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▲

本日のプログラム
　「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

▶11月20日のプログラム
　「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

「クラブ年次総会」
11月6日のプログラム

　クラブ細則第５条第１節に基づくクラブ年次総会が開催され，2015－2016年度 理事・役員の候補者が選
出され，下記の通り承認されました。

2015－2016年度 理事・役員

会長 荒川　謙三
会長エレクト 齊藤　博臣
副会長 舟橋　弘晃
幹事 根木　克己
副幹事（理事） 佐藤　英明
SAA 三垣日出人
副 SAA（理事） 髙山　眞司
直前会長 本德　義明
会計 森元　幹雄
会員選考（理事） 丹羽　国泰

会員増強（理事） 佐々木　篤
親睦活動（理事） 内山　　淳
プログラム（理事） 藤岡　千秋
会報（理事） 渡邊　修司
職業奉仕（理事） 大澤　俊哉
社会奉仕（理事） 高橋　憲志
国際奉仕（理事） 藤井　一也
ロータリー財団（理事） 日名　一誠
青少年奉仕（理事） 大橋　正禎

議長　本德義明 会長 荒川謙三 次期会長石井英行 指名委員長 齊藤博臣 会長エレクト



例会報告（11/6）

出席報告
　会員数　95名（内出席免除者18名）
　出席者　79名（内出席免除者出席15名）
　出席率　85.87％（前々回訂正後出席率92.31％）
　ビジター　０名

会長挨拶・報告
　２週間ぶりの例会でございます。
　まず先程開催されました第５回理事・役員会において，新しい仲間となる大塚　学さんと横田　亮さん
のお二人が入会を承認されました。後ほど入会式を執り行いますが，どうか一日も早くクラブに馴染んで
いただき，ロータリーライフを楽しんでいただくことをお願い申し上げ，紹介に代えさせていただきます。
お二人の入会により，会員総数は95名に達しました。
　去る10月27日から，本年度の地区補助金事業であります視覚障害者安全誘導システム「点字ブロック啓
蒙活動プロジェクト」が，井上青少年奉仕委員長の下いよいよスタートいたしました。最初の寄贈先であ
る岡山市立宇野小学校に，青少年奉仕委員会の皆さんと行って参りました。子供達と一緒に教材用 DVD を
見て，続いて点字ブロックの歩行体験を行ってもらいました。点字ブロックは視覚障害者にとっての命綱
であるという心を，少しは育んでもらえたものと思います。地区のスローガンである“笑顔で SERVICE”に
通じるとても意義深い，人道的な奉仕活動への取り組みであろうと存じております。会員皆さんのご協力
をいただきながら，残る90校への寄贈を冬休みが始まる12月中旬までには完了したいと思っています。ど
うか会員の皆さんのご協力の程よろしくお願いいたします。
　また，今月は「ロータリー財団月間」となっております。ポリオ撲滅がエボラ出血熱の陰に隠れてしま
わぬよう，「あと少し」となったポリオ撲滅への支援に対して，息を抜く事のなきようよろしくお願いした
い！と RI 日本事務局の財団室からニュースが届いておりますので，申し添えておきます。
　また11月２日と３日には，本年度の親睦旅行に熊本・宮崎方面に行って参りました。親睦活動委員会の
皆さんには大変にご苦労をお掛けしましたが，参加者にとってはとても楽しい有意義な旅をさせていただ
きました。どうもありがとうございました。感謝を申し上げます。
　それから既にご存じの方もおられると思いますが，砂山パスト会長がこのところの例会を欠席されてい
ますので，先日お宅の方へお邪魔をさせていただきました。“まあ上がって下さい”と言われて応接間に通
していただき，お見舞いを申し上げて参りましたが，砂山先生からは「少し体調を崩したようでしばらく
休ませていただきますが，早く復帰しなければと思っていますので，皆さんにはくれぐれもよろしくお伝
え下さい」とのことでございました。ご報告を申し上げておきます。
　本日はクラブ細則５条第１節に基づき，クラブ年次総会を開催いたしますので，よろしくお取り計らい
をいただきたいと存じます。
　例会終了後，総社の山崎製パン岡山工場への職場訪問に出かけます。皆さんで見聞を深めて参りたいと
思います。
　また今夕６時30分からは，ここプラザホテルにおきまして「坪井パスト会長をお祝いする会」がござい
ます。このたびの「クラブ・ビルダー賞」のご受賞に対して，皆さんと共にお祝いを申し上げたいと存じ
ます。ご出席予定のお方は是非ご参加をいただきますよう，よろしくお願いいたします。

幹事報告
１．本日は，年次総会となっております。総会終了まで退席はご遠慮ください。
２．11月２日（日）〜３日（月・祝），熊本親睦旅行へ36名で行って参りました。
３．11月のロータリーレートは，１ドル＝106円です。
４．「点字ブロック啓蒙活動プロジェクト」贈呈式  報道記録を回覧いたします。
５．東京東ロータリークラブより，お礼状と週報が届きましたので，回覧いたします。
６．岡本会員がバナー交換をされてきましたので，回覧いたします。
７．新天地育児院より，本をいただきました。
８．他クラブ週報を回覧しますので，ご覧ください。

お 食 事
（ベトナムミール）
そば飯，スープ，サラダ，コーヒー



　 第５回理事・役員会報告 
１．2015〜2016年度理事・役員（案）について，承認されました。
２．大塚  学 新入会員，横田  亮 新入会員の入会の承認及び委員会配属について，承認されました。

配属は親睦活動委員会です。
３．中国学園学生東北ボランティア2014後援事業の報告について，承認されました。
４．フレッシュ会員及び有志会員合同研修の報告について，承認されました。
５．岡山東ロータリークラブ・バナー製作の報告について，承認されました。
６．広島市土砂災害義捐金の報告について，承認されました。
７．京都洛中ロータリークラブ・メークアップツアーの報告について，承認されました。
８．地区大会参加者用貸切バスの手配・一泊旅行の報告について，承認されました。
９．2013-2014年度 RI 表彰並びに地区表彰受賞祝賀会の報告について，承認されました。
10．ベトナムの恵まれない児童・生徒に対して奨学資金を提供する事業について，承認されました。
11．グアム高校生体験学習およびホームステイ事業について，承認されました。
12．新入会員歓迎会について，承認されました。
13．年末家族特別例会について，承認されました。
14．視覚障害者安全誘導システム「点字ブロック啓蒙活動プロジェクト」障害物撤去活動について，

承認されました。

委員会報告
●前年度会報委員会　内山淳 委員長
　本日，2013－2014年度の「年報59号」と「岡山東ロータリークラブの歩み」の DVD を一緒に配布させて
いただきました。年報のページ数も週報と同様，例年より若干多くなっておりますが，石井会長年度の一
年を振り返っていただければ幸いです。この年報の発行をもって前年度会報委員会の仕事は終了しました。
皆様ご協力ありがとうございました。

新入会員入会式
　大塚　学（おおつか　まなぶ）会員
　1972年（昭和47年）11月３日生まれ
　株式会社大塚デザイン代表取締役社長
　推薦者：石井英行 直前会長，池田博昭 会員

　横田　亮（よこた　りょう）会員
　1965年（昭和40年）２月３日生まれ
　横田合同法律事務所所長・弁護士
　推薦者：石井英行 直前会長，冨岡正機 会員

奨学金の授与
　米山奨学生のルクマリさんに本德会長より11月の
奨学金が授与されました。

お祝い行事
会員誕生日　　　横山，大塚，岡本，萱原，西下，森元，齊藤（博），多田，塩見，弘中
会員夫人誕生日　近藤（聡），山本，友野，藤岡，髙藤，森元，高橋，舟橋，池田
結婚記念日　　　 児島（道），和氣，横山，石井，佐々木，冨岡，武，糸島，近藤（典），多田，福武，

齋藤（信），坪井（二），石原，山田，仁科，西下



●スマイル●
鳥居 熊本・宮崎への親睦旅行では親睦活動委員会の皆さん及び会長様には大変お世話になり，

ありがとうございました。
横山 11月１日 82回目の誕生日，11月３日 54回目の結婚記念日でした。
井上（一） 東京研修旅行では会長以下，係の方に大変お世話になりました。
更井 髙藤さんにお世話になりました。
糸島 熊本，高千穂神社の夜の神楽は印象が深かったです。お世話いただいた貝原委員長，横

手会員ありがとうございました。
石井 私の年度の年報が今日完成し，皆様に無事配布できました。内山淳会報委員長をはじめ

委員会の皆様には心より感謝申し上げます。また本日入会の大塚さん，横田さんのスポ
ンサーをさせていただきました。私同様よろしくお願いいたします。

本德 新会員，大塚学様，横田亮様「岡山東ロータリークラブ」にようこそ！　どうか楽しい
ロータリーライフであられます様に！

安藤 九州親睦旅行では，多数ご参加くださいまして，ありがとうございました。貝原親睦活
動委員長，横手会員，みなさま，大変お世話になりました。

根木 阿蘇カントリーGC で，取り切り戦出場資格のない優勝をいただきました。非公式の優勝
なので，スマイルも非公式にしたかったのですが。（ちなみに表彰式は新幹線の中で初め
ての経験でした。）親睦活動委員会の皆様お世話になりました。

池田 本日から新入会員として横田さん，大塚さんがご入会されました。皆様どうぞよろしく
お願い申し上げます。

貝原 先日の熊本親睦旅行に参加して下さいました皆さん，本当にありがとうございました。
そして親睦活動委員のみなさん，出来の悪い委員長のサポート，本当に感謝です。次の
年末家族例会もよろしくお願いいたします。

佐々木 ①本德会長，安藤幹事，そして貝原親睦活動委員長はじめ委員会の皆様，楽しい親睦旅
行ありがとうございました。　②本日例会後，優良企業事業所訪問です。38名の参加感謝
いたします。

仁科 阿蘇でのゴルフ，雄大な自然に負けました。楽しい旅ありがとうございました。
諸國 熊本・高千穂の親睦旅行では皆様に大変お世話になりました。久しぶりに心身ともに清

めてきました。
世良 ①11月はロータリー財団月間です。ご協力よろしくお願いします。　②弘中さん，先日は

ありがとうございました。皆さん喜んで帰られました。
井上（和） 「点字ブロック」贈呈行事が，10月27日無事に終わりました。ご参加いただいた皆様，あ

りがとうございました。これから残りの90小学校に届けて参ります。皆様のご協力をよ
ろしくお願いいたします。

赤松 ①本日も皆様のご出席ありがとう存じます。　②今年の赤ワインの仕込みは全て終り，先
日の親睦旅行では，大変お世話になりました。

北村 ①私のスポンサーの坪井パスト会長がクラブ・ビルダー賞を受賞され，本日その祝賀会
が催される事は大変嬉しい限りです。改めて立派な先輩にスポンサーをしていただいた
事に深く感謝申し上げます。　②去る25日にホームコースの後楽 GC No.12ホールでホー
ルインワンをしてしまいました。初体験です。月例で初めて優勝し，ホールインワンも
出て，うまくなったのかなと思ったら，先日の熊本では53・53のブービーメーカーでし
た。運が良かっただけですね。

阿部 北村さんホールインワンおめでとうございます。同じ組でナイスショットを見させてい
ただきました。同伴者に恵まれましたかね？

塩見 本日例会にて，「わしの仕事はこれじゃあ」シリーズで卓話させていただきます。よろし
くお願い申し上げます。

舟橋 石井年度の年報と記念 DVD が出来，お配りいただきました。内山淳前委員長，準備編集
が大変だったと思います。ありがとうございました。お疲れさまでした。

冨岡 横田亮さん，大塚学さん，ご入会おめでとうございます。仲間が増え，本当にうれしい
限りです。

岡本 2014年11月２日にロータリーアマチュア無線クラブ会長がオーストラリアから来日され，
京都で歓迎会がありました。そこで岡山東と9630地区ガットン＆ロッキーヤー・ロータ
リークラブとバナー交換しました。9630地区は日本より面積が広いかもしれません。

近藤（聡） 久し振りに例会に来ました。嫁の誕生日にお花をありがとうございました。とても喜ん
でおりました。

S A A 



優良企業事業所訪問　山崎製パン（株）岡山工場（11/6）

　11月６日（木）の例会終了後，職業奉仕委員会（佐々木篤委員長）の企画で，総社市にある山崎製パン（株）
岡山工場の事業所訪問が行われ，本德会長ほか39名が参加しました。これは，本年度職業奉仕活動の一つ
として，徹底した衛生管理をされ，製パン業でだんトツのシェアを誇り，業界のトップ企業である山崎製
パン岡山工場を優良企業の事業所訪問先として選びました。
　今回の事業所訪問は，岡山進出35周年を迎えられた山崎製パン岡山工場の特別のご配慮で実現しました。
工場見学では，衛生管理，品質管理，仕分け出荷，環境保全などに学ぶことが多くあり，参加会員一同有
意義な事業所訪問が出来たことに，関係者の皆様，児島正和会員に感謝申し上げます。

（山崎製パン㈱の概要） 本社・東京，設立 昭和23年６月21日。資本金 110億円。 
売上高 9,682億円。従業員数 17,500名。販売店数 10,500店舗 
岡山工場の従業員数1,620名　（エリア）岡山，備後地区，四国３県，鳥取県。

土井 村松会員，新社長就任記念の写真プリントお世話になりました。きれいな仕上がりに販
売所長の皆さんも喜んでいました。ありがとうございました。

石原 最近“ドタキャン”が多くてすみません。今日の企業訪問もキャンセルさせていただきま
す。

渡邊（修） 本德会長，妻の誕生日にすてきなお花をありがとうございました。
藤岡 ①坪井パスト会長のビルダー賞受賞のお祝いを申し上げます。　②10月23日〜26日，台湾

慰安旅行（社員）を無事終え元気に帰国しました。その際，菅野会員に大変お世話様にな
りました。　③11月２日，３日，秋季旅行に参加しお世話になりました。ゴルフ会ダブル
ペリアのお陰で２位になりました。

大塚 岡山東 RC に入会させていただき，ありがとうございます。皆様よろしくお願いいたし
ます。

横田 岡山東 RC に入会させていただき，ありがとうございます。皆様，よろしくお願い申し
上げます。

菅野 ①藤岡さん，木村さん，先日はありがとうございました。　②熊本への親睦旅行大変お世
話になりました。ありがとう。満足度100％。

横手 本德会長，貝原親睦活動委員長，親睦旅行ご参加の皆様，お世話になりありがとうござ
いました。無事終了することができました。

内山（淳） ①熊本・宮崎親睦旅行では，本德会長をはじめ皆様にお世話になりありがとうございま
した。初日に出来上がってしまい，親睦活動副委員長としてお役に立てず，すみません
でした。　②本日，年報をお配りしています。皆さまには大変お世話になりました。

神田 親睦旅行ではお世話になりました。渓谷の雄大さに感動しました。
三垣 熊本の旅行では，本德会長，貝原委員長他，大勢の方々にお世話になりました。とても

楽しい思い出ができました。横田さん入会おめでとう。
 35件　212,000円

総社市井尻野 山崎製パン（株）岡山工場にて記念撮影



坪井俊郎パスト会長の2013－2014年度クラブ・ビルダー賞受賞を祝う会（11/6）

　クラブ・ビルダー賞は，ロータリークラブをサポートし強化するにあたって影響をもたらしたロータリ
アンを称えるものであります。
　坪井パスト会長の表彰は，10月５日開催された第2690地区・地区大会本会議場であり，地区内67クラブ 
3,050名の会員の中から３名が表彰されました。大変名誉ある表彰で，岡山東 RC の誇りであり，心からお
慶び申し上げます。

祝賀会場風景

クラブ・ビルダー賞

本德会長の祝辞 石井直前会長 賞の説明と経緯報告 丹羽パスト会長 記念品贈呈 舟橋直前幹事 花束贈呈

坪井俊郎パスト会長の謝辞 鳥居パストガバナーの乾杯

坪井俊郎パスト会長にスポンサーをしていただいた会員の皆さん
（山下貴司会員は公務のため出席できず，祝電が披露されました）

司会 貝原親睦活動委員長



秋の親睦旅行

熊本・宮崎の旅（11/2〜3）
　11月２日（日）〜３日（月・祝），親睦活動委員会の企画で，「秋の熊本・宮崎親睦旅行」を行いまし
た。本年度会長テーマである「明るく朗らかな会をめざして友好を広げよう」を実践するもので，
会員29名，ご夫人７名が参加して，２日間の旅を楽しみ，お互いの親睦を深めました。

［１日目］岡山から九州新幹線さくらに乗って２時間20分で熊本着。①水前寺公園と②熊本城を観光。
①水前寺公園
　約382年前，細川三代忠利から五代綱利までに造られた庭園で，阿蘇の伏流水が静かに湧き出る池
を囲んで浮石や手入れの行き届いた芝山や松が印象的な公園でした。

②熊本城
　約412年前，加藤清正が７年の歳月をかけて築城。加藤家二代に代わって細川家が十一代239年に
亘っての肥後熊本藩54万石の居城。
　今も残る巨大な石垣と櫓が，難攻不落の名城と謳われている往時を偲ばせます。西南戦争で焼失
した天守閣，小天守閣などを昭和35年復元，その後平成20年に本丸御殿を最後に復元工事が完了。
焼失した絢爛豪華な本丸御殿には約54億円の巨費が費やされた由。日本の三名城といわれる熊本城
観光にかける火の国熊本県民の意気込みがひしひしと感じられる旅でした。

③夕食
　ライトアップされた熊本城を望みながら郷土料理を堪能しました。

特集

天守閣，小天守閣，宇土櫓が見える場所で記念撮影（上） 料亭 城見櫓で郷土料理を堪能した皆さん（下）



［２日目（11/3月・祝）］
（観光組）
　天照大神が隠れた岩戸をまつる天岩戸神社と，神々が集った岩戸川辺りの天安河原。断崖そばだ
つ神秘の峡谷の高千穂峡と岩戸神楽など，神話の世界が身近かに迫り来る感動を覚えた旅でした。

（ゴルフ組）
　「くまもと阿蘇 CC 湯の谷コース」でゴルフを楽しみました。
　絶好のゴルフ日和に恵まれ，「美しい日本のベストコース100選」に選ばれたゴルフ場で，阿蘇の
雄大な自然の中でのプレーでしたが，起伏の多いコースのため，スコアーメイクに苦しみました。
成績は，根木会員が優勝，藤岡会員が準優勝でした。

高千穂神社の神楽殿で岩戸神楽を楽しんだ観光組

くまもと阿蘇 CC 湯の谷コースのゴルフ組


