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本日のプログラム
　「ご挨拶」
　グアムからの留学生４名

▶2月26日のプログラム
　「ミルンとアナウンサー」
　岡山放送㈱アナウンサー　上岡元 様・神谷文乃 様

「わしの仕事は，これじゃあ」シリーズ 和氣伸吉 会員

2月12日のプログラム

１．会社の概要

　●会社名：株式会社メゾネット
　●住　所：岡山市北区奥田２丁目５－20
　●代表者：和氣伸吉
　●資本金：35,000千円
　●関連会社：㈱メゾネットホールディングス
　　　　　　　㈱ライブポップ
　●事業概要：
　　①介護事業　　・居宅介護支援事業所【１事業所】
　　　　　　　　　・デイサービスセンター【３事業所】
　　　　　　　　　・ヘルパーステーション【１事業所】
　　　　　　　　　・グループホーム【４事業所】
　　②飲食事業　　・「家」＋ Cafe
　　　　　　　　　・ベーカリーカフェ「ひるぜんファーマー」
　　③住宅販売　　・無印良品の家岡山
　　④映像事業　　・映像作成

２．介護事業　　介護施設「星の家」のご紹介
　　各事業所の紹介と取り扱い
　　①居宅介護支援事業所【１事業所】
　　　◎星の家中央居宅介護支援事業所（岡山市北区奥田）



　　　　（ 要介護認定等，各種申請や介護サービスを利用する際に窓口となる事業所。県の指定を受けた介
護支援専門員（ケアマネージャー）が相談に応じます。）

　　②デイサービスセンター（通所介護）【３事業所】
　　　◎星の家中央デイサービスセンター（岡山市北区奥田）
　　　◎星の家きらりデイサービスセンター（岡山市中区倉田）
　　　◎フィットネスデイサービス　ステップス with OSK（岡山市北区絵図町）
　　　　（ 食事や入浴などの日常生活上の支援や，生活機能向上のための機能訓練などを日帰りで提供する

事業所。）
　　③ヘルパーステーション（訪問介護）【１事業所】
　　　◎星の家中央ヘルパーステーション（岡山市北区奥田）
　　　　（ ホームヘルパーが自宅を訪問し，身体に必要な介護と，調理，洗濯，買物等の家事援助，その他

の日常生活全般にわたる援助を行う事業所。）
　　④グループホーム（認知症対応型共同生活介護）【４事業所】
　　　◎グループホーム星の家（瀬戸内市長船町）
　　　◎グループホーム星の家中央（岡山市北区奥田）
　　　◎グループホーム星の家きらり（岡山市中区倉田）
　　　◎グループホーム星の家ゆうづつ（倉敷市林）
　　　　（ 少人数（９人）で家庭に近い雰囲気の中で介護や支援を受けながら，食事の支度や掃除，洗濯など

の家事を行い，自宅に近い状況で生活を送ることができる事業所。）

３．これからの介護事業者の問題

　　・高齢者の人口増加 ⇒ 施設の数増加　　　　・施設の数増加 ⇒ 介護職員の確保
　　・景気上昇 ⇒ 介護職員の人口減少　　　　　・介護から医療へ ⇒ 介護職員の能力
　　・所得（年金）減少 ⇒ 利用の負担増

例会報告（2/12）

出席報告
　会員数　95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　87.10％（前々回訂正後出席率92.39％）
　ビジター　０名

会長挨拶・報告
　皆さんこんにちは！　昨日は，ゴルフ同好会の皆様には，私のわがままをお聞き届け下さり，福山市神
辺町の福山カントリークラブにて第6回例会を開催していただきました。この度は，参加者が16名というこ
とで，きっと“われこそは”と強い思いを抱いて試合に臨まれたことと存じますが，みなさんが高麗グリー
ンに悩まされる中にあって，さすが往年のキャリアを生かされて，仁科会員が見事優勝されました。仁科
先生には優勝おめでとうございました。またご参加をいただきました皆様には，遠路大変にお疲れさまで
ございました。楽しい同好会を開催していただき，どうもありがとうございました。
　また９日の月曜日には，井上青少年奉仕委員長をはじめ，委員会の皆さんと若林会報委員長，それに安
藤幹事，根木副幹事，私の計９名の会員にて西大寺観音院に出向き，坪井住職と副住職に「修正会」とい
う儀式を執り行っていただき，続いて少年はだか祭りの宝筒をお納めする厨子奉納の目録を坪井住職にお
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渡しして参りました。制作されたあかつきには，厨子の裏面には「岡山東ロータリークラブ」の名を入れ
ていただき，改めて贈呈式を行い，広くマスコミにも報道をしてもらいたいと思っています。贈呈した厨
子は，今後，未来永劫，大切にご宝殿に納められる事となるようでございます。
　続いて２月21日（土）には，継続事業でもございます少年はだか祭りの宝筒投下に行って参ります。関係
者の皆さんのご参加をよろしくお願いいたします。
　次なる事業は，来週の月曜日16日から始まる「グアムの高校生の体験学習及びホームステイ事業」でご
ざいます。詳細は諸國国際奉仕委員長からお話しいただけるものと思いますが，次回の例会にはグアムか
らの高校生たちをお連れしますので，どうか皆さんで優しく迎えていただきたいと思います。また，同日
６時30分からはアークホテル岡山において，高校生と引率の先生，それに私たち会員による楽しい交歓会
を開催したいと思っています。都合のつくお方は，ぜひご出席いただきますよう，どうかよろしくお願い
を申し上げ，会長挨拶・報告とさせていただきます。

幹事報告
１．２月９日，西大寺観音院にて，少年はだか祭りにおける宝筒厨子の奉納を会長，青少年奉仕委員会

の委員，若林会報委員長，根木副幹事と私でしてまいりました。
２．昨年度ふわふわ贈呈をしました，いわて GINGA-NET より会報が届きましたので，回覧いたします。
３．他クラブ週報を回覧いたします。

次年度幹事報告
１．本日，第１回被選理事役員会と第１回被選クラブ協議会の開催のご案内をポスティングしておりま

すので，関係各位はご予定下さい。
２．2015-2016年度版ロータリー手帳の注文が届きましたので，ご希望をお伺いいたします。名簿を回覧

いたしますので，必要な方は○印をお願いします。

委員会報告
●国際奉仕委員会　諸國眞太郞 委員長
　① ２月16日から22日まで，グアム St. John’s 高校生５名が体験学習及びホームステイに来岡されます。行

程表をポスティングしておりますが，このうち２月19日アークホテルでの交歓会，２月20日の蒜山雪
山体験と湯原温泉宿泊体験に同行参加希望される会員はお申し出下さい（FAX にて案内済み）。

　② 例会終了後，ホストファミリーをしていただく本德会長，石井直前会長，齊藤副会長，阿部会員と私
の５名でホームステイについての打ち合わせを行います。

●広報委員会　藤井一也 委員長
　「ロータリーの友」２月号　主要記事の紹介
　（横組み）

　　①世界理解月間にちなんだ記事です。是非ご高覧下さい。
　　　・海外に行った際に体験した世界各地の文化・習慣（P.8〜 P.10）
　　　・独自に青少年国際交流事業を行うクラブ紹介（P.11〜 P.17）
　　　・海外で活動する日本のロータリアン（P.18〜 P.21）
　　　・青少年交換で日本を体験（P.22〜 P.29）
　　②ロータリー特別月間が新年度（2015年７月）から変更されます。
　（縦組み）

　　・ROTARY AT WORK には，各地のロータリー活動が載っております。是非ご高覧下さい。



少年はだか祭り協賛の「宝筒厨子」奉納（2/9）

　２月９日（月）午後１時，西大寺観音院本堂で坪井住職による「修正会」祈願のあと，少年はだか祭りで
投下される「宝筒を納める厨子の奉納式」が行われ，岡山東ロータリークラブからは本德会長，安藤幹事，
井上（和）青少年奉仕委員長ら９名が出席しました。
　これは，２月21日（土）の少年はだか祭り協賛するもう一つの事業として，当日小学５・６年生に投下さ
れる「宝筒を納める厨子」を岡山東ロータリークラブが奉納する事業であります（小学３・４年生には五福
筒，小学１・２年生には宝もちが投下）。この宝筒厨子の奉納事業によって，激しい争奪戦を制して手にし
た福男児の宝筒は，立派な「厨子」に納められて西大寺観音院に奉納，保管，飾られることになります。
この宝筒厨子奉納事業は，少年はだか祭りの発展に向けての大きな一歩を踏み出し，より進化されると共

●スマイル●
本德 ２月16日から一週間グアムの高校生たちが体験学習にやってまいります。皆さんのご協

力をいただいて，明るく楽しい有意義な滞在学習であって欲しいと願います。
仁科 ゴルフ優勝久しぶりにできました。シルバー新入生は有効でした。同伴の本德会長，荒

川エレクト，内山さん，ありがとうございます。
赤松 ①昨日はブドウ園に影を落とす山の大木３本を伐採し薪にしました。命がけの人生です。

②本日も皆様のご出席ありがとう存じます。
和氣 本日，卓話をさせていただきます。よろしくお願いします。
岡本 ２月７日・８日，湯原温泉 菊乃湯の将棋の女流名人戦イベントに参加しました。池田社

長お世話ありがとうございました。
近藤（聡） 大変です !!　ゴルフがぶっ壊れてます…。昨日のゴルフ同好会でまさかのブービー賞！　

100が切れません！　誰か助けて下さい !!
石原 誕生日に万歩計ありがとうございました。早速利用してますが，よく歩いたつもりでも

6,000歩ぐらいです。家内にはメタボと言われておりますので，メタボ解消に向けて１万
歩を目標に歩こうかなと思っております。

藤岡 ①２月13日からカンボジア アンコールワット観光のため家族で行くようになっておりま
したが，子どもたちの要望でオレンジ色の服で砂漠に並ばされるのは“やめて”と言われ
て，又外務省に打診したら，極力自粛のため控えるように言われて素直に延期しました。
命が長らえたような気がしました。　②大変良いことがありました。２つも３つも重なっ
てのことでスマイルしました。

深田 昨日のゴルフ同好会例会で準優勝できました。一緒にラウンドしていただいた藤岡さん，
阿部さん，斉藤良仁先生ありがとうございました。課題のアイアンを克服して次回も頑
張りたいと思います。

弘中 昨日は当ホテルにて催しがあり，多くの方にお越しいただきました。誠にありがとうご
ざいます。特に内山隆義さんには色々とご尽力をいただき感謝いたします。

花岡 入会早々体調を崩しておりましたが，無事復帰いたしました。これからよろしくお願い
いたします。

三垣 昨日のゴルフ同好会でベスグロいただきました。もっと頑張ります。
勘藤 スマイルに協力。本日は目標を下回っています。皆さん，嬉しいことを見つけて，スマ

イルにご協力下さい。よろしくお願いします。合掌。
 13件　71,000円
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に，青少年に感動を与え，子どもたちの健全な育成に資することを目的とした岡山東ロータリークラブの
青少年奉仕事業の一つであります。

第６回ゴルフ同好会（2/11）

　ゴルフ同好会第６回例会が，２月11日（水：祝）に
福山 CC にて開催されました。冬晴れの穏やかな天
候の中で総勢16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。当日は高麗グリーンを使用し
ていたためパットに悩まされましたが，激戦を制し
て見事優勝されたのは仁科恭一郎会員でした。おめ
でとうございます。
　なお，当ゴルフ場のメンバーであります本德会長
のご配慮により特別優待価格でプレーすることがで
きました。ありがとうございました。またゴルフ場
からもゴルフ用ボストンバックを提供していただき，当日賞（６位）として斉藤良仁会員が獲得されました。
　次回は３月15日（日）たけべの森ゴルフ倶楽部にて行いますので，奮ってのご参加をよろしくお願いしま
す。

（第６回例会） OUT IN GROSS HDCP NET
優勝　仁科恭一郎 会員 42 45 87 19 68
２位　深田　浩史 会員 45 46 91 18 73
３位　佐藤　英明 会員 55 53 108 32 76
ＢＧ　三垣日出人 会員 40 40 80 ０ 80

（本堂）千手観音菩薩の前で祈願する坪井住職と本德会長ほか岡山東 RC 会員

奉納した宝筒厨子（目録）

本德会長より，宝筒厨子（目録）の奉納

西大寺観音院本堂に於いて記念撮影



第３回麻雀同好会（2/12）

　東風の会　第３回競技会が２月12日（木）ロイヤル
マージャン CL にて開催されました。当日は昼の例
会に続き，13名の参加で開催されました。
　ルール上，不備なところもありましたが，皆様，
終始和やかな雰囲気の中で無事終了しました。
　　優勝　更井正人 会員
　　２位　木村　旭 会員
　　３位　丹羽国泰 会員
　　　　　　　15年組　強し！

グアム高校生�体験学習及びホームステイ事業（2/16〜2/22）

　今期の国際奉仕委員会（諸國眞太郎委員長）では，先のベトナムの国際奉仕（1/30〜2/2）に引き続き，グア
ムの高校生５名を招待しての体験学習及びホームステイ事業に取り組みます。
　これは，２月16日（月）から22日（日）までの期間，グアムの St. John’s School 高校生５名を招いて，日本の
学校での体験学習及び会員宅でのホームステイによる日本の家庭での生活体験，その他日本文化に触れる
機会を提供する等，国際親善の一環として取り組む事業であります。尚，ホームステイ宅を提供下さる会
員は，本德会長，石井直前会長，齊藤副会長，諸國委員長，阿部会員です。（写真は，２月16日岡山空港に
到着したグアムからの高校生の歓迎出迎え）

優勝　仁科恭一郎 会員 ２位　深田　浩史 会員 ３位　佐藤　英明 会員

お知らせ
グアム高校生来訪の２月16日（月）から22日（日）までの行事については，次号に掲載します。

No.1


