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本日のプログラム
　「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

▶７月17日のプログラム
　納涼特別例会
　（於 岡山プラザホテル）

「就任挨拶」 本德義明 会長，安藤究真 幹事

7月3日のプログラム

●本德義明 会長
　歴史と伝統に輝く「岡山東ロータリークラブ」の第47代会長を務めさせていた
だきます本德義明でございます。
　会員の皆様方には，何卒ご支援，ご協力を賜ります様，どうか宜しくお願いを
申し上げます。
　確か，石井パスト会長は，昨年度就任御挨拶の中で会員89名中，年齢順で44番
目の会員であり，ど真ん中に居るものとして，「敬上慈下」の精神で先輩を敬い，
後輩を慈しむことを何よりも大切にしたいとおっしゃっておられました。
　私もこの度，「第47代会長」を拝命いたした訳でございますが，当クラブの在籍順から申しますと，92名
中，在籍47番目の会員であり，偶然の一致とはいえ，二つの「47」には何かの意味と，何かの因縁を感じ
ております。
　この「意味ある偶然」については，先程も申し上げました通り，47番目であるというのは，ちょうど中
間的な位置に居る者として，先輩方の功績を讃えつつ，新しい会員の方々にロータリーを繋いでゆく大切
な使命があると考えました。
　「ロータリークラブ」の会長たるものは，“超我の奉仕なるこころを持って，奉仕活動に就たれ”と教えて
いただきました。今日からは，皆さんに助けていただきながら，クラブの発展の為に，尽くさせていただ
かねばと思う次第でございます。どうか御支援とご協力を賜ります様，よろしくお願い申し上げます。

本德会長年度スタート！



　「運営方針」としては，石井パスト会長の“ゆるぎなき一流クラブを目指す”ことを標榜させていただきな
がら，クラブ発展の為に尽くす所存です。
　本年度の RI 会長テーマは「ロータリーに輝きを」であり，地区スローガンは「笑顔で SERVICE」とな
りました。私たちは，仲間や家族，そして地域の方々と日々，笑顔で接することが出来れば，とても素晴
らしい事であろうと存じます。
　そこで本年度のクラブ・スローガンといたしましては，誠に平易な表現ですが，「明るく楽しいロータ
リー」と掲げさせていただきました。楽しい仲間と明るく語り合えば，そこには笑顔が生れます。楽しく
朗らかな会を目指して，友好を広げて参りたいと存じます。
　さて，「地区最重点目標」としては，“会員数に於いて３％の純増を果せ”ということです。
　３％というと，当クラブに於いては３名の純増を図る事となります。新入会員の勧誘も重要ですが，何
よりも留意すべきことは「退会防止」であろうと思います。とても大変なことではありますが，皆さんと
一丸になって「退会防止」に努めつつ，増強を図って参りたいと思います。
　何れにしてもロータリー活動の基本は，“出席率の向上と親睦活動の充実”であります。“出席率の向上”
は，地区重点目標でもあり，年間平均出席率をメーキャップ後90％以上確保ということです。
　ホームクラブの出席に勝るものはありませんが，都合で出席が出来ない場合は必ずメーキャップをお願
いいたしたいと思います。赤松出席委員長をはじめ，委員会の皆さんと主に“出席率の向上”に勤めて参り
たいと思っています。毎回の例会に於いて，メンバー同士が顔を見合せながら，互いに出席を確認し合う
ことこそ大切であろうと思います。
　又“親睦活動の充実”に関しては，貝原委員長を始め，委員会の皆さんに御苦労をおかけいたしますが，
今年も夜間例会を４回（納涼，年末，新年，それにチャーターナイト例会）開催したいと思っています。ま
た今年の親睦旅行につきましては，11月２日（日）〜３日（月）熊本方面にて企画しております。多くの皆様
のご出席をいただきたいと思っています。
　残る４大奉仕に関しましては，各委員会と共に，精力的な奉仕計画を策定しているところですが，活動
資金の原資は全て皆さんからご喜捨いただくスマイルボックスからの，特別会計からの資金を以って運営
されます。石井年度同様に，皆さんから過分なる浄財を賜れます様，何卒よろしくお願い申し上げます。
勘藤 S.A.A.，三垣副 S.A.A. には御苦労をお掛けいたしますが，どうぞよろしくお願いいたします。
　色々とお願を申し上げて参りましたが，「明るく楽しいロータリー」活動の実践の為に，私自身，率先し
て役目の遂行に当たりたいと存じます。
　最後になりましたが，本年度，齊藤博臣副会長，安藤幹事，勘藤 S.A.A. を始め，素晴らしい理事・役
員・委員長の布陣をいただいております。どうか会員の皆様方には，厚き御支援と御協力を賜りますよう，
伏してお願いを申し上げまして，「就任あいさつ」とさせていただきます。

●安藤究真 幹事
　歴史と伝統に輝く，岡山東ロータリークラブの第47代幹事を仰せつかりました
安藤究真です。本德会長のもと，幹事を拝命し，その責務の大きさと重さに身の
引き締まる思いです。
　本德会長は，今年度テーマとして，「明るく楽しいロータリー　〜楽しく朗らか
な会をめざし，友好を広げよう！〜」を掲げられました。石井年度での修行を元
に，このテーマを具現化できるよう，歴代パスト会長のご指導をいただきながら，
本德会長，齊藤副会長，勘藤 S.A.A. 並びに理事役員，委員長の皆様と共に，精一杯，幹事としての責務を
果たす覚悟です。
　引き続き，会員皆様の暖かいご支援と，ご指導ご鞭撻を心よりお願い申し上げ，挨拶とさせていただき
ます。どうかよろしくお願い申し上げます。



例会報告（7/3）

出席報告
　会員数　92名（内出席免除者18名）
　出席者　84名（内出席免除者出席17名）
　出席率　92.31％（前々回訂正後出席率91.30％）
　ビジター　０名

会長挨拶・報告
　皆さんこんにちは。2014年〜2015年度の「岡山東ロータリークラブ」会長を務めさせていただきます本
德でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
　ガバナーお二人を輩出し，他のクラブからも高く評価をいただいている歴史と伝統に輝く「岡山東ロー
タリークラブ」の第47代会長を拝命いたし，大変な重責を感じているところではございますが，パスト会
長をはじめ，会員の皆様にご指導とご支援を賜りながら，精一杯，クラブの運営に務めて参る所存でござ
います。
　去る７月１日には，理事・役員の皆さんと御一緒に「岡山神社」に参拝いたし，会員皆様のご健勝をお
祈り申し上げ，合わせて我がクラブの弥栄（いやさか）をご祈念申し上げて参りました。
　受け承りますれば，本日の本年度第１回例会が，通算2,200例会と承りました。大きな節目の例会からス
タートをさせていただく訳でございまして，正に，歴史と伝統の重みをひしひしと感じいる只今の心境で
ございます。
　これよりは理事・役員・委員長の皆さんにお助けをいただきながら，石井会長年度同様に“明るく楽しい
クラブ運営”に取り組んで参る所存でございます。
　会長方針等につきましては，後程，就任挨拶にて表明をさせていただきますが，何卒会員の皆様のご協
力とご支援を賜ります様，心からお願い申し上げまして，会長挨拶といたします。
　加えまして，今一つお願いがございます。来る７月17日は，本年度最初の夜間例会でもある「納涼特別
例会」でございます。
　貝原委員長の下，親睦活動委員会挙げて，楽しい企画を用意して，お待ちしております。
　会員の皆様，並びに多数のご夫人の皆様のご出席を，心よりお待ち申し上げております。どうかよろし
くお願いいたします。

　 第１回理事・役員会報告 
１．上半期会費・諸会費の納入について，承認いただきましたので，手続きに入ります。なお，地

区大会の登録料は含みません。
２．バナー購入について，承認されました。
３．納涼特別例会の計画書の変更について，承認されました。
４．中国学園学生東北ボランティア2014後援事業について，承認されました。今年は９月５日〜11

日の予定とのことです。
５．認知症フォーラムについて，承認されました。９月21日にさん太ホールにて開催されます。
６．ガバナー公式訪問例会ならびにガバナー補佐訪問クラブ協議会時の上着・ネクタイ着用につい

て，申し合わせられました。
７．慣例に従い，暑中見舞い自粛について申し合わせられました。

お 食 事
幕の内，吸い物



幹事報告
１．本日，本年度のクラブ活動・運営計画報告書，会員名簿と RI テーマのバッジをポスティングしまし

た。バッジは第４例会ガバナー公式訪問時に必ずご着用ください。
２．次週７月10日の18：30より，当ホテルにおいて，ガバナー補佐訪問第４回クラブ協議会を開催いた

します。先にご案内をさせていただいておりますが，理事・役員・委員長の皆様の出席をお願いい
たします。また，入会２年未満のフレッシュ会員の方はオブザーバー出席をお願いいたします。な
お，その際は，上着・ネクタイ・テーマバッジの着用を合わせてお願いいたします。

３．本日，本年度の I.D.M. の予定表をポスティングしております。ご都合が悪い方は，他の回に振り替
えいたしますので，幹事までお申し付けください。

４．７月のロータリレートは，１ドル＝102円です。
５．2015-2016年度　派遣交換学生募集のご案内が届きましたので回覧させていただきます。
６．他クラブ週報を回覧いたしますのでご覧ください。

委員会報告
●会報委員会　若林宣夫 委員長
　本年度週報の発行は，若林，渡邊（修），友野，吉野の会報委員会メンバーが担当しますので，ご協力の
程よろしくお願いいたします。
　尚，週報綴じ込み用ファイルには，本年度本德会長の運営方針「明るく楽しいロータリー」のテーマに
添った“近江八幡水郷めぐり”の楽しかった旅行の集合写真を掲載させていただきました。
　本年もご愛読の程よろしくお願いします。

感謝状の贈呈
　本德会長より，石井英行直前会長，木村旭直前副会長，舟橋弘晃直前幹事，齊藤博臣直前 S.A.A. に感謝
状と記念品が贈呈されました。

留学報告　2013-14年度 RI 第2690地区奨学生　海野歩未 様
　デンマークはコペンハーゲン大学社会科学部心理学科に留学中の海野歩未です。
昨年の９月にデンマークへ出発して間もなく１年が経とうとしています。この間
に様々な経験をしました。デンマークの国の文化や人々と触れ合う中で日本人に
はないデンマークの人々のもっている心の豊かさや生き方を知ったり，海外に出
ることで日本の文化や日本人の良さや特徴について改めて見つめ直したりしてい
ます。学業面や生活面に関して，現地コペンハーゲン国際ロータリークラブには



大変お世話になっています。いつも親身になってアドバイスや力を貸してくれるだけでなく，毎週開催さ
れる例会ではデンマーク国内外で活躍している人たちの話を聞いたり交流したりする機会をいただいたり，
様々なイベントにも招待していただくなど貴重な経験をさせていただいています。
　先日，コペンハーゲン大学心理学科より正式に博士課程への受け入れを許可いただきました。岡山東
ロータリークラブの皆さんには常日頃から留学への支援をいただき真に有難うございます。

米山記念奨学金の授与
　米山奨学生のルクマリさんに本德会長より７月の奨学金が授与さ
れました。

ゴルフ同好会へ本年度年間優勝賞品の贈呈式
　本德会長より，本年度優勝賞品（持ち回りチャンピオンブレザーの生地と仕立券）の目録がゴルフ同好会 
横山会長に贈呈されました。

お祝い行事
会員誕生日　　　高橋，藤岡，仁科，髙藤，内山（隆），冨山，根木
会員夫人誕生日　岡本，山下（和），松本，安藤，浦上，塩見，貝原
結婚記念日　　　堀

●スマイル●
本德 いよいよ私達の年度が始まりました。理事，役員の皆さんにご協力いただきながら，精

一杯頑張ります。ご支援の程よろしくお願い申し上げます。
安藤 本德年度の幹事をさせていただきます。みなさま，どうかよろしくお願いいたします。
石井 最終例会には，私の想定を超える71件844,000円のご喜捨を皆様から頂戴し，年間で600

万円をはるかに超えてしまいました。心より感謝申し上げます。今日から普通席に帰り，
隠居生活に入りますが，坪井パスト会長からのご指示のロータリー情報委員長は全力で
頑張ります。今日スタートの本德年度が私の年度以上のご活躍を期待します。

西下 本年度の無事をお祈りして。
鳥居 本德丸のご出航を祝って。ご活躍を期待して居ります。昨日はロータリー財団地域セミ

ナーの講師を無事すませて来ました。
坪井 今年度の会長，幹事，役員のみなさんが，無事１年航海ができますように。

S A A

本年度優勝賞品の贈呈（目録） チャンピオンブレザーを試着した内山（隆）会員



頼実 本德丸の出港を祝って。
横山 ①本德丸の出航，おめでとうございます。　②７月６日の第１回ゴルフ同好会は，社員旅

行同行のため欠席します。申し訳ありません。
多田 本德丸の出港を祝って。
砂山 本德丸の出港を祝って。
米田 本德丸の出港を祝って。
井上（一） 本德丸の無事の出航を祝して。
更井 本德年度のご活躍をお祈りいたします。
糸島 本德丸の出港を祝って。
丹羽 本德丸の出航を祝して。立派な業績を残されますことを祈念しています。
西本 本德丸，いよいよ出帆。ご無事な着岸を祈っております。
荒川 本德年度の素晴らしい門出を祝して。
三垣 １年間よろしくお願いします。
松本 入会させていただき１年がたちました。本德会長年度もがんばらせていただきます！
村松 本德丸の舟出を祝して！
黒住 石井直前会長にはお世話になりました。ありがとうございました。本德会長，よろしく

お願いします。
山下（貴） 本德丸の船出と１年間の繁栄を祈って！！
内山（淳） 本德会長，安藤幹事，今年１年よろしくお願いします。
日名 本德丸の一年の航海の安全を祈念しまして！
浮田 本德丸の出港とつつが無き航海をお祈りいたします。楽しく明るい１年でありますよう

に。
渡辺（学） 石井直前会長，高橋委員長には大変お世話になりありがとうございました。本德会長，

井上委員長，お手やわらかによろしくお願いいたします。微力ながら今年も岡山東 RC
の発展に向け頑張りたいと思います。

藤岡 ①坪井パスト会長に大変お世話様になりました。　②本德年度スタートにあたり会長，幹
事，理事，役員皆様，お世話様になります。

佐藤 本德会長，安藤幹事，理事役員の皆様，今年一年よろしくお願いします。
石原 本德会長，安藤幹事他幹部のみなさん，今年度一年よろしくお願いします。
横手 本德会長，安藤幹事，勘藤 S.A.A. のご活躍をお祈りします。
冨岡 本德義明会長，安藤究真幹事をはじめ理事役員，委員長の皆様，１年間よろしくお願い

いたします。
山下（和） 本德会長，ついに漕ぎ出しましたね。身体には特に気をつけて下さい。がんばって。
舟橋 本德年度，出岸おめでとうございます。安藤幹事，がんばって下さい。
斉藤（良） 新執行部のスタートを祝して。
児島（道） 岡山県ボウリング選手権大会に出場。７月13日13：00より RSK 放送にて放映されます。

入賞は出来ませんでしたが，５月に続きまたまたパーフェクトゲーム達成。５秒ぐらい
は画面に出るかも !?　明日からの全日本シニア出場のため早退させていただきます。

森元 １年間よろしくお願いします。米山の特別寄付もよろしく。
木村 本德会長年度，御苦労様です。一年間よろしくお願いします。石井パスト会長，本当に

御苦労様でした。
北村 本德丸の出航を祝して。安藤幹事，がんばれ。
近藤（典） 本德丸の愛のある運営を期待し祝して。職業分類委員長を務めさせていただきます。
内山（隆） ①本德丸の出航を祝して !!　②坪井さん，藤岡さん，貝原さん，内山淳君，大西さん，先

日は大変お世話になりました。ありがとうございます。
渡邊（修） 本德会長，一年間会報副委員長を務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。
藤井 本德年度門出を祝して。本年度は広報委員長です。「ロータリーの友」の愛読をよろしく

お願いします。
赤松 本日より出席委員長を務めさせていただきます。皆様には，例会出席の優先順位を一段

と上げていただいて高率な出席よろしくお願いいたします。
井上（和） 青少年奉仕委員長を務めます。一年間，よろしくお願いいたします。



2014-2015年度岡山RC事業成就祈願（7/1）

　７月１日（火）午前７時より岡山神社において，本德会長，安藤幹事をはじめ理事・役員が集まり，一年
間の無事と事業成就を祈願する会が開かれました。その後，岡山プラザホテルに移動して朝食会が行われ，
本德会長よりこの一年，理事・役員が率先して，明るく楽しいロータリー活動の推進と各事業の成就に向
けて頑張っていただくよう要請されました。

世良 石井パスト会長，大変遅くなりましたが，誕生日プレゼント有難うございました。勘藤
S.A.A.，齊藤副会長に負けないように頑張って下さい。

諸國 本年度，国際奉仕委員長を務めさせていただきます。皆様の御理解と御指導をよろしく
お願い申し上げます。

仁科 ①本德年度の船出を祝って。　②社会奉仕委員長を拝命しました。９月21日（日）認知症
フォーラムを予定しています。参加お願いいたします。

佐々木 本年度，職業奉仕委員長を仰せつかりました。一生懸命頑張りますので，よろしくお願
いします。

若林 本年度会報委員長を拝命しました。会員皆様のご協力よろしくお願いいたします。
髙山 プログラム委員長をさせていただきます。よろしく。
貝原 一年間よろしくお願いいたします。
池田 本年度，会員増強委員長を仰せつかりました。どうぞよろしくお願い申し上げます。
根木 １年間よろしくお願いいたします。
勘藤 本德年度の S.A.A. を務めさせていただきます。明るく楽しいロータリーとなるようスマ

イルをよろしくお願いいたします。合掌。
 54件　453,000円

神前にて 朝食会

事業成就を祈願した岡山東 RC 理事・役員の皆さん



第１回ゴルフ同好会（7/6）

　本德会長年度の最初のゴルフ同好会第１回例会が，７月６日（日）に赤坂レイクサイドカントリークラブ
で「取り切り戦」とのダブル戦として開催されました。梅雨明け前ということもあり，午後からは小雨の
中でのプレーとなりましたが，総勢36名の同好会メンバーが参加して大いに盛り上がりました。
　当日，赤坂レイクサイドカントリークラブ理事長の坪井パスト会長からお気遣いをいただき，特別賞（当
日賞６位）として家庭用ホームベーカリーを頂戴しました。ありがとうございました。
　第１回例会において激戦を制して優勝されたのは多田正勝パスト会長でした。取り切り戦は山下和也会
員が三連覇を果たされ，石井直前会長より優勝賞品を受け取られました。おめでとうございます。
　次回，第２回ゴルフ同好会は，９月23日（祝）に岡山カントリークラブ桃の郷コースで開催されます。皆
さま，奮ってのご参加を宜しくお願いします。
 ［文章・写真提供：深田浩史会員］

（第１回例会） OUT IN GROSS HDCP NET
優勝　多田正勝 会員 39 40 79 19 60
２位　根木克己 会員 40 40 80 13 67
３位　弘中　環 会員 54 45 99 30 69
ＢＧ　白髭勇一 会員 37 39 76 ６ 70

（取り切り戦） OUT IN GROSS HDCP NET
優勝　山下和也 会員 41 37 78 ５ 73

優勝　多田正勝 会員

ベストグロス賞　白髭勇一 会員

２位　根木克己 会員

特別賞（当日賞）山下和也 会員

３位　弘中　環 会員

取り切り戦優勝　山下和也 会員


