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▲

本日のプログラム
　「お祝い行事」
　「会員増強月間に因んで」
　池田博昭 会員増強委員長

▶8月21日のプログラム
　「わしの仕事は，これじゃあシリーズ」
　福武義信 会員

　（８月14日は定款第６条第１節による例会休会）

「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 　　　　　　　　　　　　　

7月31日のプログラム

●仁科恭一郎 社会奉仕委員長
　今年度社会奉仕委員会の委員長を務めさせていただく仁科です。
　役を務めることで，ロータリアンとして少しでも成長できればと思っています。
　「社会奉仕とは，クラブの所在地域または行政区域内に住む人々の生活の質を高
めるために，時には他と協力しながら，会員が行うさまざまな取り組みからなる
ものである」と手続き要覧に書かれている。「社会奉仕は，地域社会に超我の奉仕
を実証する機会であり，プロジェクトの実行に当たっては，地域社会にも参加を
求めること」と1992年の規程審議会の声明にある。
　会長方針の実践として，世界アルツハイマーデイの９月21日に山陽新聞さん太ホールで，認知症フォー
ラムを予定しています。高齢化社会を迎え，世界的に問題になっている認知症の理解を深めるため，岡山
県，岡山市の認知症疾患治療センターの協力を得て，認知症の方との付き合い方に焦点を当て，医師の立
場，看護・介護の立場，患者家族の立場から話をしていただく予定です。皆様は，お元気で他人事とお思
いでしょうが，ご家族や知人が認知症の兆候が出た時に必ず役立つと思います。９月21日を忘れた方は，
もしかしたら認知症かもしれません。お忘れなく。

●諸國眞太郎 国際奉仕委員長
「今年度の国際奉仕委員会の運営・活動方針について」
　過去３年間に岡山東ロータリークラブは国際奉仕活動へ本腰を入れて動き出し
た。
　今年度は，青少年奉仕委員会と合同して国際奉仕交流活動の試みとして，海外
で日本語を学んでいる外国人高校生を招き，会員宅にホームステイ，日本の学校
に通学勉強する機会を提供し，日本の家庭生活を体験，同世代間の交流をはかる



事業を計画している。
　また，年６回のベトナム・ミールによる会員寄付金を原資とする奨学金を，ベトナムの恵まれない児童・
生徒に対して，引き続き現地ボランティア団体である「Nurture the Dream」を通じて提供する。
　３カ年成人識字率向上合同プログラム（Joint Adult Literacy Program Educating 900 Adults in Rasuwa 
District, Nepal during 2015-2017 among RI District 3650, RI District 2690, Bagmati Rotary Club (RID-3292), 
Okayama Higashi Rotary Club (RID-2690), Munwha Rotary Club (RID-3650) and Rotary Club of Seoul）に
US$1,000の支援を行う。

●井上和宣 青少年奉仕委員長
　青少年奉仕委員会の井上です。
　皆様ご存知の通り，私どもの活動を支える財源は，皆様の善意によりご喜捨さ
れるスマイルの浄財です。先ずもって，皆様のご協力に心から御礼申し上げます。
感謝の気持ちを忘れず，心して事業に取り組んで参ります。
　本年度青少年奉仕委員会には，素晴らしい会員を配属いただいております。委
員会で話し合い，展開する事業を各委員にプロジェクトリーダーとして担当いた
だいております。ご紹介しながら活動計画の概要をお話しします。
　地区の補助金を申請中である「点字ブロック啓蒙プロジェクト」ですが，高橋委員にご担当いただいて
います。教育用 DVD を作成して，体験歩行用点字ブロックと共に岡山市内全92の小学校に寄贈して授業カ
リキュラムに活用していただく事業です。岡山県，岡山市，教育委員会，視覚障害者協会，また先般山陽
新聞でも大きく取り上げられた，Facebook 等の SNS を活用しながら点字ブロックの上に物を置かない活
動に取り組んでいる「点字ブロックを守る会」，点字ブッロック誕生秘話の DVD を製作中の「頑晴れ岡山」
などの市民団体とも連携して，事業価値を高めたいと考えています。各小学校への配布につきましては，
会員皆様のご協力をお願いしたいと思います。
　継続事業であります「西大寺子供はだかまつり支援」ですが，山下和也委員にご担当いただいておりま
す。現状は実際に会陽が行われる本堂大床ではなく，その周辺で模擬的に開催されています。対象を５・
６年の小学生に絞り，会陽と同じように宝木を投下して本堂で開催することが子供達に本当の感動を与え
る。子供達と地域の未来のために実現したいという山下委員の夢を具現化すべく取り組んでいます。主催
の西大寺 JC，会場である西大寺観音院とも協議を始めており，実現の可能性は高いと感じています。祝い
主制度も大人の10分の１程度の30万円で検討しており，最初の祝い主に岡山東 RC がなれればいいなと思っ
ています。
　佐々木委員長の職業奉仕委員会との連携事業「会員を講師として派遣する大学出張講座」は，石原副委
員長にご担当いただいています。RC の資産である会員皆様の知識と経験を，次世代と地域に継承する事業
になればいいなと考えています。
　諸国委員長の国際奉仕委員会が計画中の「グアムからの留学生受け入れ事業」では，高校での授業参加
も検討中ということで，渡辺学委員にご担当いただき役割を担いたいと考えています。
　継続事業である「岡山中央リトルリーグへの支援」は，リーグの現状を調査しながら検証作業を進めて
います。高橋委員にご担当いただいています。
　その他，前任の高山委員長が展開された事業で新天地育児院関係など青少年の健全な育成に役立つ取り
組みが必要になれば，臨機応変に対応したいと考えています。
　最後に，委員会内で幹事役を冨山委員にご担当いただいています。
　委員会メンバー一同，一致団結して活動して参ります。皆様のご理解とご協力を重ねてお願い申し上げ
挨拶といたします。一年間宜しくお願いいたします。

例会報告（7/24）

出席報告
　会員数　92名（内出席免除者18名）
　出席者　74名（内出席免除者出席14名）
　出席率　84.09％（前々回訂正後出席率96.70％）
　ビジター　０名

お 食 事
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



会長挨拶・報告
　皆さんこんにちは。今月は「納涼特別例会」を含めて，今日で５回目の例会を開催いたすこととなりま
した。
　皆さんのご支援のお陰で，ヨチヨチ歩きを始めて，何とか１ヶ月を務めさせていただく事が出来ました。
ご協力に対し，心から感謝を申し上げます。
　又，先週の「松本ガバナー公式訪問例会」に際しましては，81名の会員の皆様にご出席をいただき，誠
に有難うございました。皆さまの“心からのおもてなし”に感謝を申し上げます。
　例会前に行われました「会長・幹事懇談会」におきましても，随分高い評価をいただきました。これも
全て，歴代パスト会長をはじめ，先輩諸兄のご努力の賜物でございまして，心から敬意を表する次第でご
ざいます。ガバナー事務所より丁重なる礼状をいただいておりますので申し添えておきます。
　当日，ガバナーそれに地区代表幹事から要請のありました「地区大会への登録」と，「大会への参加」の
要請につきましては，遠隔地での開催ではありますが，お一人でも多くの方に「登録」さらには「参加」
をお願い申し上げます。
　又，既に予定があり参加は出来ないと言われるお方は，「登録」だけでもお願いできれば大変に嬉しく存
じます。我が「岡山東ロータリークラブ」の心は一つであります。どうかよろしくお願い申し上げます。

幹事報告
１．10月５日（日）に島根県益田市にて開催されます地区大会・本会議およびエクスカーションの登録は，

本日が〆切になっております。ぜひ皆さまの登録をお願いいたします。なお，実出席につきまして
は，来月に入りましたら，改めてご案内申し上げます。

２．８月のロータリーレートは，１ドル＝102円です。
３．春のセンバツに初出場した気仙沼市にある東陵高校より，御礼と報告書が届きましたので，回覧い

たします。
４．他クラブ週報を回覧しますので，ご覧ください。

来賓挨拶
●直前ガバナー　森本信一 様
　昨年一年間は，皆様，地区運営にご協力いただきましてありがとうございまし
た。
　ガバナー年度も終わり，ゆっくりさせていただこうと思っておりました折に，
石井直前会長，舟橋直前幹事に東ロータリークラブへのご訪問のお誘いをいただ
き，伺わせていただくのであれば少しでも早くと思い，本日の７月最後の例会に
出席させていただきました。
　私はガバナーエレクトの時に，鳥居パストガバナーを表敬訪問させていただき
ました。それ以来，今回が５回目の貴クラブへの訪問となります。２回目は公式訪問，３回目は45周年式
典への出席，４回目は第８・９グループの I.M. です。それ以外にも貴クラブの方々とお会いする機会が多
かったため，多くの方々と顔見知りになることが出来ました。
　貴クラブは前年度，RI に関係する表彰が３つ，地区表彰が５つか６つございます。2690地区では表彰数
は一番です。それから昨年度の会員数90数名の100％出席達成は，本当にすばらしいことだと思います。今
日も大変高い出席率です。本日は，このようなすばらしいクラブにお招きいただきありがとうございまし
た。

委員会報告
●麻雀同好会「東

こ

風
ち

の会」　三垣日出人 幹事
　８月９日（土）13時30分より，第１回競技会を（下中野）ロイヤルマージャンクラブで行います。年３回，
遠征１回を予定，「東風の会」への入会を歓迎します。



●スマイル●
森本（直前ガバナー）　　SAA にご協力いただきました。
本德 森本直前ガバナーにはようこそお越し下さいました。心から歓迎申し上げます。
石井 森本直前ガバナーようこそお越しいただきました。私の年度のロータリー財団寄付総額

が地区で一番になりました。又，米山の寄付総額が地区で三番でした。委員会の皆様を
はじめ会員皆様に感謝いたします。

齊藤（博） 藤岡さん，先日はありがとうございました。大切に使わせてもらいます。
根木 誕生祝をいただき，ありがとうございます。55才，ゴーゴーで頑張ります。
貝原 先日の納涼例会では多数のご参加をいただき，ありがとうございました。
仁科 誕生日祝いありがとうございます。本日，社会奉仕委員長就任あいさつをさせていただ

きます。
諸國 本日，卓話をさせていただきます。
井上（和） 就任あいさつをさせていただきます。青少年奉仕委員会，委員ともども一年間よろしく

お願いいたします。
赤松 本日は暑い中，月５回目となる例会にご出席いただき，ありがとう存じます。
藤井 出身高校の関西高校が予選を勝ち抜き甲子園に出場する事になりました。皆様にもぜひ

応援をよろしくお願いします。
北村 神田会員，大変お世話になりました。ありがとうございました。
髙藤 誕生祝いありがとうございました。
木村 前々週，10日の例会日に業界の推薦で国土省よりお祝いをいただきました。そのため，

本德年度早々に例会欠席し申し訳ありません。精勤賞を目指して一年間出席に努めます。
舟橋 ①森本直前ガバナーようこそ岡山東 RC へ。昨年度はいろいろご指導賜りありがとうご

ざいました。　②先週の土曜日，勘藤導師様には大変お世話になりました。内山隆義会
員，佐々木会員，和氣会員，ありがとうございました。

井上（英） ①２週連続して欠席しました。すみません。スイスの山を見て来ました。　②暑い日が続
いておりますが，紅白の梅は元気です。

岡本 妻の誕生日にプレゼントありがとうございました。
山下（貴） 先日は，会員の皆様に大変お世話になり，ありがとうございました。お陰様で今月は

ホーム皆勤です。（当たり前ですが…）
松本 先日は嫁の誕生日にお花を贈っていただきありがとうございました。玄関に飾らせてい

ただいてます。
黒住 昨日は勧められるまま深酒いたしまして，後でえらい目にあいました。嘔いたのは学生

以来で久しぶりに青春を思いだしました。ご迷惑かけました。
事務局一同　　納涼例会に事務局も参加させていただいてありがとうございました。
 21件　102,000円

8月の月間行事予定  会員増強及び拡大月間
例 会 行 事 プ ロ グ ラ ム そ の 他 の 行 事
７日通常例会

14日例会休会
21日通常例会
28日通常例会

・お祝い行事
・「会員増強月間に因んで」池田博昭 会員増強委員長

定款第６条第１節による休会
・「わしの仕事は，これじゃあシリーズ」福武義信 会員
・「未定」岡山県知事　伊原木隆太 様

７日　理事・役員会
　　　第１回 I.D.M.
　　　写真同好会「輪影」総会
９日　第１回麻雀同好会「東風の会」
　　　（ローヤルマージャンクラブ）
21日　第１回クラブフォーラム
31日　米山記念奨学会委員長研修会（岡山）

8月の月間メニュー
７日通常例会
14日例会休会
21日通常例会
28日通常例会

・（ミリオンダラーミール）海老チリ丼，スープ，ザーサイ
定款第６条第１節による休会
・昆布締めにしたローストビーフ 香草サラダ添え，冷製スープ，ライス，コーヒー
・ 茄子含め煮 南瓜 蓮根 インゲン青煮，スズキと烏賊の造り，牛肉茄子挟み 香味ジュレ掛け，冷

やし茶そば，味噌汁，白御飯，香の物


