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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
　塩見泰利 会員

▶5月28日のプログラム
　「わしの仕事は，これじゃあ」シリーズ
　大西直規 会員

「2015年度�イチオシ文具」 株式会社フォーデック 取締役副社長　石田信正 様

5月14日のプログラム

　近年，世界の市場で made in japan の技術力・サービスの評価が非常に高まっ
ています。文房具製品においても同様で，この数年で革命級の進化が起きている
と言われています。テレビや雑誌などのメディアで頻繁に紹介されており，加え
て，プロのエコノミストからもその実力を高く評価されています。
　もし５年以上買い替えていない文房具があったら，是非一度文房具売り場を訪
れてください。この５年ほどで，もはや新発明といってもいいような文房具がた
くさん発売されています。
　2015年のキーワードは「ストレスフリー」。
　筆記具では，すらすら書けるボールペン，消せるボールペン，強い筆圧でも芯
が折れないシャープペン，芯が回って先がとがるシャープペン。他に，サクサク綴じれるホッチキス，針
なし穴なしで綴じれるステープラ―，サクサク刃先まで切れるはさみ等。
　上記の製品は，新しい機能を実現する為，偉大なるローテク・ハイテク技術が駆使されています。まさ
にそれらの摺合せ技術に日本の文房具の神髄があるといえます。
　今回これら技術の一端を紹介させていただき，日本が誇る文房具にさらに興味を持ち，文房具で暮らし
が変わる楽しさを味わっていただけたら幸いです。 （註：石田信正副社長は道後 RC 会員）

「イチオシ文具リスト」



例会報告（5/14）
出席報告
　会員数　96名（内出席免除者17名）
　出席者　77名（内出席免除者出席13名）
　出席率　83.70％（前々回訂正後出席率89.36％）
　ビジター　１名

会長挨拶・報告
　皆さんこんにちは！　本日は，株式会社フォーデックの取締役副社長　石田信正様から卓話を頂戴する
事となっておりまして，石田副社長様にはお忙しい中，私どもの為にわざわざお越しいただきまして誠に
ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。
　本日はまた，国際ロータリー第2690地区・第9グループ　ガバナー補佐　駒澤　勝様にお越しいただいて
おります。後程，ご挨拶を頂戴したいと存じますので，駒澤ガバナー補佐どうかよろしくお願いいたしま
す。
　また，私達の国際奉仕活動のカウンターパートである「ナーチャー・ザ・ドリーム」のソン副代表がお
越しでございます。これからもベトナムでのボランティア活動に関しましては，色々とお世話をいただく
事になるかと思いますので，今後ともよろしくお願い申し上げます。後ほどご挨拶をいただきたいと思い
ますので，舟橋先生，通訳の程よろしくお願いいたします。
　昨夜は，県南18RC 会長会が，松本ガバナーを囲んでホテルグランヴィアにおいて開催されました。各
クラブから活動状況についての発表があり，私は来週から始まる「メークアップウィーク事業」について，
訪問クラブ会長に理解と協力をお願いして参りました。また岡山 RC・古市会長からは，牛窓 RC は本年度
末をもって岡山クラブと合併し，年度末をもって牛窓 RC は解散をするそうでございます。
　また今夜６時30分より，私の年度最終の「第６回クラブ協議会」を開催いたします。本年度の活動報告
について，理事・役員・各委員長さんから次年度への申し送り事項と併せ報告を頂き，引き続いて荒川年
度における活動方針について発表をいただきたいと存じます。関係の皆さんの出席方よろしくお願いいた
します。
　また，今週土曜日から日曜日にかけまして，四国松山に遠征ゴルフに出かけます。貝原親睦活動委員長
をはじめ，同好会担当の皆さんには大変お世話を掛けますが，みんなで楽しい遠征ゴルフにしたいと思っ
ていますので，ご協力の程よろしくお願いいたしまして，会長挨拶・報告といたします。

幹事報告
１．本日18：30より新旧合同クラブ協議会を開催いたします。関係各位は，『クラブ活動・運営計画報告

書』をお持ちください。
２．道後 RC のバナーを回覧いたします。
３．他クラブの週報を回覧いたします。

駒澤ガバナー補佐　訪問挨拶
　第９ブロック駒澤勝ガバナー補佐が来訪され，岡山東 RC のクラブ運営に関
しては，ガバナーの方針に沿った立派な運営が出来ている旨の高い評価を受け
ました。

お 食 事
レバニラ炒め，特製焼売，小海老とキュ
ウリのサラダ，スープ，御飯，ザーサイ



ナーチャー・ザ・ドリーム　ソン副代表　来訪挨拶
　親愛なる岡山東ロータリークラブの皆様，ベト
ナムから参りました Nurture the Dream 副代表の
ソンと申します。本日は，例会の貴重な時間の中
で皆様に親しくご挨拶させていただける機会を与
えていただき，感謝申し上げます。また，私達が
ボランティア団体を立ち上げた当初から，長く私
たちの活動をご支援・ご指導いただいていること
にも心から感謝の言葉を申し上げます。皆様のご
支援のおかげで，ベトナムの恵まれない子供たち
が本に親しみ夢を描ける図書室を整備でき，また
学校からドロップアウトせずに学ぶ機会を可能に
する奨学金を提供することが出来ました。有難うございます。一人でも多くの恵まれない子供たちに夢を
抱かせ，それを実現できるようこれからも努力して参りますので引き続きご支援をいただきますようお願
い申し上げます。本日は貴重なお時間を有難うございました。 （通訳　舟橋弘晃会員）

委員会報告
●親睦活動委員会　内山淳 副委員長
　１．ゴルフ同好会の松山方面遠征ゴルフ（５月16－17日）のご案内。
　２． チャーターナイト特別例会のご案内。６月11日（木）18：30，於 アークホテル岡山。ご夫人ご招待（無

料）。５月20日までにお申し込み下さい。

●広報委員会　藤井一也 委員長
　「ロータリーの友」５月号　主要記事のご案内
　（横組み）
　　１．ポリオ撲滅活動の最新事情
　　２．独自の奨学金を持つクラブ紹介記事①
　　　　（８クラブ紹介中，岡山 RC 国際交流奨学基金あり）P.14
　　３．ロータリーデー行事紹介記事
　　　　（11クラブ紹介中，総社吉備路 RC・備前 RC・井原 RC あり）
　　４．ロータリーカードでポリオ撲滅に貢献紹介記事
　　　　（２クラブ中，岡山南 RC あり）P.32
　　５．ガバナーの紹介－2690地区松本祐二ガバナー（益田西 RC）P.36
　（縦組み）
　　１．見えないから見えたもの　岡山県立岡山盲学校講師　竹内昌彦　P.3
　　２．（ROTARY AT WORK 文章編より）
　　　　点字ブロックの啓蒙と障害物撤去の活動　岡山東RC　P.25　

●スマイル●
石田（道後 RC）　　本日，お世話になります。文具のお話しをさせていただきます。
鳥居 RI 第2690地区にて，2008〜2009年度の同期ガバナーの親睦会（30数名）が，５月９〜13日

に掛けてお世話をいたしました。その際には，本德会長のご挨拶をいただき，お世話に
なりました。また横手会員にも多大のお世話になりありがとうございました。

井上（一） 誕生日祝いをありがとうございました。
更井 過日マージャン同好会「東風の会」最終例会を遠征例会として，湯原温泉にて行ないま

した。その際には本德会長にはご厚志を賜りありがとうございました。又，池田会員に
は大変お心遣いいただき感謝です。大会は私の二連勝でした。

糸島 ①駒澤ガバナー補佐お疲れさまです。もう少しになりましたね。　② Son さんようこそお
いで下さいました。

S A A 



丹羽 駒澤勝ガバナー補佐，ご来会いただきましてありがとうございます。これからも御指導
の程何卒よろしくお願いします。

西下 東風の会３位いただきました。池田会員おもてなしありがとうございました。ソンさん
ようこそ岡山へ。

石井 ①昨日山陽新聞に弊社の記事が掲載されました，今後ともご支援よろしくお願いします。
②フォーデックの石田副社長，今日の卓話期待しております。　③本德会長，東風の会の
遠征旅行にはお気遣いありがとうございました。　④駒澤ガバナー補佐ようこそお越しい
ただきました。　⑤ベトナムからソンさんようこそ。

本德 駒澤ガバナー補佐，ソン副代表ようこそお越し下さいました。本年度も大変お世話にな
り，感謝申し上げます。今後ともどうかよろしくお願いいたします。

齊藤（博） 先月で事務所が創業30周年を迎えました。30年という時の長さには胸に迫るものがあり
ます。この気持ちを形にした方がいいと鑑みて関係各位には記念品を購入して心ばかり
のものですが，ほんのしるしとさせていただきました。その節には石井さんにお世話に
なりました。

荒川 先日の麻雀同好会に付属するゴルフ大会に飛び入りで参加し，優勝させていただきまし
た。二日酔いの人などが相手でしたので，当然？？？

安藤 Son さん，ようこそ，岡山東 RC へ。ベトナムではお世話になり，ありがとうございま
す。Mr. Son, welcome to our Rotary Club. Thank you very much your consideration in 
Vietnum.

池田 東風の会の皆様には，湯原温泉へおこしいただき誠にありがとうございました。
若林 元会員で弁護士の山脇章成氏が今月７日死去されました。昨年４月の亀山英之氏に続き，

一中時代から竹馬の友が亡くなりました。謹んでご冥福を祈ります。
佐々木 ①池田さん，先日の麻雀同好会遠征では美味しい料理をたくさんありがとうございまし

た。　②三垣幹事いろいろありがとうございました。　③ソンさんようこそ！
諸國 ソンさんようこそ。
赤松 ①サツマイモの苗を植えねばなりません。サンショの“佃煮”も作らないと。忙しくなっ

てきました。　②本日も皆様のご出席ありがとう存じます。
山田 「東風の会」では池田さんに大変お世話にになりました。ありがとうございました。
木村 SAA に協力。
児島（道） SAA に協力。
舟橋 駒澤ガバナー補佐様，ソンさん，ようこそ岡山東 RC へ。池田会員，先日は大変お世話

になり，ありがとうございました。
齋藤（信） ①誕生日のプレゼントありがとうございました。　②長男に男の子が生まれました。初孫

です。
佐藤 結婚記念日のお祝いをありがとうございました。ソンさん，ベトナムでお世話になりま

した。
横手 ①鳥居パストガバナー，同期会ありがとうございました。　②三垣様，先日はお世話にな

りました。
大澤 今年のゴールデンウィークは，日直も当直もなく，カレンダー通り休めました。若い先

生方に感謝です。
藤岡 ①５月８日〜５月12日，足利フラワーパークを見て伊豆の方に出向き，女房孝行しまし

た。　②非常に良い事がありました内容について又報告します。
大河原 結婚記念日のお祝いありがとうございました。スマイルします。
深田 ①先週は，誕生日，結婚記念日のお祝ありがとうございました。　②先日の東風の会の例

会では皆さんお世話になりましてありがとうございました。池田さん色々とありがとう
ございました。　③本日は所用によりお先に失礼させていただきます。

弘中 ①結婚のお祝をいただきありがとうございます。　②先日時の７日 グアムの慰労会を開
催いただき，ありがとうございました。

神田 東風の会ではお世話になりました，目標のトップは取れませんでしたが，とても楽しめ
ました。



第６回クラブ協議会（第２回被選クラブ協議会）（5/14）

　５月14日（木）18時30分より岡山プラザホテル４F「鶴鳴の間」にて，標記クラブ協議会が開催されました。
　本德会長の挨拶（下記）に続き，荒川次年度会長の挨拶では，「和を広めよう」を次年度クラブ運営方針と
して，日本の和の文化を例会やクラブ活動の中に取り入れて，みなさんと共に和の精神でがんばりましょ
うと挨拶されました。引き続き，本年度理事・役員・委員長より一年間の活動報告と申し送り事項の発表
と，次年度理事・役員・各委員長より次年度に向けての活動方針が発表されました。

（本德会長の挨拶）
　「明るく楽しいロータリー活動」を標榜しつつ，石井直前会長年度の勢いをそのままいただき，加え
て理事・役員・委員長の皆さんの頑張りのお陰で，充実した実り多き年度を過ごすことができました。
感謝の気持ちで一杯でございます。
　具体的な活動報告につきましては，後ほど各委員長から発表をいただけるものと思いますが，本年度
の活動コンセプトといたしましては「教育」がキーワードでございました。
１）子供達への教育活動事業
　「点字ブロックの啓蒙活動プロジェクト」，「西大寺観音院での子供会陽への参加と宝筒を納める厨子
の奉納」，さらには「ベトナムでの教育支援活動」であります。
２）青少年向けの教育活動事業
　「グアム高校生の岡山での体験入学とホームステイを通じての生活体験」，「中国学園大学の学生東北
ボランティア活動の資金の支援と壮行式の実施」，更には「就実大学での出前講座の開催」であり，加
えて来季への継続事業となりますが，「青少年交換プログラムの取り組み」であります。
３）生涯学習として教育活動事業
　「認知症フォーラムの開催」，「世界の山崎パンへの工場見学」であります。
自画自賛ではありますが，何れも大変に有意義な教育活動事業であったように思います。
　最後に残る課題は，地区最重点目標であります「会員数３％・３人の増強」であります。期初の会員
数92名でお受けし，今日現在で96名の在籍でございますので，現時点では何とか目標達成が叶いそうで
すが，ただこれからの１ヶ月半の間に，退会者が出ないことを祈るばかりでございます。

　今日までご支援ご協力にいただきました理事・役員・委員長の皆さんに心から感謝を申し上げ，ご挨
拶とさせていただきます。

三垣 ①ソンさんお久し振りです。　②先日の東風の会で２位に入賞しました。又，当日は池田
会員には大変お世話になりありがとうございました。　③本德会長，更井同好会会長あり
がとうございました。

勘藤 駒澤ガバナー補佐ようこそお越し下さいました。先日は結構な本をいただき，ありがと
うございました。先生の宗教心の篤さに敬服いたしております。合掌

 32件　161,000円

会場風景本德会長挨拶



第４回麻雀同好会「東風の会」（遠征例会）（5/9）

　５月９日（土），第４回遠征例会が池田会員の湯
原・国際観光ホテル菊之湯にて開催されました。
　当日は，車に分乗し菊之湯に到着後例会が開催
され，和やかな雰囲気の中で更井同好会会長が２
連勝をされました。
　また，懇親会では池田会員には色々と心遣いを
いただき，本德会長，更井同好会会長にもご厚志
を頂戴し，参加者一同大満足で無事に帰ってまい
りました。皆様方のご協力に感謝いたします。
　優勝　更井　正人 会員
　２位　三垣日出人 会員
　３位　西下　裕平 会員 （文：三垣日出人会員，写真：池田博昭会員提供）

第９回ゴルフ同好会（松山方面遠征ゴルフ）（5/16－17）

　ゴルフ同好会第９回例会が５月17日（日）に松山
国際ゴルフ倶楽部にて16名のメンバーが参加して
開催されました。
　今回は年に一度の遠征例会であったため，前日
の16日（土）に懇親会を行ないました。懇親会では
地元の魚を使った京風懐石料理と地酒を堪能しな
がら，ゴルフ談義にも花が咲き，参加者全員が和
気あいあいと親睦を深めることができました。
　当日は晴天に恵まれ，初夏を思わせるような陽
気の中で楽しくプレーができました。
　精鋭16名の参加で行われた第９回例会で，激戦を制して優勝されたのは
佐藤会員でした。おめでとうございます。
　また，特別賞として，第９位の横山ゴルフ同好会会長が当クラブのご厚
意で提供のパターを見事獲得されました。おめでとうございます。
　二日間楽しい企画をしていただいた親睦活動委員会のゴルフ担当の皆様
には大変お世話になりました。
　次回の第10回例会は６月７日（日）に東児が丘マリンヒルズゴルフクラブ
にて開催いたします。皆様奮ってのご参加をよろしくお願いいたします。
 （文と写真提供：深田浩史会員）

（第９回例会） OUT IN GROSS H/C NET
優勝　佐藤　英明 会員 50 53 103 30 73
２位　藤岡　千秋 会員 40 38 78 ４ 74 ベストグロス 
３位　内山　　淳 会員 51 52 103 28 75

道後温泉坊ちゃんの湯前にて

３位　内山　淳 会員２位　藤岡千秋 会員優勝　佐藤英明 会員


