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本日のプログラム
　松本祐二ガバナー公式訪問例会

▶７月31日のプログラム
　「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

「就任挨拶」
齊藤博臣 副会長（クラブ奉仕委員長），　　　　
勘藤　晋 S.A.A.，佐々木　篤 職業奉仕委員長

7月10日のプログラム

●齊藤博臣 副会長（クラブ奉仕委員長）
　本年度，本德会長の会長方針は「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！〜」です。この方針を１年間クラブとしてやって
いくには会員の皆様全員参加が必要です。そして，楽しいロータリーを目指せば
退会者もなくなり，会員増強にも繋がります。楽しいロータリーをやっていくた
めには，いろいろな奉仕事業・特別例会等に積極的に参加していただければよい
と思います。参加していただけなければ，例会に出席しても感動もなくお客様思
考となり，あまり面白くなくなってくるでしょう。とにかく今年度は，いままで積極的に参加されていな
かった会員の方々の自発的参加を希望いたします。

●勘藤　晋 S.A.A.
　本年度 S.A.A. を務めさせていただきます勘藤です。どうぞよろしくお願いいた
します。
　S.A.A. とは，Sergeant At Arms の略で，辞書によりますと「英国王室・議会
の守衛」と訳されています。手続用覧によりますと「会場監督」となっており，
岡山東 RC 細則第４条役員の任務，第７節会場監督では「通常その職に付随する
任務，およびその他会長または理事会によって定められる任務を行うことをもっ
て会場監督の任務とする」と規定されています。
　本年の活動方針としましては，本德会長の「明るく楽しいロータリー　〜楽しく朗らかな会をめざして，
友好を広げよう！〜」という活動方針に従って，例会が明るく楽しい集いの場になるよう努力いたします。



　活動計画としましては，次の４つを挙げています。
１．食事について味・質の面で工夫します。（食事が例会出席の楽しみの一つになるよう努力します。）
２．会員の友好が広まるよう座席の位置を工夫いたします。
３．スマイル発表を笑顔の見えるものにします。
４．ロータリー財団，米山記念奨学生ボックスへの寄附を依頼します。
　さて，S.A.A. の最も重要な任務はスマイルによる四大奉仕委員会の活動資金を集めることです。四大奉
仕委員会（職業奉仕，社会奉仕，青少年奉仕，国際奉仕）の活動は，岡山東 RC の一般会計（皆様の納める会
費）ではなく，特別会計（スマイルボックス）で行われているのです。今年の四大奉仕委員会の活動を支える
ための特別会計予算は310万円となっています。さらに別枠として，周年行事のための今年度積立金として
110万円を加えて，合計420万円が目標となっています。
　岡山東 RC は，2690地区で岡山南 RC，岡山 RC に次いで３番目に多い会員数を有するクラブです。そし
て，特にここ数年，当クラブの奉仕活動は多数の会員の参加を得て，国内及び海外で素晴らしい成果をあ
げて来ました。岡山東 RC は今や一流 RC の仲間入りをしたと言っても過言ではないと思います。この流れ
を絶やさないようにしなければならないと思っております。
　大人数の RC であるおかげで十分な資金が集められ，一流のクラブらしい活動ができるようになるわけで
す。そして，皆様方がスマイルするということは，即ち皆様方が奉仕活動に参加していることに等しいの
です。
　喜びは分かち合えば何倍にも大きくなります。会員皆様の温かいスマイルを何卒よろしくお願いいたし
ます。

●佐々木　篤 職業奉仕委員長
　本年度，本德会長の下で職業奉仕委員長を仰せつかりました佐々木でございま
す。世戸副委員長，大森委員，三好委員，眞殿委員，小橋委員の方々のご協力を
いただきながら，本德年度のテーマ「明るく楽しいロータリー」に則した活動を
行いたいと思います。
　職業奉仕とは「会員自らの職業を通じての専門的知識及び能力等を会員相互で
分かち合い，ロータリーの倫理観を自らの職業において実践することで，会員一
人ひとりが社会に貢献する事」であると思います。
　一年間の事業は①クラブフォーラムでの職業奉仕について勉学，②10月の職業奉仕月間での卓話，③優
良企業の訪問（出来れば世界一の企業），④ロータリアンの職業知識を若者に伝える出前講座を計画してお
ります。
　一年間，微力ではありますが一生懸命頑張ります。皆様方のご理解とご協力をよろしくお願い申し上げ
ます。

例会報告（7/10）

出席報告
　会員数　92名（内出席免除者18名）
　出席者　78名（内出席免除者出席18名）
　出席率　84.78％（前々回訂正後出席率98.91％）
　ビジター　７名

会長挨拶・報告
　皆さんこんにちは。大型で非常に強い「台風８号」が，猛烈な勢いで接近中でございまして，本日の例
会開催について大変心配をいたしておりましたが，何とか予定通り開催することが出来まして，ほっとい
たしております。

お 食 事
ビーフカレー，サラダ，コーヒー



　去る７月６日（日），私の会長年度として最初のゴルフ同好会が「赤坂レイクサイドカントリークラブ」
にて開催されました。エントリー組数は10組，参加者は37名にも及ぶ，とても盛大なゴルフ同好会の「取
り切り戦と第１回例会」でございました。
　「取り切り戦と第１回例会」のダブル戦とあって，大変に熱い戦いが展開された訳でございますが，「取
り切り戦」においては山下和也会員が見事３連覇の“取り切り優勝”をされ，「第１回例会」では多田パスト
会長が12アンダーという見事なスコアーを以って優勝されました。優勝されたお二人には心からお喜びを
申し上げますと共に，過分なる“スマイル”についても，何卒宜しくお願い申し上げます。「赤坂レイクサイ
ドカントリークラブ」の理事長であられる坪井パスト会長には，色々と心遣いをいただきましてどうもあ
りがとうございました。また，貝原親睦活動委員長を始め担当をいただきました藤岡会員，内山（淳）会員，
深田会員には大変お世話になりました。感謝を申し上げます。
　さて本日は，18時30分より当ホテルに於いて，RI 第2690地区・第９グループの駒澤　勝ガバナー補佐，
そして大饗　守随行幹事をお迎えしての「第４回クラブ協議会」となっております。各委員長さんから担
当委員会の「運営方針と活動計画」についての発表をいただいた後，「駒澤ガバナー補佐」からの講評を賜
る事となっております。関係者各位におかれましては，どうぞよろしくお願いいたします。

幹事報告
１．『クラブ活動・運営計画報告書』に誤植がございました。訂正シールをポスティングさせていただい

ておりますので，お手数をおかけいたしますがお貼りください。よろしくお願いいたします。
２．本日，８月７日に開催の第１回 I.D.M. のご案内を関係の方へポスティングしておりますので，ご確

認下さい。
３．本日，18：30より駒澤　勝ガバナー補佐をお迎えしての第４回クラブ協議会を開催いたしますので，

関係各位はよろしくお願いいたします。なお，本年度の活動計画書をご持参ください。
４．次回の例会は，18：30〜当プラザホテルにおいて，納涼特別例会が開催されます。お昼の例会はご

ざいませんので，ご注意ください。
５．大橋会員が先日，RID3850　バコルド北 RC の方とバナー交換をされました。回覧いたしますので，

ご覧ください。
６．ロータリー米山記念奨学会より，「第37回米山功労クラブ」の感謝状が届いておりますので，回覧い

たします。
７．他クラブ週報を回覧いたしますので，ご覧ください。

来賓挨拶
● 備前ロータリークラブから近馬俊二 会長，中

條新次郎 幹事，石原伊知郎 S.A.A. が来訪され，
近馬会長より就任の挨拶をいただきました。

● 岡山丸の内ロータリークラブから小川俊彦 会
長，大倉宏治 幹事が来訪され，小川会長より就
任の挨拶をいただきました。



表彰状授与
　森本信一直前ガバナーより「2013－14年度ロータリークラブ・セントラル賞」の表彰状が届いておりま
す。本德会長より石井直前会長にお渡ししました。

●2013－14年度ロータリークラブ・セントラル賞
　 　ロータリーのオンラインツールの一つ，「ロータリークラブ・セントラル」で，３月15日までに今年度の会員増

強，奉仕，財団寄付の目標のうち15項目以上（全39項目中）のクラブ目標を入力したクラブの現会長には，ロン・
バートン RI 会長からロータリークラブ・セントラル賞の表彰状が贈られます。

委員会報告
●青少年奉仕委員会　冨山直司 委員
　本日，例会後に１階レストランにて第４回青少年奉仕委員会を開催いたしますので関係者の方はお集ま
りください。

●親睦活動委員会　貝原明宏 委員長
　７月17日（木）18時30分より岡山プラザホテル５階において納涼特別例会を開催します。服装はアロファ
シャツ，浴衣等の軽装で構いませんので皆様よろしくお願いします。

●広報委員会　藤井一也 委員長
　「ロータリーの友」７月号主要記事の紹介
　（横組み）
　・ RI 会長ゲイリー C. K ホアンさんのメッセージと横顔。本年度 RI テーマは「ロータリーに輝きを」で

す。
　・本年度理事会メンバーのうち，日本より２名選出（北　清治氏（浦和東 RC），杉谷卓紀氏（玉名 RC））。
　・ガバナーの横顔中，2690地区松本裕二ガバナー（益田西 RC）の紹介。
　（縦組み）
　・日本各地のロータリー事業を紹介。
　「ロータリーの友」は，日本で発行される国際ロータリー公認の31の地域雑誌の一つです。皆様には，購
読料を年会費の中でいただいていますが，もっとよいロータリアンでいつづけるためには，是非「ロータ
リーの友」の愛読をお願いします。

●スマイル●
近馬（備前 RC 会長）　　子クラブであります備前 RC より会長・幹事・S.A.A. の３名で表敬訪問に上

がらせていただきました。よろしくお願いいたします。
小川，大倉（岡山丸の内 RC）　　よろしくお願いいたします。

S A A



本德 ①「備前ロータリークラブ」近馬会長様，中條幹事様，石原 S.A.A. 様，「岡山丸の内ロー
タリークラブ」小川会長様，大倉幹事様，ようこそお越し下さいました。　②来週は「納
涼特別例会」です。皆さんで“明るく楽しい例会”にしていただきます様よろしくお願い
します。

多田 本年度ゴルフ同好会第１回大会で優勝しました。
石井・木村・舟橋　　更井パスト会長，昨日は大変お世話になり有難うございました。
齊藤（博） 今年度，副会長をさせていただきます。よろしくお願いします。又，本日は就任挨拶を

させていただきます。更井さん，昨日はお世話になりました。
安藤 備前ロータリークラブの皆様，岡山丸の内ロータリークラブの皆様，ようこそお越し下

さいました。今後ともよろしくお願いいたします。
根木 ゴルフ同好会で数年ぶりに上位入賞（２位）させていただきました。更井パスト会長，本

德会長，齊藤副会長，御指導ありがとうございました。　追伸　佐々木さん，ごめんなさ
い。

貝原 先日の第１回ゴルフ同好会では多数ご参加いただきありがとうございました。それから
取り切り戦では，山下チャンピオン，３連覇おめでとうございます！

佐々木 本日職業奉仕委員長の就任あいさつをさせていただきます。一年間頑張りますのでご指
導の方よろしくお願いします。

諸國 丸の内ロータリークラブ小川会長，ようこそいらっしゃいました。
赤松 台風もあまり近づかず，皆様の御出席ありがとうございました。
大森 先日のチャーターナイトで，おいしいおいしいマンゴーをいただきました。ありがとう

ございます。
白髭 昨年度例会出席精勤賞をいただきました。第１回ロータリークラブゴルフ例会，第４位

とベストグロス賞をいただきました。本德会長並びに執行部の御活躍を期待しています。
武 １ヶ月程入院をしておりましたが，先週退院することができました。糸島先生，藤原唯

朗先生にお世話になりました。石井直前会長はじめクラブの皆様よりお見舞いをいただ
きありがとうございました。今度の病気（やつ）とは長い付き合いになりそうですが，頑
張ります。

眞殿 本德会長にお心遣いいただき，当社のお菓子をご利用下さいましてありがとうございま
す。

山下（和） ご報告いたします。取り切り戦いただきました。坪井理事よりの当日賞いただきました。
妻の誕生日の花のプレゼントいただきました。感謝，感謝，感謝。

浦上 ７月１日に神事で始まる本德年度，明るく楽しい行事で，来年６月30日に目出たく幕を
閉められますよう祈念申し上げます。

友野 本德会長はじめ新執行部の皆さんのご活躍を祈念いたします。一週間遅れのスマイルで
申し訳ありません。

弘中 第１回ゴルフ同好会にて入賞をさせていただきました。同伴者はもとより皆様のおかげ
です。ありがとうございました。

冨山 ①先日は誕生日プレゼントありがとうございました。　②第１回ゴルフ例会にて初ニアピ
ン，初ブービーをいただきありがとうございました。一緒に回っていただいた北村様，
斉藤様，佐藤様，お世話になりました。

三垣 先日のゴルフ同好会，入れ込み過ぎて上位に入れませんでしたが，飛び賞いただきまし
た。

勘藤 本日，S.A.A. 就任の挨拶をさせていただきます。スマイルについてお話いたしますので，
ご静聴よろしくお願いいたします。合掌

 24件　154,000円



第４回クラブ協議会（駒澤　勝ガバナー補佐訪問）（7/10）

　７月10日（木）18時30分より岡山プラザホテルにて，第４回クラブ協議会が駒澤　勝ガバナー補佐， 
大饗　守随行幹事の訪問を受けて開催されました。
　本德義明会長，安藤究真幹事，各委員長より活動計画の発表が行われ，フレッシュ会員８名もオブザー
バー出席しました。駒澤ガバナー補佐から，会長方針に沿った積極的な活動計画が組まれており，その成
果を期待している旨の講評をいただきました。
　この後の懇親会は，ガバナー補佐を囲んで和やかなムードで行われました。

クラブ協議会の会場 オブザーバー出席のフレッシュ会員

（懇親会）

石井直前会長の乾杯 和やかな懇親会

本德会長の挨拶 駒澤ガバナー補佐挨拶と講評



2014.7.17　第2202例会

納　涼　特　別　例　会
於　岡山プラザホテル

出席報告
　会員数　92名（内出席免除者18名） 出席者　85名
　出席率　93.41％（前々回訂正後出席率95.60％） ご夫人　29名

会長挨拶
　皆さんこんばんは。本年度の会長を務めさせていただいております「本德義明」でございます。どうぞ
よろしくお願いいたします。
　未熟者ではございますが，精一杯お役目を務めさせていただく所存です。何卒，皆様方のご支援とご協
力を賜ります様，伏してお願いを申し上げます。
　お子様がまだ夏休みではないこの時期に，万障お繰り合わせいただきまして，たいへん大勢の皆様にご
出席をいただきました。本当にありがとうございます。心から感謝を申し上げます。
　本年度の国際ロータリー会長のテーマは，“ロータリーに輝きを”と掲げられました。また，我がクラ
ブが所属をいたしております「2690地区」の本年度のスローガンは“笑顔で SERVICE”でございます。

“SERVICE”とは“人様の為に，無償で尽くす奉仕である”と教えていただいております。
　そこで私たち「岡山東ロータリークラブ」の本年度のクラブスローガンは“明るく楽しいロータリークラ
ブ”と掲げさせていただきました。どうか，日々のロータリー活動が笑顔に溢れ，明るく楽しい奉仕活動で
あり，ご家族の皆様とご一緒に楽しめる「岡山東ロータリークラブ」でありたいと願う次第でございます。
　昨年度，石井直前会長の掲げられました“ロータリー家族愛を深化させよう”の精神を大切にさせていた
だきながら，皆さんで「明るく楽しいロータリークラブ」を目指し，友好の輪を広げて参りたいと存じま
す。どうか，ご家族の皆様方のご支援とご協力を心よりお願い申し上げまして，開会に当たってのご挨拶
とさせていただきます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。

山科賢一 JAZZ トリオの皆さん

ロータリーソング「奉仕の理想」，「岡山東ロータリーの歌」斉唱 貝原親睦活動委員長　挨拶

本德会長　開会挨拶 石井直前会長　乾杯 司会の舟橋会員



手に手つないで

お世話になった親睦活動委員会の皆さん

カクテルコーナー（華伝座 野崎様）

山下（貴）会員「Unchained Melody」

本德会長「Love Me Tender」

齊藤副会長の挨拶

冷しゃぶ（しゃぶ勢）とざる豆腐（大森豆腐）のコーナー

ジャズシンガー今村みこさんと山科 JAZZ トリオ

勘藤 S.A.A.「My Way」 安藤幹事「Yesterday」



「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〜

（各テーブルでの記念写真）




