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本日のプログラム
　「わしの仕事は，これじゃあ」シリーズ
　高橋憲志 会員

▶1月29日のプログラム
　「国際ロータリーの最新事情」
　鳥居滋 パストガバナー

「新年挨拶」 本德義明 会長，安藤究真 幹事

1月8日のプログラム

●本德義明 会長
「新春のご挨拶」
　改めまして，新年あけましておめでとうございます。本年もどうかよろしくお
願いいたします。
　昨年の暮れに，山陽新聞社がインターネット上で行った「さん太アンケート」
に，昨年と今年を漢字一文字で表現してもらったところ，昨年の漢字は「多忙の
忙」，「繁忙の忙」という「忙」という字が最も多く，とても忙しい一年であった
ようでございます。今年はどんな年にしたいかを漢字一字で表すと，一位は「楽
しく」とか「気楽に」という意味の「楽」という字がトップを占めたそうでござ
います。今年は「羊年」であります。本年はどうか群れを成す羊のように，幸せで楽しい一年であってい
ただきたいと願うばかりでございます。
　新年度が始まる７月１日岡山神社にて，歴史と伝統ある「岡山東ロータリークラブ」の会長を仰せつか
るにつけ，“頼まれごとは，試されごとである”と己に言い聞かせながら，会務の無事なる遂行を願いまし
て，理事・役員の皆さんと参拝をいたし，その後，「プラザホテル」にて朝食会を催し，わたくしの所信を
申し述べさせていただきました。
　本年度の会長方針といたしまして「明るく楽しいロータリー」をスローガンに掲げさせていただきまし
て，次の５項目の基本計画を策定いたしました。
　第１点目は，地区最重点目標と重点目標の達成であります。中でも注力すべきは，最重点目標である
３％の会員増強であります。当クラブにおける３％の会員増強は３名の増強をいたすことであり，目下の
ところ皆様のご協力のおかげで，純増会員３名をもって新しい年を迎えることが出来ました。池田会員増
強委員長は，会員純増５名を目指すと計画していただいており，会員の皆様のご協力をいただきながら，
５名の純増を目指して参りたいと思っていますので，引き続きよろしくお願い申し上げます。さらに何よ
りも大切なることは「退会防止」に努めることであろうと存じます。皆様のご協力をいただきながら「退
会防止」にも努めて参りたいと思っています。



　２点目の基本計画は，「ロータリーデーの精神」に基づく社会奉仕活動の実践であります。「社会奉仕委
員会」の皆さんのおかげで，「さん太ホール」に市民参加を含めて220名もの皆さんに参加をしていただき，
とても有益な「認知症に関するシンポジウム」の開催をしていただいたことであり，まさに「ロータリー
デーの精神」に基づいた活動への取り組みでございました。仁科委員長には大変ご苦労をおかけいたしま
した。　
　３点目は，「出席率の向上と親睦活動の充実」を図るという事であります。出席率の向上につきまして
は，会員皆様のご協力の赤松出席委員長のご尽力のおかげで，地区重点目標でもある「メークアップ後の
出席率90％の確保」に努めていただいているところでございます。下半期におきましてもどうか，出席率
90％を確保していただけますよう，何卒よろしくお願い申し上げます。　親睦活動の充実に関しましても，
貝原委員長を始め親睦活動委員会の皆さんのおかげで，思い出に残る楽しく激しい親睦活動の取り組みに
頑張っていただいておりまして，感謝の念で一杯でございます。残る「新年特別例会」，「チャーターナイ
ト」につきましても何卒よろしくお願いいたします。
　４点目の基本計画は，「４大奉仕活動の推進」でございます。各委員会とも，上半期はとても精力的に取
り組んでいただいておりまして，中でも地区補助金を活用しての「点字ブロック啓蒙活動プロジェクト」
の取り組みでは，多くの会員の皆さんの協力のもと，岡山市内の全小学校91校への教材配布と市内中心部
での点字ブロックの上に置かれた障害物撤去の奉仕作業に取り組んでいただいたことであります。いずれ
も，とても人道的で有意義な奉仕活動でございまして，皆さんのご協力に心から感謝を申し上げる次第で
ございます。これから下半期を迎えるにあたり，各委員長さんと力を合わせながら，それぞれの奉仕活動
の総仕上げに取り組んで参らねばと思っているところでございます。何れにいたしましても「４大奉仕部
門」の財源は皆様から拠出していただく「スマイル」によって成り立っています。皆さんから頂戴する浄
財が頼りでございますので，下半期につきましても上半期同様にどうかよろしくお願いをいたします。
　最後の５点目の基本計画は，「消費税の引き上げもあり，経費の節減に努めること」でございます。安藤
幹事の予算管理のもと，節約に努めながら月々の会務運営に当たっているところでございます。
　どうか会員皆様の引き続きのご支援，ご協力をお願申し上げまして，新年のご挨拶とさせていただきます。

●安藤究真 幹事
　皆様，新年あけましておめでとうございます。
　本德会長年度も無事に折り返し地点を過ぎました。会員の皆様には大変お世話
になり，また多大なご協力を賜り，誠にありがとうございました。心より御礼申
し上げます。西下会長年度，石井会長年度の良い流れを受けまして，例会や特別
例会，委員会事業，また同好会活動においても，多数のご出席をいただき，あり
がとうございます。本德会長がスローガンとして掲げられました「明るく楽しい
ロータリー　〜楽しく朗らかな会をめざし，友好を広げよう！〜」を少しでも具
現化できているようで，ホッと安心いたしております。各委員会が主体となって
実践いただきました奉仕活動事業につきましても，成功裏に終わっており，これも関係委員会の皆様のご
努力の賜物と感謝しております。一方で，配慮不足や段取りの悪さから，関係の皆様にはご不便ご迷惑を
おかけしてしまい，幹事の不徳のいたすところと，大変申し訳なく感じております。
　さて，本德会長年度も後半に入ります。皆様におかれましても，健康にご留意いただき，奉仕活動や親
睦活動を通じて，益々の明るく楽しいクラブであり続ける新年にしていただきたいと存じます。私も微力
ながら，当クラブがさらに飛躍できるよう，精進させていただく所存です。本年も引き続きご指導ご鞭撻
ご協力を賜りますことを切にお願い申し上げ，年初のご挨拶とさせていただきます。

例会報告（1/8）

出席報告
　会員数　94名（内出席免除者17名）
　出席者　81名（内出席免除者出席15名）
　出席率　88.04％（前々回訂正後出席率92.39％）
　ビジター　０名

お 食 事
幕の内，吸物



会長挨拶・報告
　新年あけましておめでとうございます。
　昨年の「年末家族特別例会」には，会員の皆様とご家族の皆様のご参加をいただき，総勢222名にも及ぶ
大勢のご出席をいただきまして，誠にありがとうございました。
　作陽音大の皆さんによる「サキソホンカルテット」に始まり，子供たちの人気番組であるテレビ朝日系
にて放映中の「トッキュウジャー」の皆さんによる生出演，本場大阪の味を堪能していただこうと「たこ
焼きバー・リーフさん」の出前出店，さらに加えて日本バーテンダー協会岡山支部長の野崎さんによる

「カクテルコーナー」の設営等，とても素晴らしい山盛りの企画と演出をしていただきまして，誠にありが
とうございました。ただ私の役目であります“奥様とご家族のご紹介”に際し，大変な失態を演じてしまい
まして誠にご無礼をいたしました。何卒ロータリーの友情に免じてお許し下さいますよう，伏してお詫び
申し上げます。
　貝原親睦活動委員長をはじめ，親睦活動委員会の皆さんに心から感謝を申し上げますとともに，会員皆
様のおかげで「明るく楽しい年末家族特別例会」を開催することができまして，誠にありがとうございま
した。
　また本日より新入会員，花岡正敬 ( まさたか ) さんに入会していただきました。後程入会式を執り行って
いただきますが，一日も早くロータリー馴染んでいただき，ロータリーライフを楽しんでいただきたいと
思います。
　また後ほど，新年挨拶と併せて“本年度上半期の活動報告と下半期における取組について”お話し申し上
げることになっておりますので，何分ともよろしくお願いいたします。
　また本日の例会より，次年度に備えまして「荒川会長エレクト席」をひな壇に設けさせていただきまし
た。何卒私同様よろしくお願い申し上げまして，会長挨拶とさせていただきます。

幹事報告
１．次週例会は，新年特別例会となっております。会場はアークホテル岡山にて，18：30からですので，

お間違えのないようにお願いいたします。なお，お昼の例会はございません。
２．本日１月22日（木）に開催されます，第３回クラブフォーラムの案内をポスティングしております。

多数のご出席をお願いいたします。
３．『ロータリーの友』電子版閲覧方法のご案内を回覧いたします。
４．倉吉中央ロータリークラブより，創立20周年記念誌が届きましたので，回覧いたします。
５．６月６日にブラジル・サンパウロにて開催されます国際大会に登録希望の方は，幹事までお知らせく

ださい。とりまとめて登録いたします。なお，登録料は350USD です。
６．新天地育児院より，「新天地だより」が届きましたので，ポスティングしております。
７．他クラブ週報を回覧します。

　 第７回理事・役員会報告 
１．I.M. 全員登録について，承認されました。３月28日（土），久世にて開催されます。
２．会費・諸会費の納入について，承認されましたので，本日発送いたします。
３．花岡正敬（はなおか・まさたか）新入会員の入会について承認され，委員会配属は親睦活動委員

会になりました。
４．新会員の推薦があり，岡﨑秀紀（おかざき・ひでのり様）の選挙を行います。
５．誠に残念ですが，世戸光朗 会員より退会届が提出され，受理されました。
６．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の報告が

あり，承認されました。
７．第44回少年はだか祭りへの協賛及び宝筒厨子奉納について事業計画の修正があり，承認されま

した。
８．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の FB ページ制作及び教材

PV アップロードについて事業計画が提出され，承認されました。
９．2015－16年度 理事・役員・委員会編成について，承認されました。



委員会報告
●国際奉仕委員会　諸國眞太郞 委員長
　① ベトナムでの国際奉仕活動参加者の締切りを１月15日（木）までに再度延長しておりますので奮ってご

参加下さい。
　②グアム高校生のためのホームステイ先を募集しております。１月16日（金）までにご連絡願います。

●シンポジウムのご案内　舟橋弘晃 会員
　１月25日（日）生殖補助医療のシンポジウムを開催。ご希望者はお申し出下さい。

新入会員入会式
　花岡　正敬（はなおか　まさたか）会員
　1980年（昭和55年）１月29日生まれ
　アーク株式会社代表取締役　理学療法士
　推薦者：石井英行 直前会長，本德義明 会長

ロータリー財団表彰
　国際ロータリー日本財団より，
ポールハリスフェローの認証状
と認証ピンが届いており，本德
会長より三垣会員と山下（和）会
員に授与されました。

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12月の奨学金が授与されました。

お祝い行事
会員誕生日　　　 井上（英），浦上，山田，友野，西本，近藤（聡），近藤（典），池田，貝原，小橋，花岡，

砂山，日名
会員夫人誕生日　諸國，大森，冨山，丹羽，阿部，武，木村，萱原，神田，本德
結婚記念日　　　池田，児島（正），浦上，萱原，貝原，眞殿

●スマイル●
坪井（俊） 昨日は車椅子を100台，岡山県社会福祉協議会へ寄贈いたしました。このチャリティー活

動は，今年で41年目，今まで寄贈してきた台数は累計で1,838台になります。このような
活動が長年にわたってできている事はご愛飲者，皆様のご協力の賜物と感謝いたします。

多田 新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
米田 本徳丸の半年の航海が終り，これからも無事航海を終える事をお祈りします。
井上（一） ①沢山の賀状をいただきましたが，スマイルにて返礼とさせていただきます。　②本德丸

後半期頑張って下さい。
更井 本德年度の益々のご活躍をお祈りします。
石井 新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。本日入会の花岡

正敬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します。
本德 新年，明けましておめでとうございます。下半期も皆様のお力添の程よろしくお願いい

たします。
齊藤（博） あけましておめでとうございます。本年も宜しくお願い申し上げます。

S A A 

三垣日出人 会員 山下和也 会員



荒川 １月に入り，準備も忙しくなってきました。皆様には色々とお願いすることが多くなり
ますが，よろしくお願いいたします。

安藤 ①明けましておめでとうございます。本日，少し「新年挨拶」をさせていただきます。
よろしくお願いいたします。②年末家族特別例会では，親睦活動委員会のみなさんに大
変お世話になりました。③花岡会員，入会おめでとうございます。９年半守り抜いた最
年少の座をおゆずりします。

池田 新年おめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。花岡さんご入会おめで
とうございます。ロータリーも仕事もがんばりましょう！

貝原 明けましておめでとうございます。昨年末の年末家族特別例会では，大勢の参加をいた
だき誠にありがとうございました。親睦活動委員会の目玉も無事終わる事が出来てひと
安心，もうすっかりふ抜けになりました。

若林 ハートクリニック・日名先生に大へんお世話になりました。おかげ様で，大
だい

安心しまし
た。

仁科 あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。
諸國 年が明け，国際奉仕委員会の活動がいよいよ始動します。みなさまよろしくお願いいた

します。★昨年は義父が亡くなったため年賀状は失礼させていただきました。
井上（和） 正月の箱根駅伝で母校が優勝しました。後輩達に感動と勇気を与えてもらいました。皆

様，本年もよろしくお願いいたします。
近藤（典） 謹賀新年，今年も宜しくお願いします。年末家族特別例会でいい物をいただきました。

勘藤さんの顔を思い出して。
赤松 皆様，おめでとうございます。また年が明けてしまいました。本日も御出席ありがとう

存じます。
三好 １月１日に娘に孫が生まれました。今年はよい年になりそうです。
吉野 年末家族特別例会では，たいへんお世話になりました。
内山（隆） あけましておめでとうございます。
村松 年末家族特別例会では，写真撮影を担当させていただき，ありがとうございました。
佐藤 年末家族特別例会ではお世話になりました。年末に村松さんにパスポート用の写真を

とっていただき，好青年に修正していただきありがとうございました。
近藤（聡） 明けましておめでとうございます。今年が私にとっても皆様にとっても良い年でありま

すように！！
内山（淳） 年末家族特別例会で，理事・役員・委員長の皆様より美味しいチョコをいただきありが

とうございました。家族も大喜びでした。
石原 今年もよろしくお願いします。
冨山 年末家族特別例会はお世話になりました。家族みんなで楽しめました。本年もよろしく

お願いいたします。
浮田 年末家族特別例会の立派な写真をありがとうございました。
深田 年末家族特別例会では家内ともどもお世話になりましてありがとうございました。本年

も何卒宜しくお願い申し上げます。
松本 ①年末家族特別例会では，たこ焼きが家族に好評でした。チョコレートもおいしくいた

だきました。　②本年もよろしくお願いいたします。
小橋 ①年末家族特別例会では，私１人の参加でしたが，楽しく過ごさせていただきました。

ありがとうございました。　②誕生日のお祝いありがとうございました。
神田 クリスマス例会ではお世話になりました。子供が大変喜んでいました。
坪井（二） 明けましておめでとうございます。本年もどうぞご指導よろしくお願いします。
横田 明けましておめでとうございます。昨年の年末家族特別例会では，楽しい時間と花束を

ありがとうございました。花束はカサブランカが満開になっています。
花岡 本日より入会させていただきます。よろしくお願いいたします。
親睦活動委員会一同　　年末家族特別例会では大勢の参加をいただきありがとうございました。親

睦活動委員会一同お礼申し上げます。また残り半年間も宜しくお願いいたします。
事務局（中山，北村）　　年末家族特別例会にお招きいただいてありがとうございました。



「点字ブロック上の自転車撤去作業」の慰労会（1/8）

　１月８日（木）18時30分より，去る12月６日に行われた上記作業の慰労会が開かれ，15名が出席して行わ
れました。
　本德会長より，撤去作業に参加された皆さんへの慰労の言葉があり，また井上青少年奉仕委員長からは，

「点字ブロック啓蒙活動推進」の現状報告がありました。寒風の中の撤去作業や，市内91小学校への点字ブ
ロック啓蒙教材の寄贈時小学校に温度差のあったこと，石原副委員長が配布に一番寄与した話などの苦労
話も出ました。
　この点字ブロック啓蒙活動が，全国の小学校に拡がることを祈念して閉会となりました。

第２回囲碁同好会（1/17）

　１月17日（土）にアークホテル岡山にて，本德年度２回目の囲碁同好会が開催され，会員11名が腕を競い
ました。優勝は北村囲碁同好会会長，準優勝は内山会員，３位は勘籐会員でした。会終了後懇親会を行い，
安藤幹事，若林会報委員長も応援に駆け付けてくださり，親睦を深めることができました。（佐藤世話人）

勘藤 皆さん明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。12月で本
德年度の上半期が過ぎました。スマイルの上半期の領収書は本日ポスティングしておりま
すが，予算を少々上回る金額が集まっております。皆様のご協力に深く深く感謝申し上
げます。RC の四大奉仕事業は皆様からのスマイル即ち特別会計で実施されます。本年度
の事業を実りあるものにするためには一人当たり年間5万円ほどのスマイルが必要となり
ます。上半期のスマイルが少ない方はどうか下半期で一層のご協力をお願いいたします。

「嬉しいことをさがせば嬉しいことばかり。ありがたいことをさがせばありがたいことば
かり。」と言われます。一寸した喜びに一寸したスマイルをよろしくお願いいたします。

 38件　194,000円



2015.1.15　第2225例会

2015年　岡山東ロータリークラブ

新年特別例会
於　アークホテル岡山

出席報告
会 員 数　94名（内出席免除者17名）
出 席 者　80名（内出席免除者出席13名）
出 席 率　88.89％（前々回訂正後出席率97.89％）
ビジター　０名

　１月15日（木）18時30分よりアークホテル岡山に於いて，新年特別例会が開催されました。長寿・年男の
方々を会員皆様で祝福し，2015年の幕開けを記念しました。本德会長の祝辞，石井直前会長の乾杯，長寿・
年男の方々による鏡開きがあり，80名が一堂に会しての盛大な新年祝賀会となりました。

《長寿（数え年）》
・米寿（88歳）　大森達也 会員，坪井俊郎 会員
・傘寿（80歳）　三好和宏 会員
・喜寿（77歳）　井上　一 会員　　・古希（70歳）　藤原唯朗 会員
・還暦（60歳）　井上和宣 会員，諸國眞太郎 会員，山本督憲 会員

《年男（ひつじ年生まれ）》
・84歳　若林宣夫 会員
・72歳　本德義明 会長
・48歳　池田博昭 会員

新年特別例会場風景（坪井パスト会長の長寿祝い御礼挨拶）

会長挨拶
　皆さんこんばんは。「新年特別例会」にたいへん大勢の会員の皆様にご出席をいただきまして，誠に
ありがとうございます。
　今年目出度く「米寿」をお迎えになる大森会員，坪井パスト会長，「傘寿」をお迎えになる三好会員，

「喜寿」をお迎えになる井上パスト会長，それに「古稀」をお迎えになる藤原唯朗会員には，本年ご長
寿なる年をお迎えになり，誠におめでとうございます。これからもどうかお健やかなる人生をお過ごし
いただけますよう，会員皆さんでお喜びを申し上げる次第でございます。
　また，「還暦」をお迎えになる諸国会員，井上和宣会員，それに山本会員には，長寿とは申せ，まだ
まだ現役真最中であります。これから愈々，人生の本番を迎えられる訳でありますので，ますますのご
活躍を期待申し上げる次第でございます。
　次に「年男」の皆さんをご紹介申し上げますが，７回目の干支をお迎えになる若林会員，４回目の干
支をお迎えになる池田会員，それに６回目の干支を迎える私，本德でございます。
　今年は「未年」でございまして，「未年」は変化の始発点であり，新しい時代への転換の年でもある
と聞いております。景気が本格的に回復し，大いなる可能性を秘めた明るい年になることを期待致すと
ころでございます。どうかご長寿をお迎えの皆さん，そして年男をお迎えの皆さんの益々のご健勝とご
多幸をご祈念申し上げまして，挨拶といたします。



手に手つないでの大合唱

齊藤副会長　閉会挨拶 お世話になった親睦活動委員会の皆さん

長寿と年男の皆さんによる鏡開き

長寿代表挨拶　坪井パスト会長 年男代表挨拶　若林会員 雛段の皆さんも鏡開きで祝福

本德会長お祝いの挨拶 貝原親睦活動委員長挨拶 石井直前会長鏡開きの樽酒で乾杯


