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▲

本日のプログラム
　「退任挨拶」
　本德義明会長，安藤究真幹事

▶7月2日のプログラム
　「お祝い行事」
　「就任挨拶」
　荒川謙三会長，根木克己幹事

「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18日のプログラム

●齊藤博臣 副会長
　本德会長より副会長にご指名いただき一年間，会長を補佐させていただきまし
た。本德丸が無事着岸できそうです。偏に会長の努力の賜物であり，ひとかたな
らぬ会員の皆様のご協力があったからだと思っています。
　振り返ってみれば今年度もたくさんの事業が目白押しでした。その事業には会
員の皆様の支援がこのうえなくあったおかげで，たくさんの事業が成功したのだ
と思っています。このご支援ご協力は徒や疎かにはいたしません。本当にありが
とうございました。

●勘藤晋 S.A.A.
　今年一年 S.A.A. を務めさせていただきました勘藤です。S.A.A. には会場監督と
していろいろな任務がありますが，なかでも最近重要度を増しているのは当クラ
ブの４大奉仕活動の資金源となる特別会計予算を皆様方からのスマイルで確保す
るということです。今年度の当クラブの４大奉仕活動も一流クラブらしい大変充
実した事業が数多く行われました。従って，当初予算を大幅に上回る経費がかか
りました。お陰さまで大勢の会員皆様のご協力により上方修正した予算も何とか
達成できそうなところまできております。ありがとうございました。厚く感謝申
し上げます。来週最後のスマイルも何卒よろしくお願い申し上げます。
　さて，詩人 山本昭之介先生の次のような詩があります。
「人生
　つらいことを探せば　つらいことばかり
　いやなことを探せば　いやなことばかり
　うれしいことを探せば　うれしいことばかり
　ありがたいことを探せば　ありがたいことばかり」



　皆様の周りにはスマイルのネタがごろごろあるはずです。小さなスマイルで結構です。多くの人が数多
くしてくだされば塵も積もって山となります。来年度の三垣　S.A.A. にも引き続きご協力の程，よろしく
お願いいたします。

●佐々木篤 職業奉仕委員長
　本年度，本德会長の下で職業奉仕委員長として，委員の方々や，会員の皆様方
のご協力をいただきながら，無事に一年を終えることができ感謝いたします。
　優良企業訪問では，児島正和会員のご尽力で日本のパン業界ではシェア一位の

「山崎製パン㈱総社工場」を見学いたしました。大変多くの会員の方々に参加いた
だき，パンの製造工程の面白さや衛生管理体制の素晴らしさを感じ取ることがで
きました。
　次に，ロータリー情報委員会と合同で新入会員の方々と東京東ロータリークラ
ブにメイキャップを行いました。また，日本の文化や国防について学ぶため，防
衛省の見学や靖国神社への参拝をいたしました。
　そして，ロータリアンの職業知識を若者に伝える出前講座として，就実学園の学生を対象に「企業が求
める社会人像」をテーマにパネルディスカッションを実施しました。多くの学生が社会で活躍できる心得
の一助となったことと確信しています。
　最後になりましたが大森委員，三好委員，眞殿委員，小橋委員には一年間大変お世話になりありがとう
ございました。

●仁科恭一郎 社会奉仕委員長
　本德年度明るく楽しいロータリーの目標でスタートしました。社会奉仕委員会
は，認知症フォーラムの開催と，昨年度の継続で青少年委員会と合同で中国学園
の東北支援ボランティアへの援助を行いました。
　手続き要覧の社会奉仕の項には，「クラブの所在地域または行政区域内に住む
人々の生活の質を高めるために，時には他と協力しながら，会員が行うさまざま
な取り組み。」と書かれています。
　東北支援ボランティアへの援助では，年度を跨ぐ継続事業の難しさを感じまし
た。
　認知症フォーラムは，岡山県，岡山市の認知症治療センターに指定されている慈圭病院，岡山赤十字病
院や認知症家族の会，グループホーム「星の家」の協力を得て，９月21日ロータリーデイとして，山陽新
聞さん太ホールで，医師，看護師，ケアマネ，家族のそれぞれの立場から，認知症の人との付き合い方を
中心にフォーラムを企画しました。委員会のメンバーを中心に，会員の方々に専門的アドバイスをいただ
きながら，行政機関，マスコミ関係の後援もいただき，企画立案しました。本德会長の寛大な心で，何と
かポスター，プログラムは間に合いました。当日も何人来てもらえるか心配でしたが，会員・家族を含め
218名の参加をいただき，盛況に終えることができました。認知症にならないようにするとともに，なって
も幸せに暮らせる社会を目指したいものです。詳細は報告書を参照ください。フォーラムの内容を報告書
として作成でき，少しでも啓蒙活動に役立ったのではと考えていますが，不手際で報告書が大変遅れたこ
とは反省しています。
　初めての社会奉仕委員長でしたが，会員各位の協力で無事終えることができました。多士済々の会員の
皆様の偉大さを改めて認識させていただき，岡山東ロータリークラブの素晴らしさを再認識いたしました。

●諸國眞太郎 国際奉仕委員長
　2015年１月30日から２月２日にかけて，西下会長年度，石井会長年度に引き続
きベトナムで現地カウンターパートナーNurture the Dream へのベトナムミール
を原資とする奨学金授与ならびにチャビン省カウケ郡ニントイ A 中学校で昨年度
整備した図書館の視察と学生への奨学金授与式に参加した。我がクラブから本徳
会長，石井直前会長以下15名，Nurture the Dream メンバー，現地学校教員等総
勢40名の事業であった。フレッシュ会員の参加も多く，実際に現地奉仕活動を見
て聞いて感じることが出来たのは有意義であった。また，過去に奨学金を授与し



た学生達の状況報告があり，Nurture the Dream により厳格に奨学金が運用されていることが確認できた。
　2015年２月16日から２月22日にかけて，グアム St. John’s School で日本語を学ぶ生徒の中から日本での学
習体験を希望する生徒５名と引率教師１名を招待し，就実高校での学習体験および本德会長宅，石井直前
会長宅，齊藤副会長宅，阿部会員宅，諸國宅でのホームステイを通して，現代日本の生活を体験する事業
を行った。また，青少年奉仕委員会，親睦活動委員会，会報委員会などのメンバーの協力を得て，子供は
だか祭り見学，蒜山雪あそび，湯原温泉宿泊，備前焼体験，曹源寺での坐禅体験など，日本の文化に触れ
ることも出来た。さらに，交歓会には就実高校関係者，多くの会員も参加し，グアム紹介，グアム歌の披
露もあり，多いに国際親善を深めることが出来た。
　当委員会の未遂事業は，ネパールでの女性識字率向上の国際ジョイントプログラムへの協賛である。ご
承知のようにネパール大震災の影響によりプログラムが頓挫している。このプログラムは３カ年に及ぶも
のなので今後の推移を見守る必要がある。
　今年度，開発途上国への奉仕活動およびグアム高校生との国際親善という趣の異なる事業を経験したが，
いずれの事業も本德会長の目指した「教育」というテーマに沿ったものであった。本德会長ならびに支え
てくれた委員会メンバー，会員の皆さんにお礼を申し上げます。ありがとうございました。

●井上和宣 青少年奉仕委員長
　本德会長，安藤幹事の的確なアドバイスの下，素晴らしい委員会メンバーに恵
まれ，充実した奉仕活動を展開することが出来ました。
　点字ブロック啓蒙プロジェクト（担当：高橋委員）では，贈呈式，教材の配布，
障害物撤去活動に，のべ163名の岡山東 RC の会員皆様にご尽力いただきました。
WEB 上に教材 DVD を公開したことにより，配布した岡山市内91全市立小学校の
児童のみならず，全国の小学生や教員の皆様に活用いただける環境が整い，様々
な形でご活用いただいています。
　西大寺少年はだか祭り支援プロジェクト（担当：山下和委員）では，例年の協賛
に加え，宝筒を収める厨子を製作して奉納することが出来ました。一代限りの製作となりますので，1230
年以上の歴史を誇る西大寺観音院に，子供たちの未来に希望を与える貴重で神聖な仏具を納めることとな
りました。
　いずれの事業も単年度ではありますが，半永久的に繋がっていく奉仕活動となりましたこと，大変嬉し
く思っています。
　また，グアムからの高校生受け入れ事業（担当：渡辺学委員）は国際奉仕委員会の，また，出前講座事業

（担当：石原副委員長）は職業奉仕委員会の後方支援としてお手伝いさせていただきました。
　全ての事業は，多くの会員皆様のご理解，ご協力のおかげで成功裏に導いていただきました。心より厚
く御礼申し上げます。
　最後に，委員会内幹事役として，獅子奮迅のご活躍をいただいた冨山委員に心から感謝申し上げ，退任
の挨拶といたします。

例会報告（6/18）

出席報告
　会員数　96名（内出席免除者19名）
　出席者　79名（内出席免除者出席17名）
　出席率　84.04％（前々回訂正後出席率91.58％）
　ビジター　２名

会長挨拶・報告
　皆さんこんにちは！私の年度も，今日と来週の例会を残すのみとなりました。本日は各委員長から，一
年を振り返っての活動報告と退任挨拶をしていただきます。会員皆様のご支援に心から感謝と御礼を申し
上げます。
　また先日の「チャーターナイト特別例会」では，総勢118名という大勢の会員と奥様方のご出席をいただ
き，誠に有り難うございました。親睦活動委員会の皆さんには本当にお世話になりました。

お 食 事
幕の内，菜飯御飯，味噌汁



　また，先週の日曜日には，６クラブ合同の「親睦ボーリング大会」が開催され，我がクラブからは17名
の選手と応援団に参加していただきました。山下貴司会員も出席してくれました。ゲーム終了後アークホ
テル岡山において表彰式と懇親会が行われた訳でありますが，我が岡山東ロータリークラブが，堂々の優
勝を果たしました。選手の皆さんが頑張って頂いたことと，会長がゲームに参加しなかったことが，最大
の勝因であります。皆さんには折角の日曜日にご参加をいただきご苦労様でした。
　また，本日は，16時30分から18時までの90分間，就実大学のアカデミックホールにおいて「ロータリア
ンの職業知識を若者に伝える」というテーマの下で，出前講座が開催されます。佐々木職業奉仕委員長，
井上青少年奉仕委員長をはじめ，両委員会の皆さんには大変にお世話になりますが，私の年度，最後の奉
仕活動でもございまして，何分にも宜しくお願いいたします。舟橋会員には，パネルディスカッションの
コーディネーターのお役目をお願いしておりますので，誘導の程よろしくお願いいたします。
　また出前講座には，大勢の会員の皆さんが，怖い聴講生としてご出席していただけるようでございまし
て，登壇するパネラーの者には大変なプレッシャーになろうかと思いますが，どうか優しく見守って下さ
ることをお願い申し上げまして，会長挨拶・報告とさせていただきます。

幹事報告
１．６月14日（日）に６RC ボウリング大会が開催されました。ご参加の皆様，お疲れ様でございました。
２．去る６月14日（日）RI2690地区　2014〜2016年度青少年交換委員会が松江で開催され，諸國カウンセ

ラー，大橋次年度青少年奉仕委員長，私で出席してまいりました。なお，2014〜2016年度青少年交
換派遣学生　大橋啓美（ひろみ）さんが本日，例会に来られる予定でしたが，試験期間のため，６月
25日（木）の例会に来られます。

３．３月に開催されました I.M. のレポートが届きましたので，本日ポスティングしております。ご確認
ください。

４．岡山 RC より，「岡山ロータリークラブ80周年史」が届きましたので回覧いたします。
５．昨日６RC 正次幹事会が開催されましたので，根木次年度幹事と出席してまいりました。
６．他のクラブ週報を回覧いたします。

次年度幹事報告　根木克己 次年度幹事
７月２日（木）11時より第２回定例理事・役員会を行います。

委員会報告
●職業奉仕委員会　佐々木篤 委員長
　本日16時30分開催の就実大学における出前講座の駐車場等についての案内。

●親睦活動委員会　内山淳 副委員長
　本日例会終了後，次年度親睦活動委員会を開催します。

●広報委員会　藤井一也 委員長
　「ロータリーの友」６月号の紹介
　　（横組み）RI 黄其光会長メッセージ「偉大な輝き」P.3

●スマイル●
秋山（岡山後楽園 RC） 当地区第９グループの次期ガバナー補佐をつとめます秋山です。７月２日

（木）クラブ協議会に出席させていただきます。よろしくお願いいたします。
鳥居 秋山義信次年度ガバナー補佐ようこそ。次年度のご活躍を期待しております。
井上（一） ロータリー会員在籍25年を祝っていただきありがとうございました。皆様の友情と好意

に深謝深謝です。
糸島 秋山義信様，次期ガバナー補佐ご苦労様です。ご活躍をお祈りします。
石井 貝原親睦活動委員長をはじめ委員会のメンバーの皆様にはお世話になりました。今日も

フォーラムのパネラーは期待はずれに終わりそうです。勘弁して下さい。
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本德 「ゴルフ同好会の打上げ」それに，「チャーターナイト特別例会」に多勢のご出席をいた
だきまして誠にありがとうございました。又，６クラブ合同の「ボウリング大会」では
選手の皆さんの頑張りのお陰で見事優勝の栄に浴せました。

齊藤（博） ①本日は，いみじくも退任の挨拶をさせていただくことになりました。又，明日から
のっぴきならない事情でモンゴルへ視察に行きます。　②次期ガバナー補佐秋山さんよう
こそいらっしゃいました。

荒川 ①秋山次年度ガバナー補佐，ようこそいらっしゃいました。２週間後に行われるガバ
ナー補佐訪問ではよろしくお願いいたします。　②本日行われます就実大学での奉仕活動
におきましてパネラーをさせていただきます。専門外の事で緊張しております。

安藤 ①チャーターナイト特別例会では，貝原親睦活動委員長はじめ，委員会のみなさんに大
変お世話になりました。　②６RC レクリエーション・ボウリング大会ではクラブ優勝！
ご参加いただいたみなさま，ありがとうございました。

池田 先日６RC ボウリング大会では，本德会長，貝原親睦活動委員長お世話になりました。楽
しく，そしてうれしい時間となりました。

貝原 ３点，まず先週のチャーターナイト特別例会では多勢の参加をいただき，ありがとうご
ざいました。それから日曜日の６RC ボウリング大会では私が足を引っ張ったにもかかわ
らず団体で優勝をすることが出来ました。最後にゴルフ同好会で３位に入りました。あ
りがとうございました。

佐々木 本日，16：30から就実大学において出前講座パネルディスカッションを行います。職業
奉仕委員会本年度最後の事業です。ご参加をお願いします。

仁科 社会奉仕委員長退任あいさつさせていただきます。ご協力ありがとうございました。
諸國 本日，退任の挨拶をさせていただきます。一年間ありがとうございました。
近藤（典） 齊藤博臣副会長の岡大博士課程の博士論文読ませていただきました。素晴らしいです。

私も博士気分になりました。本德会長，雛段の方々一年間ご苦労様でした。
赤松 ①岡山はいい所です。梅雨といっても雨は多くありません。井戸の水は少ないままです。

　②本日も皆様のご出席ありがとう存じます。
北村 先日の囲碁同好会，弘中会員大変お世話になりました。またまた１位でしたが，いくら

ハンディーを出しても追い着きません。ご精進を願います。
吉野 結婚記念日のお祝いをいただき，ありがとうございました。
塩見 チャーターナイト特別例会では大変お世話になりました。ありがとうございました。
菅野 ①お誕生日プレゼントありがとうございました。　②舟橋先生，先日はお世話になりまし

た。
斉藤（良） ①遅くなりましたが，５月の松山遠征ゴルフでは貝原委員長はじめ，親睦活動員会の皆

さんにお世話になりました。　②結婚記念日のお祝いありがとうございました。　③６月
から瀬戸内記念病院で勤務することになりました。ある技術を持った医師がいないので，
どうしてもということでお招きいただきました。移籍については岡山博愛会病院の藤原
院長には御理解いただき深く感謝します。移籍の手続きがあまりに繁雑なため１か月余
り例会を休みました。雪の上を歩いたり，熱帯の森を歩いたり，時差ボケになったりし
て大変でした。

冨岡 ①チャーターナイトでは妻とともに出席させていただきました。本德義明会長，楽しい
時をありがとうございました。貝原明宏親睦活動委員長，本当にお疲れ様でした。そし
て内山淳次年度親睦活動委員長，期待しています。　②６RC ボウリング大会では，個人
戦15位の飛賞をいただき，団体戦では優勝しました。前週に児島道浩さんに熱血指導を
受けた結果です。本当にありがとうございました。

井上（英） 秋山先生，よくいらっしゃいました。お久しぶりです。
山下（和） ６月７日東児ヶ丘でのゴルフ同好会でマナー違反をしてしまいました。更井さん，木村

さん，荒川さん，舟橋さん，誠に申し訳けありませんでした。
横手 １年間大変お世話になりました。本德会長，安藤幹事はじめ理事役員委員長の皆様ご苦

労様でした。
佐藤 土曜日は囲碁大会。日曜日はボウリング大会でロータリーを満喫させていただきました。



次年度第１回クラブ奉仕委員会（6/9）

　６月９日午後６時30分よりアークホテル岡山
「あくら」にて次年度クラブ奉仕委員会を開催しま
した。荒川謙三 次年度会長からご挨拶の後，次年
度クラブ奉仕委員会運営方針について協議・了承
いただくとともに，次年度の活動として，新旧会
員の親睦促進を目的としたクラブ奉仕活動を積極
的に行うことが了承されました。引き続き，本德
義明 次年度ロータリー情報委員会委員長（現会長）
の乾杯の後，当クラブのクラブ奉仕活動の課題や
質の更なる向上策について熱く語り，大いに盛り
上がりました。最後は，木村 旭 次年度クラブ奉仕
副委員長による閉会挨拶で上手くまとめていただ
き，楽しい中にも有意義な委員会となりました。

みなさんありがとうございました。本日満席のため下に食事に行ってきます。
近藤（聡） 先般６月14日の６ロータリーボウリング大会において堂々準優勝しクラブに貢献しまし

た。因みにスコアは157,197のトータル354でした。
友野 会社も，私個人も，家族もすべて可もなく，不可もなく，それが幸せで一番かも？　ス

マイルに協力。
内山（淳） ゴルフ同好会の打ち上げでは多数のご参加ありがとうございました。本日，ハンディ

キャップ委員会を開き次年度のハンディキャップも決定しました。今後もゴルフ同好会
にたくさん参加していただきますようよろしくお願いします。

藤岡 黒住会員に大変お世話様になりました。
弘中 先週は各種の会合でご利用をいただきありがとうございました。
黒住 誕生日プレゼントありがとうございました。
堀 本日，仕事で欠席させていただきます。申し訳ございません。先日，６RC ボウリング

大会で，個人戦７位に入賞し，団体戦では優勝しました。前週に児島道浩さんに指導し
ていただいたおかげです。本当にありがとうございました。また副賞として大西さんの，
デザートトマトというスイーツをいただきました。最高に美味しく，得意先へ早速持参
し，大変喜んでいただきました。

末藤 ６RC ボウリング大会では近藤さんのおかげで団体１位になりました。足を引っぱりご迷
惑を掛けました。

神田 チャーターナイトは夫婦でお世話になりました。お土産のマンゴーおいしくいただきま
した。

坪井（二） 東児が丘では私が一番驚いております！　皆様には大変お世話になりました。たまたま
と言われないようこれからもしっかり練習します。

岡﨑 ①先日ゴルフ同好会例会にて，２位をいただきました。同伴者の方々に感謝いたします。 
②チャーターナイト記念特別例会では，家内ともどもお世話になり，ありがとうござい
ました。

宮本 チャーターナイトでいただいたマンゴー，今まで食べた果物の中で最高でした。家族３
人，おいしい，うまい，最高のひとときをありがとうございました。

勘藤 ①先週末の囲碁大会で準優勝いたしました。貴重な勝ち点をいただいた丹羽 P 会長，石
井直前会長，弘中会員ありがとうございました。　②先週のチャーターナイト例会では
100人を超える聴衆の前で気持ちよく「ありがとう」という歌を唄わせてもらいました。
本当にありがとうございました。　③本日，本年度 S.A.A. の退任挨拶をさせていただきま
す。合掌

 39件　202,000円

［ 文章提供：舟橋弘晃 次年度クラブ奉仕委員長， 
写真提供：根木克己 次年度幹事］



ロータリアンの職業知識を若者に伝える岡山東 RC 出前講座

「企業が求める社会人像とは」
　６月18日（木）午後４時30分から就実大学アカデミックホールにて，同大学の千葉喬三理事長はじ

め学生・関係者約50名と岡山東ロータリークラブからも本德会長はじめ約30名が参加して標記出前

講座が開催されました。これは，当クラブの職業奉仕委員会（佐々木篤委員長）および青少年奉仕委

員会（井上和宣委員長）の合同事業として計画され，パネルディスカッションでの議論を通して，参

加学生の皆さんに社会人として活躍できる考え方や生き方について深く考える機会を提供すること

を目的に開催されました。

　千葉理事長および本德会長の挨拶に続き，佐々木職業奉仕委員長から趣旨説明およびパネラー，

コーディネーターの紹介の後，パネルディスカッションを開始。千葉理事長，本德会長，石井直前

会長，荒川次年度会長をパネラーに迎え，舟橋次期副会長がコーディネーターとして進行を担当。

過去30年以上，大学卒の新入社員の約３割が３年以内に退職していることや，面接時に志望者がア

ピールしたいことと会社側が重要視していることにギャップがあること，会社側は３年程度で新人

を一人前にしたいと思っているが，新人は１年程度で一人前になれると思っているなどのデータを

示した後で，学生の描く就職イメージと社会（企業）が描く人材育成イメージのミスマッチを取り掛

かりとして，社会や経営者・組織人が求める若者像とは何か，求められる人間像に近づくためにど

のような努力（スキル獲得）が必要か，について学生に熱く語り掛けていただきました。

　①千葉理事長からは，大学は社会の要請の変化にも対応できる人間をつくる場であることと，周

りの人と協調しながらも他人にないものを持つ自分を作り上げるために徹底的に学習・検証を反復

することの重要性をご指摘いただきました。②本德会長からは職業人として生きる覚悟と目的を明

確にすることの重要性をお示しいただきました。また，③石井直前会長からは，下積み時代の今を

しっかり生き，周囲の人に寄与することで信頼を得続ける生き方が将来の成功を生むとの見識をご

披露いただきました。④荒川次年度会長には，社会に出る前に，時間厳守や挨拶などの社会常識

の獲得は勿論，学習する習慣の習得こそが重要で，その継続が変化に対応できる人間を生むと熱く

語っていただきました。⑤フロアからも，「何事にもチャレンジすることの重要性」（安藤幹事），

「最も深いところで他人を敬愛することの必要性」（井上英雄会員）などをいただきました。

　参加した学生は，熱心に耳を傾けてくれ前向きな発言を多くするなど，議論が進むにつれて学生

の目の輝きが増したように思いました。参加学生の94％がこの出前講座が有益であったと評価し，

すべての学生の描く社会人像が出席の前後で変わったというアンケート結果を得ることができ，大

変満足のいく機会であったと思われました。

　最後に，井上和宣委員長から閉会挨拶として，学生に熱いエールを送っていただき，成功裡に出

前講座を終えることができました。

　おわりになりましたが，ご参加，ご協力いただいた会員諸氏に感謝申し上げます。

 ［文章提供：舟橋弘晃次年度副会長］
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