ご苦労様でした。　②先日６月22日付け山陽新聞に岡山カル

チャーゾーン街歩きの記事を載せていただきました。　③某会で全国表彰をしていただき
ました。

森元 会長，幹事，理事役員，委員長の皆様，お疲れさまでした。
武 石井会長はじめ理事役員の皆様のご活躍に心より敬意を表明します。おつかれさまでし

た。
三好 先日の囲碁大会で久しぶりに大変楽しい時間を過ごさせていただきました。世話役の皆

様に大変お世話になりました。
内山（隆） 石井船団の無事着岸，おめでとうございます。
藤井 石井会長，１年間御苦労様でした。
吉野 結婚記念日にワインをいただきありがとうございました。
貝原 石井会長，舟橋幹事，１年間おつかれ様でした。
荒川 石井会長，舟橋幹事をはじめ理事，役員，委員長の皆様，お疲れ様でした。多くの事業

に参加させていただき，大変有意義な１年でした。
塩見 チャーターナイト特別例会では大変お世話になりました。
菅野 石井会長，舟橋幹事，齊藤 SAA，他理事役員の皆さん，一年間ご苦労様でした。

Tomorrow Saving
斉藤（良） 石井会長はじめ執行部の皆様，１年間お疲れさまでした。
池田 石井英行会長，舟橋弘晃幹事をはじめ理事役員，委員長の皆様，１年間お疲れ様でした。

本日，湯原温泉において露天風呂（６・26　ろ てん ぶろ）の日にちなんだ温泉の催しの
為，欠席させていただきます。

大橋 今年一年間，親睦活動委員会　副委員長として会員の皆様に大変お世話になりました。
和氣 石井会長，舟橋幹事，１年間ご苦労様でした。
佐々木 石井会長はじめ理事役員，委員長の皆様一年間ご苦労様でした。そして多くの感動を有

難うございました。特に舟橋幹事ご苦労様でした。
井上（英） 今年度は石井会長はじめ，とくに東風吹かばプロジェクトの皆様には大変お世話になり

ました。スマイルします。
山下（和） 井上会長，執行部の方々，おつかれさまでした。さぞかし充実した１年だったと思いま

す。疲れを出さない様にして下さい。感謝感謝。
近藤（聡） ①石井会長，木村副会長，執行部の皆様そして各委員長様一年間お疲れさまでした。　②

ゴルフ同好会の皆様，１年間お世話になりました。来年度は担当ではありませんので電
話をしてこない様に !!　よろしくお願いします。

友野 石井会長，木村副会長，舟橋幹事をはじめ執行部の皆さん，一年間御苦労様でした。
大澤 今年度もあまりスマイルできませんでした。最後に少しだけさせていただきます。
山下（貴） 石井会長，一年間お疲れ様でした !!　（不良会員ながら心を込めて !!）
井上（和） 石井会長，素晴らしい一年でした。ありがとうございました。
石原 一年間ありがとうございました。



第３回被選クラブ協議会（6/26）

　６月26日（木）例会終了後，岡山プラザホテル「烏城の間」において，第３回被選クラブ協議会が開催さ
れ，７月10日（木）の駒澤　勝ガバナー補佐訪問第４回クラブ協議会に向けての対応について協議されまし
た。

山本 石井丸，一年間の航海ご苦労様でした。　昨日，株主総会が無事終わり私も一年首がつな
がりました。

渡邊（修） 石井会長，一年間お世話になりました。ありがとうございました。
冨山 一年間お疲れさまでした。次年度もよろしくお願いいたします。
浮田 石井丸の満々と旗をなびかせた御帰港をお祝い申し上げます。有難うございました。
藤岡 長い１年間の航海を終え，正に接岸しようとしておる石井丸の帰港にエールを送ると共

に，楽しい一年間大変お世話様になりまして感謝の意をこめて御礼申し上げます。
大河原 チャーターナイト楽しく過ごさせて戴きました。女房のお土産までいただき有難うござ

いました。
深田 ①石井会長をはじめ役員の皆様，１年間お世話になりましてありがとうございました。

次年度も頑張りますので宜しくお願いいたします。　②藤岡さん，先日は大変お世話にな
りましてありがとうございました。

松本 今年１年間ありがとうございました。石井会長，舟橋幹事はじめ理事役員の皆様，お疲
れ様でした。次年度もがんばります！よろしくお願いします。

弘中 今年度，１年間大変有難うございました。感謝申し上げます。次年度も宜しくお願いい
たします。

小橋 昨年８月に入会させていただき，無事石井会長年度が終わりました。石井会長をはじめ
皆様にお世話になりました。今後もよろしくお願いします。

黒住 ６月度，囲碁同好会優勝させていただきました。北村委員長が手をぬいて下さったもの
と思っております。次回は二石で挑戦しようと思っております。

堀 石井会長，舟橋幹事および理事，役員，委員長，１年間おつかれさまでした。大変お世
話になりました。

末藤 石井会長の年度に入会させていただきありがとうございました。本年度，役員の皆様お
疲れ様でした。今後共ご指導よろしくお願いします。

神田 石井英行会長，齊藤博臣 SAA，ご両名のご紹介で素敵なご縁をいただき，有難うござい
ました。また，舟橋幹事，理事，役員，委員長の皆様，一年間お疲れ様でした。大変お
世話になり有難うございました。

萱原 石井会長，大変お世話になりありがとうございました。
勘藤 石井会長ならびに役員・理事の皆様お疲れ様でした。石井会長の強いリーダーシップの

下，歴史と伝統の岡山東 RC に数々の金字塔を建てられたことは誠にご同慶の至りです。
おめでとうございます。　副 SAA としてお金の勘定と記録をつけるのが大変でしたが，
結果が出て良かったです。ありがとうございました。皆様のご協力に感謝いたします。
合掌

齊藤（博） 本年度 SAA のスマイルにご協力ありがとうございました。
 71件　844,000円



2013－2014年度慰労会（6/26）

　６月26日（木）18時30分より（青江）南欧料理店 ARIZONO に於いて，石井英行会長主催の本年度理事役
員・委員長慰労会が行われました。これは，本年度全ての活動が無事終えることができ，前年に続き「RI
意義ある業績賞」受賞内定していることに対し，石井会長より感謝の言葉が述べられ，又お互いに一年の労
をねぎらったもので，南欧料理と美酒を賞味しながら，時の経つのも忘れて，和やかな時を過ごしました。

2013－14年度岡山東RC事業祈願成就のお礼参り（6/30）

　本年度最後の６月30日（月）の清々しい朝，岡山
神社において，石井会長，舟橋幹事をはじめ理事・
役員が集まり，一年間の無事と事業祈願成就のお
礼参りをしました。その後，岡山プラザホテル９
階レストランに移動して朝食会が行われ，石井会
長より理事・役員の皆様のご協力で充実した一年
間を楽しいロータリー活動で過ごさせていただけ
ましたことを心より感謝しますと挨拶されました。

岡山神社にお礼の参拝をした石井会長ほかの皆さん

７月の月間行事予定  
例 会 行 事 プ ロ グ ラ ム そ の 他 の 行 事
３日通常例会

10日通常例会

17日特別例会
24日通常例会
31日通常例会

・お祝い行事
・「就任挨拶」　本德義明 会長，安藤究真 幹事
・「就任挨拶」　齊藤博臣 副会長（クラブ奉仕委員長），
　　　　　　　勘藤晋 SAA，佐々木篤 職業奉仕委員長
・納涼特別例会（於 岡山プラザホテル）
・松本祐二ガバナー公式訪問例会
・「就任挨拶」　仁科恭一郎 社会奉仕委員長，
　　　　　　　諸國眞太郎 国際奉仕委員長，
　　　　　　　井上和宣 青少年奉仕委員長

３日　理事・役員会
６日　ゴルフ同好会（赤坂レイク C.C.）
10日　第４回クラブ協議会
　　　（ガバナー補佐訪問）
15日　県南18RC 正副会長・幹事会
　　　（ホテルグランヴィア岡山）

７月の月間メニュー
３日通常例会
10日通常例会
17日特別例会
24日通常例会
31日通常例会

・幕の内，吸い物
・ビーフカレー，サラダ，コーヒー
・納涼特別例会（於 岡山プラザホテル）
・幕の内，吸い物
・ 南瓜の冷製スープ，国産牛ロースのグリル 茄子のミートソースグラタン添え ソースフォンド

ヴォー，サラダ，ライス


