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本日のプログラム
　「イニシエーションスピーチ」
　坪井二郎 会員
　「同好会のルーツは，これじゃあ」シリーズ
　写真同好会　砂山有生 パスト会長
　囲碁同好会　佐藤英明 会員

▶10月16日のプログラム
　「点字ブロック啓蒙活動について」
　青少年奉仕委員会　井上和宣 委員長

「米山月間にちなんで」
森元幹雄 米山記念奨学会委員長　
齋藤信也 米山記念奨学会副委員長

10月2日のプログラム

●森元幹雄 米山記念奨学会委員長
　今年度は，地区の米山記念奨学会委員会に出向していますので奨学生の現状・
採用についてご報告いたします。
　今年度の奨学生は720名です。そして地区への割り当て数は，各地区の留学生有
資格者数・2012年度の一人当たり平均寄付額・寄付総額によって算出します。そ
して2690地区の新規採用数は18名となっています。採用する前に各学校別に推薦
枠をもうけ，採用数 ×２の36名の推薦を受けることになります。指定校は2690地
区で28ありますが，岡山では岡山大学・県立大学・商科大学・理科大学・吉備国
際大学・倉敷芸術科学大学・くらしき作陽大学・就実大学・山陽学園大学・津山
高専となっています。
　参考までに2014年度の奨学生の国籍は，中国16名・韓国１名・スリランカ１名・モンゴル２名・ベトナ
ム２名です。
　また，先日米山委員長研修会と米山奨学生学友親睦会が行われました。奨学生については卒業後何の連
絡もないなど，マイナスイメージが大きいところですが，先日集った学友は2690地区に在住している人が
多く，日本人と結婚して，岡山の学校・企業で働いていて，皆んなロータリークラブに感謝していらっ
しゃいます。
　色々主義，主張もあると思いますが，政治とロータリーは別と考えていただい
て，米山功労者への寄付をよろしくお願いいたします。

●齋藤信也 米山記念奨学会副委員長・カウンセラー
「米山記念奨学生ルクマリさんの故郷スリランカについて」
　12月には，奨学生のルクマリさんご自身から母国のこと，研究のことについて
お話がいただける予定ですが，本日はその予習として私の方から彼女の故郷スリ
ランカについて簡単にご紹介します。



　スリランカは，インドの南東にポーク海峡を隔てて隣接する島国で，以前はセイロンと呼ばれていまし
た。公用語はシンハラ語で，大統領のいる共和国です。長年にわたるタミル独立勢力との内戦を経て現在
は平和が得られています。また特徴は仏教徒が７割を占めることで，敬虔な仏教国と言えます。いわゆる
小乗仏教のお坊さんは妻帯せず飲酒もしないことから，ルクマリさんはわが国のお坊さんとの違いに驚い
ているようです。

例会報告（10/2）

出席報告
　会員数　93名（内出席免除者18名）
　出席者　80名（内出席免除者出席15名）
　出席率　88.89％（前々回訂正後出席率96.74％）
　ビジター　０名

会長挨拶・報告
　皆さんこんにちは。天高く馬肥ゆる秋と申しますが，先日は，赤松出席委員長をはじめ10名による「京
都へのメークアップ旅行」に連れて行っていただき，美味しい京料理をいただいてまいりました。
　もっとも，ご馳走をいただくために出かけたのではなく，他クラブのメークアップに出席し“ロータリー
を学ばせていただこう”という真面目な目的をもって出かけたわけでございまして，とてもいい体験をさせ
ていただきました。
　訪問先は「京都洛中ロータリークラブ」というところで，会員数83名で今年創立35周年を迎えようとす
るクラブでして，風格あるクラブでもございました。例会場は京都オークラホテルでございまして，メイ
ンテーブルに案内していただき，国際ロータリーの元理事であられる茶道裏千家の“千  玄室”さんとも同席
をさせていただき，手厚いおもてなしをいただきました。赤松委員長をはじめ同行いただきました皆さん
には，大変お世話になりました。
　次に地区大会が，いよいよ10月５日に開催されます。登録をいただいた方は，遠路たいへんではござい
ますが出席方よろしくお願いいたします。
　本大会では，14時30分から行われます本会議セカンドステージにおきまして，我が岡山東ロータリーク
ラブが RI 表彰で“意義ある業績賞”，“RI 特別会長賞”それに“既存会員の維持賞”を受賞，地区表彰に関しま
しては，各種項目における表彰を総なめに受賞するわけでございまして，“石井会長年度の素晴らしい業績
と受賞”に対して，大会会場において皆さんと共に大いに称え合いたいと思うところでございます。

幹事報告
１．９月30日（火）出席委員会の主催により，京都洛中ロータリークラブへメークアップに会長以下10名

で行ってまいりました。バナーを回覧いたします。
２．週末は地区大会です。集合時間をお間違えなきよう，気をつけてお越しください。
３．10月16日（木）18：30よりアークホテル岡山にて，2013－14年度「意義ある業績賞」等受賞記念祝賀

会を開催いたします。本日ご案内をポスティングしておりますので，ご確認の上ご返信ください。
４．広島市安佐南区土砂災害復旧支援義延金のための募金箱を回させていただきますので，ご協力の程，

よろしくお願いいたします。  
５．本日18：30よりアークホテルにおいて，第２回 I.D.M. を開催いたします。出席予定の方はよろしく

お願いいたします。
６．他クラブ週報を回覧しますので，ご覧ください。

　 第４回理事・役員会報告 
１．2013－14年度 決算報告について，承認されました。
２．職業分類の新設と削除について，承認されました。大分類「宣伝」が「宣伝・デザイン」とな

り，小分類に「商業デザイン」が追加されました。また，「計理士」が削除されました。
３．新会員選挙について，承認されました。選挙に入ります。
４．優良企業事業所訪問について，承認されました。
５．広島市安佐北区・南区土砂災害復旧支援義援金について，承認されました。
６．「意義ある業績賞」等受賞祝賀会開催について，承認されました。

お 食 事
ビーフカレー，サラダ，コーヒー



委員会報告
●米山記念奨学会委員会　森元幹雄 委員長
　10月は米山月間です。本日より齋藤信也カウンセラー兼副委員長，武会員，児島道浩会員と私で，米山
特別寄付のお願いにまいりますので，どうぞよろしくお願い申し上げます。
　また，積み重ねた金額が10万円で米山功労者になります。こちらも合わせてお願いにまいりますので，
こちらのご協力もよろしくお願いいたします。

●職業奉仕委員会　佐々木篤 委員長
① 今期の優良事業所訪問は，11月６日（木）例会・総会終了後，（総社市）山崎製パン岡山工場の製造工程な

どの見学を予定しております（日本における製パンのシェア70％）。多数の参加をお待ちしております。
② 10月17日（金）〜18日（土）の東京東 RC 訪問ほかの研修旅行には，31名の参加申込みがあり，本日例会終了

後説明会を行います。

米山奨学金の授与
　第１例会ですので，本德会長より米山奨学生のルクマリさんに10月
の奨学金が授与されました。

お祝い行事
会員誕生日　　　渡辺（学），坪井（俊），白髭，三好，井上（和），冨岡，山下（和），村松，石井，和氣
会員夫人誕生日　齋藤（信），西本，赤松，斉藤（良），糸島，横手，渡邊（修），吉野，白髭，大橋
結婚記念日　　　齊藤（博），山本，白髭，丹羽，本德，赤松，渡辺（学），安藤，勘藤，井上（英）

●スマイル●
西本 S.A.A. に協力。
本德 京都へのメークアップ旅行ではお世話になりました。勉強になりました。
齊藤（博） 何かいいことがありそうなのでスマイルをさせていただきます。
安藤 京都メークアップツアーに参加してきました。赤松出席委員長，斉藤（良）副委員長，お

世話になりました。
根木 本日，業務出張のため例会をお休みさせていただきます。福井に行ってきます。
佐々木 本日，優良企業事業所訪問のご案内をさせていただきました。皆様ふるってご参加下さ

い。
髙山 ９月27日，パナソニックのリフォーム専門店「リファイン岡山中央」をオープンしまし

た。
世良 ①先日の京都では，会長，出席委員長はじめ大変お世話になりました。　②安藤幹事，ご

ちそうになりました。
赤松 ①本日も皆様のご出席ありがとう存じます。　②９月30日，メークアップ旅行に行ってき

ました。楽しく有意義な旅行だったと思います。参加された会員の皆様にはお疲れさま
でした。

藤井 S.A.A. にお願い。となりの SATO さんがカレーのルーのかたよりが多いとの小言を聞き
ました。一也さんのは肉が多い，僕はじゃがいもばかりでしたとのことです。サラダが
固すぎますとの声もありました。

菅野 京都メークアップ旅行，お世話になりました。ありがとうございました。
齊藤（良） ①京都へのメークアップ旅行では，京都洛中 RC で有意義な時間を過ごせました。参加

の皆様ありがとうございました。　②娘の方に初めての孫ができました。３人目の孫で
す。

舟橋 石井会長年度の決算を承認いただきました。なんとか黒字で安心しました。皆様のご協
力に感謝申し上げます。

山下（和） このところ，いい事がありません。S.A.A. に協力！
渡辺（学） 先月は妻の誕生日にお花を，今月は私の誕生日（正に本日，10月２日）と結婚記念日にお
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京都洛中RCメークアップツアー（9/30）

　９月30日，本德会長，安藤幹事以下10名で，京都洛中ロータリークラブへメークアップに行って参り
ました。洛中 RC の会員数は83名で，出席免除者39名，要出席会員の欠席は２人のみで，出席率97％でし
た。私どもの訪問は，歓迎の意を表して週報のトップ記事として既に載せられており，供された昼食は，
それはそれは豪華な「お造り定食」で，会員の方の食事は洋食でした。会はほとんど会長によってスピー
ディーに進められ，各委員長の報告も端的明瞭でした。
　卓話の時間はたっぷり30分あり，当日の担当は，龍谷大学付属高等
学校（平成26年センバツ高校野球大会優勝校）の野球部第27代監督，原
田秀彦氏で，指導の方針として，野球部員を育てるのみでなく，一人
ひとりの人間を育てている場面場面の話をされました。大切なのは，
①ことばを理解する力，　②自分で考える力，　③想い浮かべる感性の
力，　④課題を解決するためにチャレンジする力，　⑤始めたことをや
り抜く力，であり，これらの力を生徒に植え付ける努力をしていると
のことで，伊原木知事が聴いたら喜ぶだろうと思われる大変すばらし
い卓話でした。
　例会出席後は，今年９月13日オープンしたばかりの京都国立博物館
平成知新館で国宝展を鑑賞し，さらに，真言宗智山派総本山智積院で
長谷川等伯の国宝画も観てきました。
 ［文章提供：赤松興一 出席委員長，写真提供：安藤究真 幹事］

第２回�I.D.M.�(10/2）

　10月２日（木）18：30より，第２回 I.D.M. がアークホテ
ル岡山「あくら」にて20名が参加して開催されました。
本德会長の開会挨拶に引き続き，石井ロータリー情報委
員長より五大奉仕や職業分類に関するロータリークラブ
の変遷，我がクラブの現状や会員増強の必要性について
講話の後，乾杯のご発声とともに宴会が始まり，和やか
な雰囲気の中，在籍年数の長い会員と若い会員が交流し
て親睦を図ることができました。最後に最年少の冨岡会
員が閉会の挨拶を行って中締めとなりました。
 ［文章・写真提供：内山　淳 会員］

RI 第2650地区 千玄室パストガバナー，平井義久パストガバナーと。 京料理「田鶴」の鴨川納涼床にて

京都洛中 RC の半井隆利会長との
バナー交換

祝いをいただきありがとうございます。感謝の心を忘れず RC 活動に励みたいと思いま
す。

藤岡 ９月30日京都メークアップに出向き，他クラブの体験をしてきました。非常に良い体験
をしました。例会後，久し振りに秋の風情漂う京都のお寺巡りをし，非常に有意義な一
日でした。

三垣 ①例会を休んで試合に出場しましたが，残念な結果になりました。　②先日の認知症
フォーラムに参加させていただきました。

勘藤 皆様スマイルにご協力よろしくお願いいたします。結婚記念のお祝いありがとうござい
ました。

 18件　100,000円



2014〜2015年度RI 第 2690地区�地区大会（10/4－5）

　10月４日（土）－５日（日）益田市において， 2014〜2015年度 RI 第2690地区（鳥取・島根・岡山）の地区大会
が開催され，４日（土）は地区指導者育成セミナー，ガバナー補佐・会長・幹事会，RI 会長代理ご夫妻歓迎
晩餐会，５日（日）は本会議，記念講演等が行われました。５日（日）の本会議には，地区内67クラブから会
員約1,200名（うち，岡山東 RC から32名）が参加して，盛大に行われました。本会議Ⅱの表彰では，我が岡
山東 RC は下記の通り多くの表彰を受賞しました。
　尚，本地区大会の往路は，山口市湯田温泉「西の雅・常盤」で前日一泊，大会参加会員相互の親睦を深
めると共に，大会に臨む英気を養いました。

（地区大会に於て岡山東 RC が受賞した表彰は下記の通り）
【2013－2014年度 RI 表彰】
　① RI 意義ある業績賞（１RC）
　②クラブ・ビルダー賞　坪井俊郎パスト会長（３名）
　③ RI 特別会長賞（３RC）
　④会員増強・推進活動の表彰　既存会員の維持（１RC）

【2013－2014年度 地区表彰】
　①地区目標達成賞　会員増強（５％）達成クラブ（18RC）

【R 財団表彰】
　①大口寄付　レベルⅠ　鳥居　滋 パストガバナー・坪井俊郎 パスト会長・藤岡千秋会員（12名）
　②  R 財団寄付達成クラブ　財団寄付において会員１名当たり140ドル以上，及びベネファクター１名

以上を達成したクラブ（26RC）
　③ロータリー・カード推進　取得率10％以上アップを達成したクラブ（10RC）

【米山記念奨学会表彰】
　①米山記念奨学会寄付総額上位５クラブ（５RC）
　②普通寄付（5,000円／人・年）で，かつ特別寄付（10,000円／人・年）達成クラブ（27RC）

【感謝状】
　①2013－14年度第９グループガバナー補佐　糸島達也 パスト会長（11名）
　②ポール・ハリス・ソサエティ認証状贈呈　世良　仁 会員（６名）

2014−2015年度 RI 第2690地区地区大会に参加の皆さん
（島根県益田市　島根県芸術文化センター「グラントワ」前にて）



松本祐二ガバナーのご挨拶 足立功一 RI 会長代理のご挨拶と講評 RI 会長代理をエイドされた鳥居滋パストガバナーご夫妻

大会の前夜，湯田温泉「西の雅・常盤」で親睦と英気を養う参加の皆さん 地区研修会を終えて、二次会参加の会長・幹事

地区大会の会場内全景 参加クラブ紹介に応える岡山東 RC の皆さん

足立 RI 会長代理より「RI 意義ある業績賞」を受賞する岡山東 RC 本德会長 岡山東ロータリークラブが受賞の栄に 
輝いた「RI 意義ある業績賞」表彰状

2013−2014年度における RI 表彰

「クラブ ･ ビルダー賞」を受賞された坪井俊郎パスト会長 「ロータリー財団大口寄附（レベルⅠ）表彰」を受賞された
鳥居滋パストガバナー，坪井俊郎パスト会長，藤岡千秋会員

2013−2014年度における RI 表彰 2013−2014年度における RI 表彰


