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本日のプログラム
　「お祝い行事」・「年次総会」

　「わしの仕事は，これじゃあ」シリーズ

　塩見泰利 会員

▶11月13日のプログラム
　「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

「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

10月23日のプログラム

　岡山の玄関口である岡山駅と県下随一の繁華街を管轄する当署は，管内に18の
交番と駐在所１つを設置し，350人を超える署員で治安を守る県下最大の警察署で
す。今年12月には岡山駅前に大型商業施設の開業を控えており，犯罪の増加，交
通渋滞の発生及び交通事故の増加等が危惧されますが，当署では赤色灯を点灯し
たパトカーの循環走行や制服警察官による徒歩警ら等を強化しており，身近な犯
罪の抑止や交通事故の防止に成果を上げています。
　また，全国ワースト１となった少年非行問題や社会問題となっている危険ド
ラッグに対する取締りに総力を挙げて取り組んでいるほか，当署員のポリス DJ による FM ラジオ番組を通
じた広報活動も行うなど，特殊詐欺防止等の啓発活動にも努めています。
　今後とも当署の目標である「安全・安心の岡山」の実現に向けて署員一丸となって取り組んでまいりま
すので，ご支援をお願いいたします。

例会報告（10/23）

出席報告
　会員数　93名（内出席免除者18名）
　出席者　71名（内出席免除者出席12名）
　出席率　81.61％（前々回訂正後出席率94.57％）
　ビジター　０名

お 食 事
豚肉とピーマンの細切り炒め，
白身魚の天麩羅 甘酢ソース，
クラゲの和え物，御飯，スープ，ザーサイ



会長挨拶・報告
　皆さんこんにちは！　先週は金曜日・土曜日にかけての東京への研修旅行，大変お疲れさまでした。私
を含めて31名の会員の皆さんで「東京東ロータリークラブ」へのメークアップに行って参りました。例会
場は「ホテルニューオータニ」でございました。当日の卓話時間には，ワインをいただきながら“チェロと
ピアノの二重奏”による生演奏を聴きながらの例会でございました。とても優雅で素敵なひとときを過ごさ
せていただきました。
　例会終了後，山下会員に引率いただき，総理大臣官邸・公邸を案内していただきました。総理官邸では
加藤勝信官房副長官のお出迎えをいただき，官邸内の説明を聞き，最後に組閣の際に撮影をする階段にお
いて記念写真を撮らせていただきました。ただし，赤絨毯は敷いてくれませんでした。
　次に，約一万人の職員が勤務する防衛省に行き，極東国際軍事裁判の法廷として使用された「市ヶ谷記
念館」において戦後の歩みについて学びました。
　翌土曜日，私は自分の職業奉仕の関係で失礼いたしましたが，皆さんは「靖国神社」に参拝され，尊崇
の誠を捧げてこられました。
　素敵なメークアップと貴重な職業奉仕体験ができた，とても有意義な東京研修でございました。佐々木
職業奉仕委員長を始め，お世話いただいた皆さんに感謝を申し上げます。
　明日，10月24日は「世界ポリオデー」だそうでございます。ポリオウイルスの感染により，世界中で毎
年多くの子供たちが犠牲になっていましたが，今ではポリオワクチンの普及により，もう一息で世界のポ
リオ患者がいなくなると聞いています。松本ガバナーからも，「ポリオを永遠に撲滅するまで，本当にあと
少しです。ポリオ撲滅活動を広め，力を合わせて撲滅達成に向け，皆様のお力添えをお願いします。」との
メールが届いておりますので，ご協力の程よろしくお願いいたします。
　また今夕は，第２回クラブフォーラムが開催されます。テーマは「岡山東ロータリークラブの魅力と会
員増強について」とさせていただきました。カウンセラーとして西下情報副委員長にお願い申し上げ，パ
ネラーには池田会員増強委員長，貝原親睦活動委員長，藤井広報委員長にお願いしております。どうかよ
ろしくお願いいたします。

幹事報告
１．10月17日（金）〜18日（土），東京研修旅行へ31名で行ってまいりました。10月17日には東京東 RC へ

メークアップをし，バナー交換をしてまいりました。
２．次回10月30日（木）の例会は休会となっております。例会はございませんので，お間違えのないよう

によろしくお願いいたします。
３．10月20日（月），６RC 幹事会が開催されました。
４．10月22日（水），県南18RC 幹事会が開催されました。
５．本日18：30より第２回クラブフォーラムを開催いたしますので，参加予定の方はよろしくお願いい

たします。（現在43名）
６．他クラブ週報を回覧しますので，ご覧ください。

委員会報告
●親睦活動委員会　貝原昭宏 委員長
　親睦旅行・熊本／宮崎の旅の説明会を例会後に行います。尚，旅行当日の服装は自由です。集合時間に
遅れないようにお願いいたします。

●青少年奉仕委員会　冨山直司 会員
　例会後，１階レストランにて第９回青少年奉仕委員会を開催します。



●スマイル●
石井 先週の RI 表彰受賞の会に多数のご出席ありがとうございました。また，ロータリー情報

委員会主催の東京東 RC 例会訪問，総理官邸表敬訪問，防衛省視察，靖国神社参拝に31
名の出席をいただきありがとうございました。ご協力をいただきました，佐々木職業奉
仕委員長，貝原親睦活動委員長，村松会員，横手会員に感謝いたします。

本德 先般の東京研修では，総理官邸に連れて行って下さり，とても貴重な体験をさせていた
だきました。特に加藤官房副長官のとなりに座わっている時には，少々，閣僚気分を味
わうことができました。感謝です。

荒川（謙） 東京東 RC のメークアップにてチェロとピアノの二重奏を静かに楽しみました。しかし，
昼からワインが出てきたのにはビックリ。

安藤 東京東 RC メークアップ及び東京研修旅行では，石井直前会長，佐々木職業奉仕委員長
はじめ，村松直前職業奉仕委員長に大変お世話になりました。本日，写真をポスティン
グさせていただきましたが，小さいサイズでごめんなさい。

池田 本德会長，石井直前会長，東京研修旅行ではお世話になりました。
貝原 先日の東京東 RC メークアップツアーでは大変お世話になりました。今日のフォーラム

が憂鬱です。欠席します。ウソ。
髙山 ①岡山中央警察署　水嶋署長，本日は卓話ありがとうございます。　②東京研修旅行，勉

強になりました。
佐々木 本德会長，石井直前会長，総勢31名で東京研修旅行に行ってまいりました。大変多くの

方々のご参加感謝いたします。山下（貴）会員，村松会員，横手会員，色々お世話になり
ました。

仁科 認知症フォーラムは，皆様の協力で好評をいただきありがとうございました。本業が多
忙で例会を欠席し，お礼が遅くなって申し訳ありませんでした。

近藤（典） 昨日，中国短期大学英語コミュニケーション学科で「きもの学」の特別講義をしてきま
した。謝礼をいただきましたので一部スマイルします。

赤松 とり入れの時期10月も最後の例会となりました。本日も御出席ありがとう存じました。
内山（隆） このたびは東京研修旅行に連れて行っていただきありがとうございました。皆様にお世

話になりました。
福武 本日水嶋署長様をお迎えしての卓話。楽しみにしております。
斉藤（良） 女房の誕生日プレゼントの花をありがとうございました。たくさんの花束をもらって喜

んでいましたが，RC からの花は特に気に入っていました。
高橋 東京東 RC のメークアップから，すべての日程を段取りしていただいた村松さん，横手

さんありがとうございました。
舟橋 とても充実した東京研修旅行を楽しみ学ばせていただきました。Make up したホテルや

官邸であの日ドラマが転回していたことを後で知りました。企画実行していただいた皆
様に感謝申し上げます。

冨岡 ①会員皆様のおかげで，ロータリー財団委員会として RI 表彰を受賞することができまし
た。ありがとうございました。　②東京東 RC 等への東京研修旅行では，本德会長，石井
直前会長，佐々木職業奉仕委員長，貝原親睦活動委員長，山下（貴）会員，村松会員，横
手会員，大変お世話になりました。

村松 この度の東京研修旅行では本德会長をはじめ，参加メンバーには大変お世話になりまし
た。とても良い勉強になりました。

山下（和） 例会を２回出張のため欠席し，誕生日のお祝いのお礼が遅れました。申しわけありませ
ん。
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鳥居パストガバナー　化学系学術図書寄贈（10/15）

　鳥居パストガバナー（岡山大学名誉教授，㈱創造化学研究所 所長）は，科学者として専門の有機合成化学，
有機電気化学の学問分野において，数多くの学術書を執筆されると共に，300件以上の研究論文を発表して
こられました。この度，ご自身が研究保存されてこられた「化学系学術図書」など約６千余冊を，就実大
学薬学部に寄贈され，同学 稲葉英男学長より感謝状が授与されました。

［追記］鳥居パストガバナーは，ロータリーが目指す環境保全，即ち世界的な課題となっている環境汚染か
ら地球を守るための環境保全にも取り組んでこられ，岡山大学教授を1998年定年退官後も専門的な学識経
験を実社会に還元すべく，創造化学研究所を創立されており，正に職業を通じて社会に奉仕するロータリ
アンの模範としての道を歩んでおられます。鳥居パストガバナーの主な受賞歴は，次頁に掲載しておりま
す。

横手 ①東京研修旅行，参加者の皆様のご協力のおかげで無事終了することができました。あ
りがとうございました。　②妻の誕生日にお祝いありがとうございました。

佐藤 ①東京研修ではお世話になりました。貴重な体験ができ感謝しております。　② RI 表彰
式では素晴らしい花をいただきありがとうございました。１週間経ちましたが満開です。

友野 坪井パスト会長の「クラブ・ビルダー賞」受賞おめでとうございます。
藤岡 ①この度の「東京研修」におきましては，貴重な体験をさせていただき誠に有難とうご

ざいました。感謝します。　②10月16日　銀行ゴルフ，10月23日　社員慰安旅行の為続い
て例会欠席となります。残念です。申し訳ありません。

大河原 パスト会長，石井様の数々の受賞報告おめでとうございます。
小橋 東京研修では，色々楽しませていただきました。今後もよろしくお願いします。
末藤 東京研修ではご一緒した皆様お世話になりました。総理官邸訪問や靖国神社昇殿，貴重

な体験をさせていただきました。出発の際はご迷惑をお掛けしました。
神田 東京研修旅行では大変お世話になりました。総理公邸見学等めったにできない経験ばか

りで感激しました。
坪井（二） 先日の研修旅行誠にありがとうございました。皆様のおかげで楽しい２日間でした。又，

充実した見聞ができ大変勉強になりました。
内山（淳） 東京研修旅行では，本德会長，石井直前会長，佐々木職業奉仕委員長をはじめ，たくさ

んの皆様にお世話になり，貴重な体験をさせていただきありがとうございました。
 29件　147,000円

就実大学薬学部への学術図書贈呈式 就実大学稲葉学長よりの感謝状



第２回クラブフォーラム（10/23）

　10月23日（木）18時30分より岡山プラザホテルにおいて，第２回クラブフォーラムが会員39名が出席して
開催されました。
　「岡山東 RC の魅力と会員増強について」のテーマで，カウンセラーに西下ロータリー情報副委員長，パ
ネラーに池田会員増強委員長，貝原親睦活動委員長，藤井広報委員長がなり，西下ロータリー情報副委員
長から「組織というものは放っておいたら必ず衰退していく。それに対するもっとも有効な手当ては会員
増強であり，それには会に魅力が必要である。今日はそのことについて皆さんで討議してもらいたい」と
の提唱に続き，三委員長からはそれぞれの立場から見た岡山東 RC の現状が報告されました。次に，参加者
にマイクが回され，活発な意見や感想が発表されて，盛況のうちに散会となりました。

11月の月間行事予定  ロータリー財団月間
例 会 行 事 プ ロ グ ラ ム そ の 他 の 行 事
６日通常例会

13日通常例会

20日通常例会

27日通常例会

・お祝い行事　・クラブ年次総会
・「わしの仕事は，これじゃあ」シリーズ　塩見泰利 会員
・「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
・「お世話になっとる」シリーズ

岡山県危機管理課 参事　田原昭彦 様
・「お世話になっとる」シリーズ

西大寺観音院 副住職　坪井綾広 様

２〜３日・親睦旅行（熊本・宮崎の旅）
６日　　・理事・役員会，年次総会
　　　　・優良企業事業所訪問
　　　　　（山崎製パン岡山工場）
　　　　・坪井パスト会長お祝いの会
15日　　・囲碁同好会
20日　　・麻雀同好会「東風の会」
30日　　・写友「輪影」撮影旅行
　　　　　（近江・日吉神社）

11月の月間メニュー
６日通常例会
13日通常例会
20日通常例会
27日通常例会

・（ベトナムミール）そば飯，スープ，サラダ，コーヒー
・和牛バラ肉赤ワイン煮 野菜添え，サラダ，ライス，コーヒー
・幕の内
・烏賊と季節野菜 XO 醤炒め，特製焼売，中華風魚の南蛮漬，スープ，御飯，ザーサイ

（賞歴）
1983年２月　有機合成化学協会賞受賞
1988年３月　日本化学会賞受賞
1995年３月　日本化学会化学技術賞受賞
1998年５月　アメリカ電気化学会 M.M.Baizer Award 受賞
1999年11月　紫綬褒章受章
2000年10月　アメリカ電気化学会 Fellow（功労賞）受賞
2006年11月　瑞宝中授章受章



「点字ブロック啓蒙プロジェクト事業」（第１弾）（10/27）

　青少年奉仕委員会 ( 井上和宣委員長）による今年度の地区 R 財団補助金事業「点字ブロック啓蒙プロジェ
クト事業」の第１弾として，10月27日（月）PM３：00岡山市立宇野小学校において，「点字ブロック教材用
DVD と体験歩行用点字ブロック」の贈呈式が行われました。
　宇野小学校の河内智美校長先生，教職員，児童代表と，我がクラブ本德会長ら７名が出席して行われ，
式後 DVD の映写会と体験歩行が行われました。
　これは，青少年奉仕委員会（井上和宣委員長）の本年度奉仕活動事業として，岡山市内の公立小学校91校
に対し「点字ブロックの教材用 DVD ほか」を寄贈するもので，第１弾として世界初の敷設地場所が学区内
にある宇野小学校を選んで寄贈されたものです。
　小学生の皆さんが，この「点字ブロック啓蒙プロジェクト」によって，点字ブロックに対する正しい知
識と視覚障害者ら交通弱者に対する思いやりの心を醸成し，明るい社会の実現を目指す岡山東ロータリー
クラブの奉仕活動の一環として，会員皆様の協力をえて本プログラムを推進するものであります。

（本德義明会長挨拶要旨）
　この度，私共は，岡山県・岡山市・岡山市教育委員会等の後援をいただき，小学生の教材用 DVD（点
字ブロック実践編）と体験歩行用点字ブロックを制作して，岡山市内91市立小学校に寄贈して，授業や
学童保育の場で活用していただくプロジェクトを展開しています。小学校には当会会員が手分けをして
お届けに上がっております。最初の寄贈先及び行事は，世界初の敷設場所が学区となる市立宇野小学校
にいたしました。
　つきましては，その主旨をお汲み取りいただき，小学生に「点字ブロック」そして「点字ブロック」
を必要とする人たちについての正確な知識を理解してもらうために，さらには子ども達と地域の未来の
ために有効にご活用いただきますようお願い申し上げます。
　なお，市民団体「顔晴れ OKAYAMA」が制作した「点字ブロック誕生編」の DVD 及び点字ブロッ
クのテーマソング「幸せの黄色い道」の CD も併せてお届けさせていただきます。

「点字ブロック啓蒙プロジェクト」に参加していただいた皆さん

挨拶と趣旨説明をする本德会長

点字ブロック啓蒙 DVD の上映

教材用 DVD と体験歩行用ブロックの贈呈

点字ブロックの上を歩行体験する児童たち


