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本日のプログラム
　「お世話になっとる」シリーズ

　岡山中央警察署長　水嶋浩二 様

▶11月６日のプログラム
　「お祝い行事」・「年次総会」
　「ロータリー財団月間にちなんで」
　世良　仁 ロータリー財団委員長
　●10月30日は例会休会

　　（定款第６条第１節による）

「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

10月16日のプログラム

　「点字ブロック」啓蒙プロジェクトの教材用 DVD 及び体験歩行用点字ブロック
が完成いたしましたので，ご紹介させていただきます。
　最初の寄贈式は，世界初の敷設場所・岡山市中区原尾島が学区となる市立宇野
小学校にしました。
　　実施日時：10月27日（月）
　　スケジュール：寄贈式 15：00〜15：20
　　　　　　　　　DVD 映写会 15：30〜15：50
　　　　　　　　　体験歩行実践 15：50〜16：20
　で行います。岡山市政記者クラブを通じて，報道各社に取材依頼もいたしました。
　それ以降，岡山市内の市立90の小学校にお届けして参ります。地区補助金助成の必須条件に「ロータリ
アンが汗をかくこと」もあり，会員皆様にご協力をお願いいたします。具体的には，各小学校の校長先生
に寄贈するプレゼンテーター役を担っていただきたいと思います。本日配布の調査用紙に，希望される小
学校名をご記入いただければ，当委員会で日程調整を行います。体験歩行用の点字ブロックは，事前にお
届けする予定ですので，当日持参するのは，DVD と主旨説明文になります。
　小学校の教育現場では，「点字ブロック」関係の教材が整備不足であり，今回制作したツールは，効果的
かつ永続的にご活用いただけると考えます。
　ご足労をお掛けいたしますが，会員皆様のお力添えを重ねてお願い申し上げます。



例会報告（10/16）

出席報告
　会員数　93名（内出席免除者18名）
　出席者　70名（内出席免除者出席14名）
　出席率　78.65％（前々回訂正後出席率97.80％）
　ビジター　０名

会長挨拶・報告
　皆さんこんにちは！　松本ガバナーから先般の地区大会参加へのお礼状が届いておりますので，ご報告
いたしておきます。
　地区大会のおいて数々の業績表彰をお預かりして参りました。今宵の祝賀会におきましては，皆様に受
賞内容をご披露申し上げ，喜びを分かち合いたいと思います。ご出席の程，宜しくお願いいたします。
　先日はまた「ゴルフ同好会・第三回例会」を，私のわがままをお聞き届け下さり「福山カントリークラ
ブ」にて予定していただいておりましたが，あいにく台風到来により中止と相なりました。横山同好会会
長をはじめ，ご担当いただいた方々には何かとご心労をお掛けし，誠に相すみませんでした。すべて私の
不徳のいたすところでございまして，申し訳なく存じております。
　話は変わりますが，このたび17歳の少女がノーベル平和賞を受賞しました。皆さんも良くご存じのこと
と思いますが，彼女の名前はマララ・ユスフザイさんで，パキスタンで女子教育の権利を求めて訴え続け，
多くの人の共感を得ています。しかし，女性に教育を認めないタリバンは，スクールバスで下校中の彼女
の頭を至近距離から銃撃しました。生死の境をさまよいながらも奇跡的に命を取り留め，その後も世界の
子供教育のために，精力的に活動を続けています。
　彼女が国連本部で訴えた締めくくりの言葉に「一人の子供，一人の教師，一冊の本，そして一本のペン
が世界を変えるのです。教育こそ唯一の解決策です」と述べた講演は，今やあまりにも有名であります。
　我がクラブにおきましても，ネパールの女性識字率向上のために“ジョイントプロジェクト”を通じて，
教育支援を計画しています。「国際奉仕委員会」の皆さんには，よろしくお願いいたします。
　また，今日はこの後，井上青少年奉仕委員長から，「点字ブロック啓蒙活動について」お話をいただくこ
とになっています。視覚障害者安全誘導システム「点字ブロック啓蒙活動」は，本年度のロータリー財団
の地区補助金申請事業でもあり，視覚障害者の皆さんへの“人道的プロジェクト”でもございます。会員皆
さんのご理解をいただき，当プロジェクトをぜひ成功させたいと思っています。ご支援の程，どうかよろ
しくお願い申します。

幹事報告
１．地区大会の記念品が登録された方に届いておりますので，お持ち帰りください。
２．本日18：30よりアークホテル岡山において，「RI 表彰ならびに地区表彰受賞祝賀会」を開催いたしま

す。ご出席予定の方はよろしくお願いいたします。
３．新しいバナーが出来上がりました。ご披露いたします。
４．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
●職業奉仕委員会　佐々木篤 委員長
　東京研修旅行参加者の方にお願い
　①集合：10月17日（金）　７：20集合。
　②防衛省視察時に写真付身分証の提示が必要。
　③移動が多いため，荷物は軽く。

お 食 事
牛筋煮込み丼 温泉卵 ネギ 赤唐辛子，
しめじと水菜と菊花のお浸し，
味噌汁，漬物

●スマイル●
鳥居 昨日，就実大学薬学部に化学学術図書，約６千余冊を寄贈し，教育研究の一助として使

用していただくことにいたしました。
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第８回青少年奉仕委員会（10/15）

　10月15日（水）、18：30よりアークホテル岡山にて，
第８回青少年奉仕委員会を開催し，本年度の事業の柱
である「点字ブロック啓蒙プロジェクト」の寄贈用
DVD の視聴とお届け方法などについて協議しました。
 ［文章提供：冨山直司 会員・写真提供：安藤究真 幹事］

坪井（俊） この度，「クラブ・ビルダー賞」をいただき，ありがとうございました。この受賞は，直
前の石井会長と舟橋幹事のご推薦によって実現したものです。クラブ・ビルダー賞と
は「ロータリークラブのサポートと強化に，大きく貢献したロータリアンを表彰」する
賞で，今回が初めての受賞とのことです。それにしても，人生は長生きをするものです。
偶然その日は私の誕生日であり，二重の喜びとなりました。みなさんに感謝をいたしま
す。

石井 井上先生にはお世話になりました。今日は昨年度の受賞記念の会を開催していただきあ
りがとうございます。

本德 先日，佐々木職業奉仕委員長と「山崎パン岡山工場」に挨拶に出向きました。その際，
食品製造工場の厳重な衛生管理の一端を学びました。来る11月６日の企業訪問には，お
ひとりでも多くの皆さんの参加を希望します。

安藤 若林会報委員長，タコ焼き，ごちそうさまでした。齊藤副会長，コピーありがとうござ
いました。

根木 本日午後より，一般社団法人システムエンジニアリング岡山（略称：SEO）主幹で，一般
社団法人全国地域情報産業団体連合会（略称：ANIA）全国大会が岡山で開催されます。出
席のため，例会の早退および夜の祝賀会に遅刻しますが申し訳ございません。

池田，渡邊（修），小橋，冨岡　　地区大会に参加して，岡山東ロータリークラブの素晴しさを再認
識させていただきました。更井パスト会長，石井直前会長，勉強になりました。ありが
とうございました。

井上（和） 点字ブロック教材用 DVD が完成しました。本日の卓話の時間にご覧いただきます。卓話
の日時をご変更いただいた佐々木委員長，ありがとうございました。

赤松 ①本日は，家内の誕生日にきれいな花をありがとう存じました。結婚記念日でもありま
すので，２人でシャンパンもいただきます。　②本日も皆様のご出席ありがとうございま
す。

白髭 誕生祝い（夫婦共々）結婚記念日の３つのお祝いをいただきました。ありがとうございま
した。

阿部 2014年10月14日，いい事ありました。６人目，７人目の孫が双子で生まれました。
高橋 ①横山パスト会長，先日は大変お世話になり，ありがとうございました。　②西本パスト

会長，大変お世話になっております。全力で取り組みます。ありがとうございます。　③
この度は石井年度，石井直前会長が「意義ある業績賞」を受賞されおめでとうございま
す。所用により本日の祝賀会は欠席とさせていただくため，スマイルさせていただきま
す。

大西 ①来週10月23日（木）に大分市のデパートにスイーツショップを出店します。例会は欠席
となります。申し訳ありません。　②本日の例会欠席と併せ，スマイルさせていただきま
す。

勘藤 にこにこ箱に協力。
 14件　102,000円



「RI 表彰ならびに地区表彰」受賞祝賀会（10/16）

　10月16日（木）18時30分より，「RI 表彰ならびに地区表彰」受賞祝賀会が，アークホテル岡山にて52名が参
加して開催されました。これは，前年の石井会長年度が「意義ある業績賞」を，前々年の西下会長年度に
続き，二年連続受賞という快挙を，会員の皆様と共に喜びを分かち合いたいことによります。尚，受賞祝
賀会の席上「意義ある業績賞」受賞に特に貢献した石井直前会長，木村直前副会長，舟橋直前幹事，齊藤

（博）直前 SAA，佐藤直前社会奉仕委員長に感謝の花束が本德会長より贈られました。

受賞祝賀会場風景

「意義ある業績賞」を掲げる
石井英行直前会長

本德会長から花束を贈られた石井直前会長，木村直前副会長，舟橋直前幹事，
齊藤（博）直前 S.A.A.，佐藤直前社会奉仕委員長

本德会長開会挨拶

石井直前会長の受賞御礼挨拶

西下裕平パスト会長の乾杯

会員増強（５％）達成クラブ表彰
三垣直前会員増強委員長

R 財団大口寄付表彰
鳥居パストガバナー

R 財団大口寄付表彰
藤岡会員

R 財団寄付達成クラブ表彰・ロータリーカード推進
冨岡直前ロータリー財団委員長

米山奨学会寄付総額上位５クラブ表彰
同上寄付普通5,000円・特別寄付10,000円達成クラブ

赤松直前米山奨学会委員長



RI 意義ある業績賞（１RC）

地区目標達成賞　会員増強
（５％）達成クラブ（16RC）

R 財団寄付達成クラブ
（26RC）

クラブ・ビルダー賞
坪井俊郎パスト会長（３名）

大口寄付　レベルⅠ
鳥居　滋パストガバナー（12名）

ロータリー・カード推進
（10RC）

RI 特別会長賞（３RC）

大口寄付　レベルⅠ
坪井俊郎パスト会長（12名）

米山記念奨学会寄付
総額上位５クラブ（５RC）

会長増強・推進活動の表彰
既存会員の維持（１RC）

大口寄付　レベルⅠ
藤岡千秋会員（12名）

普通寄付・特別寄付
達成クラブ（27RC）

2013－2014年度 理事・役員・委員長と受賞者のみなさん

■2013－2014年度 RI 表彰

■2013－2014年度 地区表彰

■2013－2014年度 地区感謝状　第９グループ・ガバナー補佐　糸島達也パスト会長

（R 財団）

（同左）（R 財団）

（同左）

（米山記念奨学会）

（同左）

（同左）



東京研修旅行（10/17〜18）

　10月17日（金）〜18日（土），ロータリー情報・職業奉仕両委員会の企画で，他クラブの研修と日本の防衛
についての知識を深めることなどを目的として，フレッシュ会員７名を含む総勢31名の会員により，東京
東 RC の例会参加，永田町・防衛省視察，靖国神社の昇殿参拝などを行い，期待以上の成果を得て無事帰岡
しました。

1　東京東RCの例会参加
　東京東 RC は，隅田川以東の５区（隅田，江東，足立，葛飾，江戸川）をエリアとし，来年は創立60周年，
今迄６名のガバナーを輩出した名門クラブで，現在会員数72名（ピーク時は155名）。例会場は，風格のある
ホテルニューオータニ。点鐘のあとのロータリーソングはピアノの生演奏に始まり，立木正夫会長の歓迎
挨拶，本德会長とのバナー交換後，36名の会員の方から温かい歓迎を受けました。プログラムは「チェロ
とピアノの二重奏」で，東京音大出身の美しい女性の奏でる曲は，大都会の喧騒を忘れさせて幽玄の世界
にいざなわれているようで，食事も一流ホテルに相応しく，至福の一時を過ごすことが出来，すばらしい
クラブ訪問が出来たことに感謝したいと思います。東京東 RC の皆様に厚く御礼申し上げます。

2　永田町，防衛省の視察
　衆議院議員会館に，会員の山下貴司議員を訪ね，同議員の案内で総理大臣官邸に加藤勝信内閣官房副長
官の表敬訪問を行いました。このあと，市ヶ谷にある防衛省の視察に移動。23ヘクタールの広大な敷地に
は，超高度な防衛施設と1万人の自衛官，職員が務めており，日本国防衛の心臓部の役割をしております。
又，敷地内には，市ヶ谷記念館があり歴史的建築物として移築復元されており，昭和21年からの極東国際
軍事裁判の法廷跡や三島事件の跡など，感慨深い歴史が刻まれておりました。

3　靖国神社の昇殿参拝
　10月18日（土）は，丁度，靖国神社の秋季例大祭（10月17日〜20日）に当り，全国からの参拝者が延々と続
いておりました。私達は本殿内に昇殿参拝，国家のために一命を奉げられた御霊に感謝の祈りを奉げて参
りました。なお，境内の遊就館には戦没者の御遺書や遺品が数多く展示されており，目頭が熱くなりまし
た。

4　屋形船上で慰労会
　17日（金）夕刻，勝どき橋より船出した屋形船上で慰労会が行われました。東京湾・お台場沖の船上から
見る高層ビル群の照明は，海面に映えて，まるで不夜城のような見事な景観で，大東京での秋の夜の一時
をたのしく過ごし，お互いの懇親を深めました。

東京東 RC の例会終了後，立木会長を囲んで。（岡山東 RC 会員の東京東 RC 例会訪問－ホテルニューオータニにて）



1　東京東 RC の例会参加

2　防衛省市ヶ谷記念館にて

3　靖国神社の昇殿参拝を終えて

4　屋形船上で慰労会

例会場で訪問挨拶する本德会長ほか

極東国際軍事裁判が開かれた法廷跡（市ヶ谷記念館内）

第二鳥居の両側にある大灯籠（岡山・北木島の花崗岩で日本一）

例会プログラム「チェロとピアノの二重奏」

東京東 RC 立木会長とバナーの交換

防衛省市ヶ谷記念館前にて記念撮影

靖国神社の昇殿参拝を終えて記念撮影

ホテルニューオータニの Rotary Club Luncheon
「やわらかく煮込んだポーク 和風ソース」ほか

船上での懇親会風景船上での石井 R 情報委員長挨拶 高層ビル群に囲まれた船着場




