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▲

本日のプログラム
　「退任挨拶」
　齊藤副会長，勘藤 S.A.A.，佐々木職業奉仕委員長，
　仁科社会奉仕委員長，諸國国際奉仕委員長，
　井上（和）青少年奉仕委員長

▶6月25日のプログラム
　「退任挨拶」
　本德義明会長，安藤究真幹事

「ロータリー親睦活動月間に因んで」 貝原明宏 親睦活動委員長

6月4日のプログラム

　親睦活動委員会の活動内容は，年４回の夜間例会，親睦旅行，ゴルフや囲碁な
どの同好会のお世話，あと毎月のお祝い行事の企画，運営といった物が主で，そ
れ以外にも各事業の応援など，親睦が首を突っ込まないものはないというくらい
にありますが，これらの細かい内容の一つ一つが，会員に楽しんでいただくため
のものと，新入会員の育成の場のようなものになっているのです。
　親睦旅行や地区大会などにも，積極的に参加しやすいような環境にいかに気を
配っていけるか，その事に労力を惜しまず，会員一人一人に声をかけていくこと。
事業に参加してもらっている会員各位が，みんなで楽しく交流出来るように配慮
して，親睦の輪を広げていくことが親睦活動委員会のつとめだと思っております。

例会報告（6/4）

出席報告
　会員数　96名（内出席免除者19名）
　出席者　81名（内出席免除者出席17名）
　出席率　86.17％（前々回訂正後出席率91.58％）
　ビジター　０名

会長挨拶・報告
　皆さんこんにちは！　皆様方のご協力のお陰で，私達の年度も最終月を迎えることができました。改め
まして，会員皆様のご支援に心より感謝を申し上げます。
　今月は「ロータリー親睦活動月間」でございます。ロータリークラブの本質は，親睦の中から奉仕の理
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想を生み出す集団ではなかろうかと存じております。本日は，貝原親睦活動委員長から“親睦活動月間に因
んで”という演題でお話をいただくことになっております。貝原委員長，よろしくお願いいたします。
　又，先週の週報に，若林会報委員長のご配慮により，第2690地区における本年２月末現在の出席状況に
ついて，ガバナー月信（５月号）からの記事を転載していただいておりました。それによりますと，我が
岡山東ロータリークラブの出席率は県南18クラブにあっては，ホームクラブ出席率86.79％で No.1であり，
メークアップ後の出席率は92.55% と，No.2でありました。さすが，先輩の皆様方が築いて下さった“一流ク
ラブ”としての歴史の賜物であろうと存じております。本年度の地区重点目標であります“メークアップ後
の出席率90％以上”の目標を何とか達成したいと願っておりますので，最後までご協力の程よろしくお願い
いたします。
　来週はいよいよ「チャーターナイト特別例会」でございます。親睦活動委員会の皆さんが，目下知恵を
絞り，楽しい特別例会を企画していただいているようでございますので，ご夫人の皆さんにもぜひお出か
けをいただけますよう，何卒よろしくお願いいたします。

幹事報告
１．次回６月11日の例会は，チャーターナイト特別例会となっております。場所はアークホテル岡山で

す。お昼の例会はございませんので，よろしくお願いいたします。
２．５月30日（土）「ガバナーと語ろう会」が開催され，深田会員が参加されました。
３．「西大寺マラソン大会」協賛ならびに協力の御礼が届きましたので，他のクラブ週報と一緒に回覧い

たします。

　 第11回理事・役員会報告 
１．新入会員の推薦があり，承認されましたので選挙に入ります。
２．出席規定の適用免除について，２名の方から申請があり，受理されました。
３．新入会員歓迎会の報告について，承認されました。

次年度幹事報告　根木克己 次年度幹事
１． 本日，次年度理事・役員・委員長各位に「秋山義信ガバナー補佐訪問クラブ協議会開催のご案内」

をポスティングしております。
２． 本日，２年未満の会員各位に「フレッシュ会員研修会のご案内」をポスティングしております。
３． ５月30日（土）次期地区会員増強・ロータリー財団合同セミナーが開催されましたので，荒川会長エ

レクト・佐々木次期会員増強委員長，岡本次期ロータリー財団副委員長と次期幹事の私で出席して
まいりました。

委員会報告
●国際奉仕委員会　諸國眞太郎 委員長
　「長期青少年交換プログラム」につきましては，①派遣交換留学生として第2690地区から当クラブ大橋正
禎会員の姪，大橋啓美さんを米国フロリダ州に派遣することになりました。６月14日（日）に松江にて地区
壮行会が開催され，当会から安藤幹事，諸國カウンセラー，大橋次期青少年奉仕委員長が出席します。ま
た，６月18日（木）の例会に大橋啓美さんをゲストとして招き，挨拶をしていただきます。
　②受入交換学生は，米国フロリダ州第6990地区からの Jade Alexandra CROSBY さん（通称ジェイド），18
歳です。受入学校はノートルダム清心学園清心女子高等学校です。初めのホストファミリーは大橋会員の
弟さん宅です。８月に来日して約１年間の岡山で生活されます。この間，ホストファミリーだけでなくホ
ストクラブである岡山東 RC 会員が協力してプログラムを成功させましょう。ご協力をお願いします。（交
換学生カウンセラー　諸國眞太郎）

お祝い行事
会員誕生日　　　世良，菅野，岡﨑，若林，大西，鳥居，黒住
会員夫人誕生日　深田，坪井（二），小橋
結婚記念日　　　土井，舟橋，近藤（聡），阿部，村松，鳥居，吉野，内山（淳）



●スマイル●
砂山 S.A.A. に協力。何もかわったこともありません。先日会長より写真同好会「輪影」に

「志」をいただきありがとうございました。
更井 6月付にて会社の社長を退任しました。在職35年になります。後は会長になりますので引

続きよろしくお付合い下さい。
石井 勘藤 S.A.A. に感謝。
本德 本日，最終の定例理事・役員会を終えることができました。理事・役員の皆様，一年間

ありがとうございました。
齊藤（博） 何くれとなく，いろいろな人にひとかたならぬお世話になりましたが，心ならずもスマ

イルが遅れてしまいました。おりしも S.A.A. に協力です。
池田 本年度より湯原町旅館協同組合の理事長に就任しました。ロータリー活動と共に頑張り

ます。又，湯原温泉では，ふるさと旅行券がほぼすべての施設で使えます。よろしくお
願いいたします。

若林 誕生日祝いありがとうございました。週報編集の役目のおかげでボケずに，満84歳を迎
えることができました。

世良 S.A.A. に協力します。
赤松 ①市内 RC へのメークアップ体験終了しました。この後も必要な方はメークアップを続

けて下さい。　②本日も皆様のご出席ありがとう存じます。
藤原（唯） S.A.A.，副 S.A.A. 欠席のためスマイルが非常に少なく，齊藤副会長が汗をかいておりま

した。S.A.A. 齊藤副会長に協力
佐藤 「輪影」の打ち上げでは大変お世話になりました。皆様の写真への情熱を目の当たりにし

て，来年は出品できたらと思いました。
近藤（聡） 今年もハンディー改正の季節がやってまいりました。絶不調です！！　ハンディー

キャップ委員会の皆様，どうか暖かい目と慈愛の気持ちで私のハンディーをよろしくお
願いします。

内山（淳） 写友「輪影」の打ち上げ懇親会では大変お世話になりました。しっかり食べて飲ませて
いただきました。

大西 ブサイクな顔が本日の新聞を汚し申し訳ありません。スマイルいたします。
深田 ５月30日（土）にクラブの新入会員を代表して，2690地区第9グループの「ガバナーと語ろ

う会」に参加させていただきました。松本ガバナーの正面の席だったため，とても緊張
しながらの会合となりました。ロータリー財団のことなどを勉強して参りました。参加
させていただきありがとうございました。

松本 ①本日，福島県郡山市に於いて，組合の全国大会の為，欠席させていただきます。申し
訳ありません。　②このたび弊社，㈱入江工芸社は，新社屋が完成し，６月１日より岡山
市中区江並に本店移転しました。新たなる飛躍へのスタートとして，また皆様から愛さ
れる会社となるべく，一層精進していく所存です。今後とも，ご指導ご鞭撻の程，心よ
りお願い申し上げます。

宮本 岡山県中小企業団体中央会の会長賞をいただく通知をいただきました。間違いでないこ
とを祈ってスマイルします。

勘藤 先週は，正副 S.A.A. が例会欠席しまして失礼しました。齊藤直前 S.A.A.，髙山次期副
S.A.A. には大変お世話になりました。通常例会も本日を含めまして，残り３回となりま
した。スマイルの方よろしくお願いします。合掌。

 18件　105,000円
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第10回ゴルフ同好会・打ち上げ会（6/7）

　ゴルフ同好会第10回例会が，６月７
日（日）に東児が丘マリンヒルズゴルフ
クラブにて開催されました。梅雨入り
した直後でしたが，梅雨の晴れ間とな
り清々しい晴天に恵まれ，総勢35名の
同好会メンバーが参加しました。
　本德会長年度の最後の例会において
激戦を制して優勝したのは坪井二郎会
員でした。なお，当日は横山ゴルフ同
好会会長，多田パスト会長のご配慮に
より特別優待価格にてプレーすること
ができました。ありがとうございました。
　また，特別賞として，第６位の三垣会員が当ゴルフ場のご厚意による無料プレー招待券を獲得されまし
た。
　その後，18時30分よりアークホテル岡山にて32名の同好会メンバーが参加して，ゴルフ同好会の打ち上
げ懇親会が開催されました。横山ゴルフ同好会会長のご挨拶のあと，今年度優勝した会員より７月５日に
行われる取り切り戦への意気込みを語っていただくなど楽しく過ごし，１年間のお互いの健闘と来年への
抱負を語り合いました。
　次回，荒川会長年度の第１回ゴルフ同好会は，７月５日（日）に赤坂レ
イクサイドカントリークラブにて前年度の取り切り戦も併せて開催され
ます。皆さま，奮ってのご参加を宜しくお願いします。
 ［文章と写真提供：深田浩二会員］

（第10回例会） OUT IN GROSS HDCP NET
優勝　坪井　二郎 会員 52 52 104 36 68
２位　岡﨑　秀紀 会員 40 43 83 12 71
３位　貝原　明宏 会員 45 45 90 19 71
ＢＧ　三垣日出人 会員 37 38 75 ０ 75

第３回囲碁同好会（6/13）

　６月13日（土）アークホテル岡山にて，本德年度３回目の囲碁同好会が開催されました。今回より段級制
をポイント制に改め，わかりやすいハンディにて，総勢７名の参加で日頃の腕を競い合いました。若林会
報委員長にも応援に駆け付けていただきました。優勝は北村囲碁同好会会長，準優勝は勘藤会員，３位は，
佐藤会員でした。また次年度の運営方針として，回数を増やして，大勢の方が参加しやすいように開催す
ることを話し合いました。次年度も皆様のご参加よろしくお願いいたします。
 ［文章提供：佐藤英明会員・写真提供：弘中環会員］

優勝　坪井二郎 会員



RID2690地区��青少年交換引継会・壮行会・送別会（6/14）

　2015年６月14日（日）11時よりホテル一畑において，2014－2015年度  青少年交換引継会・壮行会・送別
会が開催され，我がクラブからは，安藤幹事，諸國カウンセラー，大橋次年度青少年奉仕委員長と大橋啓
美さんが出席しました。引継会では，今年度留学生の受入れを行った岡山南 RC，倉吉 RC，岡山旭川 RC
より報告，そして次年度の学生受入れ（岡山東 RC のみ）についての説明がありました。その後，松本ガバ
ナー，佐藤ガバナーエレクト，庄司ガバナーノミニーよりそれぞれ講評と激励をいただきました。
　壮行会では，松本ガバナーより「このプログラムはクラブとクラブとの交換留学，岡山東 RC と第2690地
区の代表として頑張ってきてほしい」と，ブレザーと友好グッズが大橋啓美さんに贈られました。それを
受けて，大橋さんから「小さな親善大使として頑張りたい」との決意が発表されました。
　送別会では，来月帰国予定の学生３名による挨拶と出しものがありました。
　尚，大橋啓美さんの派遣先は，第6960地区の Estero RC（アメリカ・フロリダ州）で，2015年８月初旬に渡
米し，翌2016年７月帰国予定です。
 ［文章・写真提供：安藤究真幹事］

６RC合同ボウリング大会・懇親会（6/14）

　６RC（岡山東・岡山北・岡山北西・岡山西南・岡山岡南・岡山丸の内）合同ボウリング大会が，６月14日
（日）15時より６RC55名が参加して両備ボウルにて開催され，我がクラブからは，本德会長，若林会報委員
長，横手会員の応援を受け，14名が出場，日頃の腕前を競いました。２ゲーム・トータルでの個人戦と団
体戦がありました。表彰式と懇親会は，アークホテル岡山で行われ，本德会長，安藤幹事も参加。団体戦
は見事我が岡山東 RC が優勝を獲得。個人戦では近藤聡司会員が２位に入賞しトータルは354点，優勝は北
西 RC の槌田道弘会員で401点，３位は西南 RC の和田治郎会員の336点でした。
 ［文章提供：友野昌平会員］



2015.6.11　第2245例会

チャーターナイト記念特別例会
（於 アークホテル岡山）

出席報告
　会 員 数　96名（内出席免除者19名） 出　席　者　88名（内出席免除者出席17名）
　出 席 率　93.62％（前々回訂正後出席率91.58％） ご夫人参加　30名

　６月11日（木）18時30分よりアークホテル岡山にて，チャーターナイト記念特別例会が開催されました。

本德会長挨拶
　皆さん今晩は！　お足元の悪い中，私たちの年度最後の「チャーターナイト記念特別例会」に，かく
も大勢の会員・ご婦人の皆様にご出席を頂きまして誠に有り難うございます。ただ，チャーターメン
バーであられます横山パスト会長が，本日は業界のお世話で広島に出張中の為にご欠席でございます。

「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強力なフォローの風に其のまま乗っ
けさせていただきつつ，理事，役員，委員長を始め，会員皆様のご支援のお陰で，今日のこの日を迎え
させていただくことができました。
　本年度の活動コンセプトは，皆さんのご協力の下に，「教育」をキーワードとした奉仕活動に取り組ん
で参りました。其々のライフステージに応じた，大変有意義な教育活動に取り組めたものと嬉しく存じ
ております。各委員長さんをはじめ，活動に参加いただきました多くの会員の皆様に，ただただ感謝の
気持ちで一杯でございます。本当にありがとうございました。　
　また，この度の「チャーターナイト記念特別例会」の開催に当たり，ご苦労お掛けいたしました貝原
親睦活動委員長をはじめ，委員会の皆さんに，心から厚く御礼を申し上げます。私も今宵は，親睦活動
委員長に操られながら，精一杯，踊りを踊らせていただきたいと思っていますので，皆様にはどうか，
ごゆっくりとお楽しみいただければ幸いに存じます。
　最後に，今後とも“揺るぎなき一流クラブ”として荒川年度がさらに一層，飛躍をされますことを心か
らご祈念申し上げまして，開会に当たってのご挨拶とさせていただきます。

昭和44年２月に伝達された RI 加盟認証状 本德会長のあいさつ 例会場風景

（石井英行直前会長，井上一パスト会長，森元幹雄会員） （左から宮本誠一会員，岡﨑秀紀会員，花岡正敬会員）

「在籍25年表彰」（記念品贈呈） 「新入会員へ花束贈呈」



貝原親睦活動委員長のあいさつ 石井直前会長の乾杯 くらしき作陽大学・大学院生による
バンド演奏「花は咲く ほか」



本年度活動記録

「おやじの海」を熱唱しながら，マグロ船に乗って本德会長・安藤幹事登場

「琵琶湖周航の歌」

「次年度もどうぞよろしく」次期親睦活動委員会の皆さん更井パスト会長，石井直前会長も登壇して，
「サライ」を大合唱する親睦活動委員会の皆さん

貝原親睦活動委員長から
内山（淳）次期親睦活動委員長へ

齊藤博臣副会長 深田浩史親睦活動委員

壇上でマグロに入刀する本德会長と安藤幹事

小金沢昇司の「ありがとう」

「スライド上映」

「マグロの解体ショー」本德会長と安藤幹事

「愛唱歌」を熱唱する齊藤副会長と勘藤 S.A.A.

「たすき引継式」 「閉会挨拶」 「司会」

合 唱 「 手 に 手 つ な い で 」


