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本日のプログラム
　「国際ロータリーの最新事情」
　鳥居滋 パストガバナー

▶2月5日のプログラム
　「お祝い行事」
　「 ベトナム事業報告とグアム高校生の滞在中の予

定について」
　諸國眞太郎 国際奉仕委員長

「わしの仕事は，これじゃあ」シリーズ 高橋憲志 会員

1月22日のプログラム

　本日，卓話をさせていただく高橋です。どうぞよろしくお願いします。
　それでは屋号からご紹介します。株式会社岡憲塗装と申します。名前の由来で
すが，岡山で一番を目指そうという事で実家近くの住職さまにつけていただきま
した。平成２年に岡憲塗装としてスタートした半年後に，とある運送会社さんが
オカケンと改名しましたと大々的に CM が流れました。そのおかげで当時は，よ
く運送会社さんとまちがえられました。しかし，オカケンという響きが浸透して
いましたので，私の会社も直ぐに覚えていただきました。
　あなたの会社はどんな所に塗装するの？　できるの？　とよく
質問を受けますので，弊社の仕事の内容をご説明します。
　先ずは弊社の取引先様ですが，岡山県，岡山市，ハウスメー
カー，地元工務店，建物管理会社様です。その中で外壁改修，外
壁塗り替え，防水，リフォーム全般を施工させていただいていま
す。
　塗装会社もそれぞれ得意分野があります。弊社は，改修工事

（リニューアル）特に低層ビル（１F 〜５F）と，一般戸建の塗替え
を施工しています。殆ど新築工事は行っておりません。新築の場
合は他業者と協同で工期内に納めて行きます。但し，前工程，工
事が遅れて塗装工期が少なくなる場合が多々あり，必要以上に人工数と手間がかかるというリスクがあり
ます。その点，改修塗り替え工事は既存のものに塗装工事，防水工事を行いますので，工期の遅れ等のリ
スクが少なく，他社も殆どいないのでスムーズに工事が行えます。
　但し，改修工事，塗り替え工事の場合は，入居者様がいますので安全等の配慮が必要です。入居者様の

〈会社の沿革〉
平成元年4月1日創業
平成2年10月有限会社に組織変更
平成12年10月株式会社に組織変更
平成17年名古屋営業所を開設
平成21年10月創業20周年を迎える
平成26年4月横浜営業所を開設
そして現在に至る



対応，安全管理，施工管理ができなければクレーム等がおきるという事です。
　お客様に不愉快な思いをさせないよう，配慮を徹底し，様々な対応ができるよう日々努力していく所存
です。
　最後に，塗装で出来る社会貢献についてご紹介させていただきます。塗装という職種を生かして，ボラ
ンティア活動に参加しています。昨年の10月には岡山県警，岡山市内の学生と一緒に落書き消しのボラン
ティアを行いました。落書き消しに必要な材料やノウハウなど，社業を通じてできるボランティアのため
毎年の行事として定着しております。
　皆様に少しでも塗装業というものについて，理解していただければ嬉しく思います。本日はありがとう
ございました。

例会報告（1/22）

出席報告
　会員数　94名（内出席免除者17名）
　出席者　76名（内出席免除者出席12名）
　出席率　85.39％（前々回訂正後出席率93.55％）
　ビジター　３名

会長挨拶・報告
　先週「新年特別例会」には，大勢の会員皆様のご出席をいただき，親睦活動委員会の皆様のお陰で，と
ても賑やかで楽しい「ご長寿の会」，「年男の会」を開催していただきました。どうもありがとうございま
した。特に「米寿」を迎えられた大森会員，坪井パスト会長には，私達の大先輩としていつまでもお達者
であられ，次なるご長寿のお祝いであります90歳「卒寿」のお祝いを，皆さんで盛大に開かせていただき
たいと今から思っておりますので，どうかこれからもお元気でご活躍をいただきますよう，よろしくお願
い申し上げます。
　また後ほど，諸國国際奉仕委員長からもご案内をいただけるものと思いますが，今月30日から２月２日
までの間，西下会長年度からの継続事業でもあります“次世代を繋ぐベトナム奉仕活動”のために，ベトナ
ムに行って参ります。今年も15名の会員の皆さんと「ニントイ A 中学校」と「タンタック A 小学校」に訪
問し，書籍の贈呈と図書室整備のお手伝いをして参りたいと考えております。
　貧困からの脱出は「教育」であろうと考えますし，均等な教育機会を与えるためには，まず教育環境を
整えるお手伝いをさせていただくことが大切であろうと思います。短期間ではありますが，皆さんで意義
のある奉仕活動に繋げて参りたいと考えております。
　今夕は６時30分より「第３回クラブフォーラム」を開催いたします。参加予定の方は必ずご出席をいた
だきますようよろしくお願いいたします。テーマは“クラブ奉仕について”のフォーラムをお願いしたいと
思っています。カウンセラーは当初，西本　晃ロータリー情報委員にお願いをしておりましたが，健康上
の都合で本日は欠席でございます。急遽，石井英行ロータリー情報委員長にお願いをいたしました。石井
委員長どうかよろしくお願いいたします。

幹事報告
１．本日は，ベトナムミールです。
２．本日18：30より第３回クラブフォーラムを開催いたします。出席予定の方はよろしくお願いいたします。
３．本日，対象の方に２月５日（木）第３回 I.D.M. のご案内をポスティングしております。
４．３月28日（土）インターシティー・ミーティング開催のご案内をポスティングしております。イン

ターシティー・ミーティング会場が久世ですので，バスをチャーターする予定です。
５．他クラブ週報を回覧します。

お 食 事
（ベトナムミール）
チキンライス スクランブルエッグ添え，
サラダ，コーヒー



根木副幹事報告
１．2015－16年度　理事・役員・委員会編成案をポスティングしています。

協賛金贈呈「第44回少年はだか祭り」
　西大寺青年会議所より，少年はだか祭り実行委員会 坪井委員長と
同事務局長 柴田氏の訪問をいただき，本德会長より協賛金の贈呈が
行われました。坪井実行委員長よりお礼の挨拶がありました。
　なお，「少年はだか祭り」は２月21日（土）会陽当日の午後３時20分
より４時50分まで開催。

I.M. 出席依頼
　I.M. 実行委員長 梶田博嗣様と備前 RC 雷門喜助様にお越しいただき，2015年３月28日の国際ロータリー
第2690地区第８・９グループ I.M. への参加依頼がありました。

委員会報告
●広報委員会　藤井一也 広報委員長
　「ロータリーの友」１月号　主要記事紹介
　横組み３頁　黄其光2014-15年度 RI 会長メッセージ「ロータリーについて話そう」を朗読されました。

●国際奉仕委員会　諸國眞太郞 委員長
　例会後，ベトナム奉仕活動についての説明会を行いますのでご参加の方はお集まりください。

●青少年奉仕委員会　井上和宣 委員長
　例会後，13回目の委員会を開催しますので関係者の方はお集まりください。

●麻雀同好会「東風の会」　三垣日出人 幹事
　第３回競技会を２月12日（木）に開催します。大勢の方のご参加をお待ちしております。

ロータリー財団表彰
　国際ロータリー日本事務局より，年次寄付の認
証ピン並びに認証状が届き，本德会長より授与さ
れました。
　● ポールハリスフェロー ＋３　西下裕平 パスト会長

国際ロータリー表彰
　国際ロータリーより，石井直前会長にスポン
サーピンが届いており，本德会長より授与されま
した。



●スマイル●
梶田（備前 RC・I.M. 実行委員長）　　I.M. のお世話を担当しています。全員登録の御礼と３月28日の

ご出席のお願いに寄せていただきました。
坪井（少年はだか祭り実行委員会実行委員長）　　平素より少年はだか祭りにご支援・ご協力をいた

だきありがとうございます。本年で第44回を迎える少年はだか祭りも，煩悩を昇華でき
るよう感動を形にしてまいります。少年達に多くのご声援をよろしくお願いいたします。

鳥居 備前ロータリークラブの梶田さんようこそいらっしゃいました。
米田 西大寺 JC の会長が無理なお願に来られております。よろしく。
井上（一） 喜寿の祝いをありがとうございました。早速いただいたコップで長寿を祝いました。
丹羽 第２回囲碁同好会に参加して，参加賞をいただきました。次回は優勝をめざします。
本德 先週の「新年特別例会」には，多数のご出席をいただきましてありがとうございました。

ご長寿，年男の皆さんの益々の御活躍をお祈り申し上げます。
安藤 私の会社のベトナム事業について，山陽新聞にご紹介いただきました。がんばります。
根木 ①少年はだかまつりより，坪井実行委員長，柴田事務局長をお向えして。　②坪井さん西

大寺 JC 理事長就任おめでとうございます。
池田 ①藤岡さん年末はお世話になりました。　②２月７日・８日に女流名人戦が湯原国際観光

ホテル菊之湯で開催されます。　③新年特別例会では年男のお祝いをしていただきありが
とうございます。

髙山 RSK「イオン特集」で表町で妻と孫と買物をしているところを大きく大きく写してもらい
ました。

井上（和） 少年はだか祭り実行委員会の皆様ようこそ。新年特別例会では長寿のお祝いをいただき
ありがとうございました。

諸國 家内の誕生日には，かわいい花をありがとうございました。新年特別例会では還暦のお
祝いをしていただきありがとうございました。

赤松 大寒も過ぎ，今日は少し寒さがやわらいでいます。本日も皆様のご出席ありがとう存じ
ます。

内山（隆） 囲碁同好会，対戦相手にめぐまれ２位となりました。
北村 先日の囲碁同好会碁会に於いて優勝しました。私が優勝出来ないように同好会会員に早

く強くなって欲しいものです。
三好 先日の新年特別例会では，長寿のお祝いをしていただき誠にありがとうございました。

先約の会と重なり例会に出席できず，大変失礼いたしました。まことに申し訳ございま
せん。

藤原（唯） 新年特別例会では，古希の祝いをして下さってありがとうございます。又先日，日名先
生心臓の検査ありがとうございました。

斉藤（良） 髙藤さんありがとうございました。所用のため早退します。
高橋 本日は，卓話をさせていただきます。よろしくお願いいたします。
井上（英） 遅くなりましたが，年末年始，家内と私の誕生日などいろいろお世話になりました。あ

りがとうございました。
山下（和） ロータリー財団表彰ありがとうございます。又，本日西大寺 JC よりおいでいただき，少

年はだか祭りの成功を祈っています。感謝感謝。
横手 髙藤さん，先日はお世話になりました。
友野 誕生日祝いの品をいただきありがとうございました。万歩計や消費カロリー表示もあり，

最近メタボ気味の妻にプレゼントしました。これで少しでもメタボ解消になるといい
が？

浦上 年明けから早々と誕生日祝に結婚記念日を祝っていただきました。ありがとうございま
す。皆様のご多幸をお祈り申し上げます。

S A A 



山本 還暦祝いありがとうございました。同い歳の女房は，還暦ではないと言い張ります。
大西 本年１月３日に娘の結納式がありました。振り返りますと，娘の結婚について悠長に構

えていた私は，昨年「丹羽パスト会長」の「卵子の劣化」のスピーチをお聞きしてから
意識が大きく変わり，娘を退職させ，そして見合いという縁（えにし）に進んで行きまし
た。あのスピーチをお聞きしていなかったら，このたびの結納もなかった訳で，遠因で
はありますが，私と我が家にとっては慶事に向かう本当に大きな要因となりました。丹
羽パスト会長に感謝しますとともに，ドクターシリーズを企画して下さった前年度のプ
ログラム委員の方々に感謝いたします。ありがとうございました。※ 先週の新年特別例
会お世話になりました。

末藤 新年特別例会では，司会をさせていただきありがとうございました。お聞き苦しい点も
多々あったとは思いますが，ご容赦ください。

勘藤 先週土曜日囲碁同好会で三位に入賞しました。ありがとうございました。三回戦までは
全勝で来たので優勝できるかと思ったのですが四回戦で北村五段に完敗しました。又し
ても煩悩が邪魔しました。精進します。今週末はゴルフにがんばります。合掌

 29件　163,000円

第５回ゴルフ同好会（1/24）
　ゴルフ同好会第５回例会が，１月24日（土）に岡
山ゴルフ倶楽部（帯江コース）にて開催されました。
冬の寒さを忘れるほど暖かく，風もほとんどない
ゴルフ日和の中，総勢26名の同好会メンバーが参
加して大いに盛り上がりました。
　当日はゲスト＆メンバー競技にも参加したため，
ノータッチでのプレーでした。クラブ競技に見事
入賞された方もいらっしゃいました。
　激戦を制して優勝されたのは荒川謙三会員でし
た，おめでとうございます。
　次回は２月11日（水：建国記念の日）に昨年10月
の台風で開催中止になりました福山カントリークラブにて行いますので，奮ってのご参加を宜しくお願い
します。

（第５回例会） OUT IN GROSS HDC NET
優勝　荒川謙三 会員 45 45 90 13 77
２位　山本督憲 会員 50 48 98 20 78
３位　北村正発 会員 41 49 90 10 80
ＢＧ　三垣日出人 会員 39 43 82 ０ 82

優勝　荒川謙三 会員 ２位　山本督憲 会員 ３位　北村正発 会員



第３回クラブフォーラム（1/22）
　１月22日（木）18時30分より岡山プラザホテルにおいて，第３回クラブフォーラムが会員42名出席して開
催されました。
　「クラブ奉仕について」のテーマで，カウンセラーに石井ロータリー情報委員長，パネラーに高山プログ
ラム委員長，渡邊（修）会報副委員長，赤松出席委員長がなり，岡山東 RC の魅力について三正副委員長から
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。 
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（参考）県南 18RC の週報発行状況（ページ数・電子版）    会報委員会配布資料 
 

 RC 9 月末 
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週報

 RC 9 月末 

会員数

週報・ 

ﾍﾟｰｼﾞ数 

ﾎｰﾑ 

ﾍﾟｰｼﾞ

 

週報

第
９
Ｇ
（
６
） 

赤磐 16 1 ○ × 
第
１
０
Ｇ
（
６
） 

岡山旭川 24 2 × × 
備前 60 はがき ○ × 岡山中央 38 はがき × × 
岡山 111 2＊ × × 岡山北 41 2 ○ ○ 
岡山東 93 4－6 ○ ○ 岡山南 158 はがき × × 
岡山北西 56 4 ○ ○ 玉野 36 2 ○ ○ 
岡山後楽園 54 はがき × × 牛窓 5 1 × × 

第
１
１
Ｇ
（
６
） 

岡山備南 32 2 × × ＊A4 換算 
 岡山城 26 1 ○ × 

岡山岡南 34 2 × × 
岡山丸の内 39 2 ○ × 
岡山西 71 はがき ○ 月報

岡山西南 59 4 ○ × 
（注釈） 

① 週報発行のページ数については、4 ページの岡山東、岡山北西、岡山西南の３RC 以外では 
2 ページ７RC、1 ページ３RC、はがき５RC 

② ホームページ開設の有無、ホームページへの週報の掲載有無は、○×表示 
③ 週報発行の取組みは、クラブによってかなり差異あり。 

これがクラブのロータリー活動のバロメーターと関係ありや否や？ 
 

 


