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

▶7月9日のプログラム
　「就任挨拶」
　舟橋弘晃副会長，三垣日出人 S.A.A.，
　大澤俊哉 職業奉仕委員長

「退任挨拶」
本德義明会長，
安藤究真幹事

6月25日のプログラム

●本德義明 会長
　失礼いたします。ひな壇に立たせていただいたお陰で「岡山東ロータリークラ
ブの歌」が歌詞を見なくても唄えるようになりまして，会長としての役目の一端
も果たすことができました。歴史と伝統に輝く「岡山東ロータリークラブ」の第
47代会長を拝命いたし，石井直前会長にご指導を仰ぎつつ，理事・役員・委員長
の皆さんに助けていただきながら，やっと今日のこの日を迎える事が出来ました。
今は，只々感謝の気持ちで一杯でございます。
　今日までの活動を振り返りますと，島根県浜田市には通算５回行かせて貰い，
周辺の地理はずいぶん詳しくなりました。
　続いて活動報告を申し上げます。まず地区最重要目標であります会員純増3％・3名以上の達成も皆さん
のご支援のお陰で，４名の純増が図れ，92名から96名の会員数を以って次年度に引き継ぐことが出来まし
た。池田会員増強委員長，井上会員選考委員長，近藤職業分類委員長には大変にお世話になりありがとう
ございました。
　次に地区重点目標であります，メークアップ後の出席率90％以上を確保する目標に対しても皆さんの協
力のお陰で，本日の出席率は92.79％という事でございましてクリアいたすことができました。３月末現在
における県南18クラブにあっては，我が「岡山東ロータリークラブ」の出席率は No.1でございます。赤松
出席委員長の熱意と会員皆さんのご協力のお陰でございます。
　クラブ奉仕活動にありましては，齊藤博臣委員長から，先ず内を固める事が何よりも大切であるとの指
導のもとに，クラブの結束を図るため色々とご尽力をいただき，加えて副会長として，御助けを下さり誠
にありがとうございました。
　また例会の半分の時間を司る「プログラム委員会」の皆さんには会員同士の親睦を深めようと工夫し，
計画をしてくださった「わしの仕事は，これじゃあシリーズ」は，とても良い企画を立案していただきま
した。髙山委員長ありがとうございました。
　また「会報委員会」にありましては，全会員が情報を共有し，クラブの結束と活性化の為に心を砕いて



下さった若林委員長に心から感謝を申し上げます。
　「広報委員会」では，45周年を振り返って過去の事業を紹介して下さり，諸先輩の皆さんが取り組んでこ
られた多くの社会奉仕活動を学ぶことが出来ました。藤井委員長どうもありがとうございました。
　また石井情報委員長からは，特にフレッシュ会員に対してロータリーの歴史，ロータリーのルール，そ
れにロータリーの基本知識等，きめ細かくご指導を賜り誠にありがとうございました。
　米山記念奨学会森元委員長には，奨学生ルクマリさんのお世話をいただきまして御苦労さまでした。彼
女は無事，岡山大学大学院を修了され，これからは農学博士として大いに活躍される事と思います。
　また世良ロータリー財団委員長には，大口寄付者３名を始め，ベネファクター，ポールハリスフェロー，
それにロータリーカードの拡大等，大変ご尽力をいただき，立派な実績を残していただきましてどうも有
り難うございました。
　糸島会計には，会員の出席率が上がり，経費面で何かとご苦労をお掛けしたことと思いますが，お陰様
で健全な会計処理を以って，次年度にお渡しできるものと存じます。どうもありがとうございました。
　勘籐 S.A.A. には，会員皆様に御喜捨を呼び掛けていただきまして，多額のスマイルを頂戴いたすことが
できました。お陰様で活発な奉仕活動の原資に充当することができました。大変ご苦労をお掛けいたしま
した。
　我がクラブが最も力を入れて取り組んで参りました事業は，何と申しましても「親睦活動事業」であり
ます。特に特別例会においては，ご夫人を含め大勢の参加をいただき大いに楽しんでいただくことができ
ました。貝原親睦活動委員長の率いる「親睦活動委員会」の皆さんには感謝の気持ちで一杯でございます。
　４大奉仕事業に関しましては，「教育をキーワードとした活動コンセプト」の下に，其々のライフステー
ジに沿った教育活動に取り組んで参りました。
　まず，子供達への教育活動といたしましては，本年度の「意義ある業績賞」にエントリーをさせていた
だいております「点字ブロック啓蒙活動プロジェクト」であります。首を長くして朗報を待っております
が未だガバナー事務所から果報が届きません。果報は寝て待て，という事でしょうか？岡山市内91校（児童
数38,300人）の公立小学校全校に，会員の皆さんで手分けをして，体験歩行用の点字ブロックと DVD を持
参し，寄贈活動が出来たことであります。さらに加えて，市内中心地に出向き，点字ブロック上の障害物
の撤去活動を行い，ロータリーイメージの向上に大いに寄与できたものと確信をいたします。
　次に「少年はだか祭」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の
取り組み」であります。ベトナムの子供達の目の輝きがとても印象的でありました。
　次に，青少年を対象とした教育支援活動といたしましては，「中国学園大学の学生による東北ボランティ
ア活動資金の支援と壮行式」の実施，更には先週の「就実大学での出前講座」の開催は，学生諸君にとっ
て，とても有益でアカデミックな奉仕活動ができたものと思っています。加えて「グアムの高校生達の岡
山での体験学習とホームステイを通じての生活体験」，更には来季への継続事業となりますが，大橋啓美さ
んが選考されました「青少年交換プログラム」の取り組みでございます。
　次に生涯学習としての教育活動といたしましては，さん太ホールで開催いたしました「認知症フォーラ
ム」の開催でございます。著名な先生方を演者に迎え，200人を超える出席者の下でとても有意義な地域貢
献活動が出来たように思います。仁科委員長をはじめ「社会奉仕委員会」の皆さんには大変お世話になり
ました。
　さらに「職業奉仕活動」の一環として取り組んでいただきました“世界の山崎パン総社工場”の見学は，
思い出に残るとても良い体験をさせていただきました。佐々木委員長ありがとうございました。
　以上，各委員長さん方が知恵を絞り，汗をかいて取り組んで下さった各種の奉仕活動について，「教育と
いうキーワード」から，ライフステージに沿って報告をさせていただいた訳でございますが，全ての活動
は，支えて下さった理事・役員・委員長さんのお陰でございまして，重ねて感謝を申し上げる次第でござ
います。
　安藤幹事に引き連れられての，シドニーでの国際大会に始まり，爾来，無我夢中で走って参った一年間
でございました。私の年度は，第2,200回例会から始まり，本日が2,247回例会でございますので，通算48回
の例会をさせていただきました。何分にも気の付かない，至らない事ばかりであったように思いますが，
どうかロータリーの友情に免じてご容赦賜りたいと存じます。
　終わりに当たりまして，荒川年度が更に一層発展をされますことをご祈念申し上げますと共に，皆さま
から賜りましたご指導に心から感謝を申し上げまして「退任挨拶」とさせていただきます。どうもありが
とうございました。



●安藤究真 幹事
　本德会長の「明るく楽しいロータリー」のテーマのもと，会員の皆様方のご指
導・ご支援そしてご協力をいただきながら，今日という日を迎えることができ，
心から感謝申し上げます。
　緊張と不安のなか，副幹事としてひな壇に座ってから，はや２年が経ちます。
緊張のあまり，足と声を震わせながらマイクを握ったことが，一昨日のように感
じます。
　この１年間，歴史と伝統に輝く，岡山東ロータリークラブの第47代幹事として，
ほぼ毎日ロータリーと携わってきました。その活動一つ一つの中で，多くのこと
を経験し，そして学ばせていただきました。また，多くの会員のご出席をいただき，「明るく楽しいロータ
リー」を実践してくださったことは，とても嬉しく感じました。
　４回の夜間特別例会と２回の親睦旅行，I.D.M.，クラブフォーラム，東北ボランティア支援，認知症
フォーラム，山崎パンへの事業所訪問，点字ブロック啓蒙，ベトナム事業，グアム学生ホームステイ，出
前講座，地区交換学生プログラム，同好会活動など，本当にありがとうございました。
　本德会長をはじめ，理事・役員・委員長の皆様には大変お世話になりました。そして，会員の皆様，事
務局員の光石さんにもたくさんのご協力をいただき，本当に感謝でいっぱいです。
　ありがとうございました。

例会報告（6/25）

出席報告
　会員数　96名（内出席免除者19名）
　出席者　86名（内出席免除者出席16名）
　出席率　92.47％（前々回訂正後出席率95.79％）
　ビジター　２名

会長挨拶・報告
　皆さんこんにちは！　愈々，私の年度の最終例会を迎える事が出来ました。皆さまから賜りましたロー
タリーの厚き友情に対し，心から感謝を申し上げる次第でございます。
　先週はまた「就実大学への出前講座」に際しまして，大勢の会員の皆様にご参加をいただき，誠にあり
がとうございました。
　お陰さまで，私の年度における全ての奉仕活動を終え，先程「臨時理事会」を開催していただき，各委
員長からの活動事業報告をお願いいたしたところでございます。理事・役員・委員会の皆様には大変にお
世話になりました。衷心より厚く御礼を申し上げます。
　後ほど，「退任挨拶」の時間を頂戴しておりますので，改めましてご挨拶をさせていただきたいと思いま
す。
　また本日は，第2690地区の「派遣交換学生」として選考されました大橋啓美さんがご挨拶に来られてお
ります。大橋さんは８月から来年６月までの間，米国のフロリダ州にわたり，単に語学を学ぶだけではな
く，国際交流のための親善大使としての役割も担って留学をしていただきます。どうか，健康にはくれぐ
れも留意をされ，お土産話をたくさん持って帰っていただきたいと思っています。お元気で行ってらっ
しゃい！
　終わりにあたりまして，安藤幹事共々に一年間本当にありがとうございました。心から御礼を申し上げ，
会長挨拶とさせていただきます。

幹事報告
１．岡山後楽園 RC より，「創立25周年記念誌」が届きましたので回覧いたします。
２．６月22日（月）県南18RC 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。

　 臨時理事・役員会報告 
１．第44回少年はだか祭りへの協賛及び宝筒厨子奉納についての報告が承認されました。奉納は10

月頃になります。
２．チャーターナイト特別例会についての報告が承認されました。
３．ロータリアンの職業知識を若者に伝える出前講座事業についての報告が承認されました。

お 食 事
国産サーロインシャリアピンステーキ，
スープ，サラダ，ライス，コーヒー



４．地区青少年派遣交換学生プログラムについての報告が承認されました。本日，餞別（バッチ，バ
ナー）をお渡しします。

５．ネパールの識字率向上プロジェクトについて承認されました。
６．グアム高校生体験学習およびホームステイ事業の追加について，承認されました。備前焼を郵

送します。

次年度幹事報告　根木克己 次年度幹事
　本日例会終了後，第３回被選クラブ協議会をとなり烏城の間で開催いたしますので，関係各位はよろし
くお願いいたします。

委員会報告
●会報委員会　若林宣夫 委員長
　本日配布しました週報 No.2107号をもって「本年度週報発行」の任務は終わりましたが「年報発行」の任
務が残っておりますので，引き続きご協力の程よろしくお願いします。この一年間週報をご愛読いただき
ありがとうございました。尚，次年度は渡邊修司委員長が担当しますのでよろしくお願いします。

事務局表彰
　事務局員 光石紀子さんが勤続10年となり，本德
会長より感謝状が贈られました。

地区青少年派遣交換学生挨拶
　2015－16年度派遣交換学生 大橋啓美さんは，我
がクラブがホストとなり，８月上旬アメリカ・フ
ロリダ州に留学，来年７月帰国予定で，その挨拶
に来訪。餞別として，我がクラブを象徴するバッ
ヂ180個，クラブバナー20枚を贈りました。

本年度出席優秀者表彰　表彰おめでとうございます
皆勤賞（ホームクラブ100％出席）11名 �

石井英行 直前会長 本德義明 会長 齊藤博臣 副会長 安藤究真 幹事 荒川謙三 次期会長 赤松興一 会員

藤井一也 会員 冨岡正機 会員 友野昌平 会員 内山隆義 会員 横手典明 会員



精勤賞（ホームクラブ１回欠席）5名 �

本年度 SAA 表彰（上位10名）　多額のスマイルをありがとうございました

点鐘の引継ぎ式
　本德義明会長より，次年度荒川謙三会長に点鐘
の引継ぎが行われました。

●スマイル●
高井（岡山城 RC）　　岡山城 RC の高井でございます。本德様には，会長会でお世話様になりご指導

賜っております。今後とも何卒よろしくお願いいたします。私共岡山城ロータリークラ
ブの例会は火曜日，リーセントカルチャーホテルで開催しております。皆様方にご来訪
いただけましたら嬉しく存じます。

坪井（俊） 本德会長と幹事，役員一同一年間ご苦労様でした。
多田 本德会長一年間御苦労様でした。
砂山 本德年度何のお手伝いも出来ませんでした。明日より「輪影」北海道に写真を撮りに行

きます。小生行けません。残念です。会員の皆様方の力作を希望します。
米田 本德丸の無事入港を御祝申し上げます。
井上（一） 本德丸の無事の着岸を祝って。

S A A 

白髭勇一 会員北村正発 会員 浦上澤之 会員内山　淳 会員 若林宣夫 会員

石井英行 直前会員坪井俊郎
パスト会長

安藤究真 幹事本德義明 会長 佐々木篤 会員

世良　仁 会員諸國眞太郎 会員 山下和也 会員菅野正則 会員 藤岡千秋 会員



更井 本德丸の無事の着岸をお祝いいたします。役員の皆様ご苦労さまでした。
西本 本德会長，リーダー，スタッフの皆様ごくろう様でした，楽しい一年でございました。

今後共ご健勝にて
石井 本德会長，安藤幹事，齊藤副会長，勘藤 S.A.A. 一年間大変ご苦労様でした。そして一年

間走り続けた貝原親睦活動委員長をはじめ委員会の皆様楽しい一年ありがとう。
本德 一年間，大変お世話になりました。皆さんのご支援に心から感謝を申し上げます。誠に

ありがとうございました。神野さん，高井会長ようこそお越し下さいました。
安藤 ①先週の出前講座，職業奉仕・青少年奉仕両委員会のみなさま，ご参加のみなさま，お

世話になりました。　②大橋啓美さん，気をつけて楽しんできて下さい。　③一年間，大
変お世話になり，ありがとうございました。退任あいさつをさせていただきます。

根木 ①本德会長，安藤幹事おつかれ様でした。　②日名先生大変お世話になりました。
荒川 本德丸も無事に着岸の時を迎えました。おめでとうございます。次年度の御指導よろし

くお願いいたします。
池田 本德会長，安藤幹事をはじめ理事，委員長，会員のみなさまのおかげで務める事ができ

ました。１年間ありがとうございました。
貝原 本德丸，マグロ漁から無事着岸おつかれ様でした！　１年間大変お世話になりました。
髙山 １年間プログラムの進行に協力していただきありがとうございました。卓話を心よく引

き受けていただき助かりました。
諸國 ①楽しい１年でした。本德会長，石井直前会長，安藤幹事，理事・役員の皆様，会員の

皆様ありがとうございました。　②大橋啓美さん，１年間大いに楽しんで。岡山東 RC が
応援しています。

若林 「週報」１年間のご愛読ありがとうございました。
佐々木 ①先週の出前講座では，年度末にもかかわらず，大変多くの方々のご参加をいただき感

謝いたします。　②皆様のご協力のもと無事に職業奉仕委員長の大役を努めることが出来
ました。ありがとうございました。

世良 ①神野先生ご無沙汰しております。　②一年間お世話になりました。
藤井 広報委員長としてロータリーの友の紹介と広報委員会活動に協力いただきありがとうご

ざいました。
赤松 ①皆様には，今年度の御出席ありがとう存じました。次回からは，ゆっくり食事ができ

ます。　②来年は，もう一層のメークアップをしましょう。
森元 在籍25年のお祝いありがとうございました。米山へのご協力ありがとうございました。
山田 北海道に探鳥旅行。昨日帰宅。オホーツク海側は寒くてふるえました。念願のシマフク

ロウを撮影しました。
斉藤（良） 本德会長はじめ執行部の皆様1年間おつかれさまでした。
高橋 本德会長，安藤幹事一年間おつかれ様でした。大変お世話になりました。貝原委員長お

つかれ様でした。
大橋 本日2015－16年度 青少年交換事業で派遣学生として大橋啓美が選ばれました。岡山東

ロータリークラブのメンバーに感謝しています。約１年間アメリカ・フロリダ州で「岡
山東ロータリークラブの小さな親善大使として頑張って来て下さい。」また，貴重な時に
壮行会を開いていただきありがとうございます。

冨岡 本德義明会長，安藤究真幹事をはじめ理事・役員，委員長の皆様，１年間お世話になり
ました。ありがとうございました。

佐藤 本德会長，安藤幹事，仁科社会奉仕委員長をはじめ理事・役員，会員の皆様一年大変お
世話になり，ありがとうございました。

友野 本德会長，安藤幹事はじめ役員の皆様，一年間お世話になりました。
浦上 本德会長，安藤幹事，この一年明るく楽しいロータリーをありがとうございました。
日名 本德会長，一年間ありがとうございました。
内山（淳） 本德会長，安藤幹事をはじめ理事・役員，委員長の皆様，１年間お疲れ様でした。
石原 本德会長はじめ執行部の役員の皆様ありがとうございました。
渡邊（修） 本德会長，一年間お疲れ様でした。ありがとうございました。
冨山 今年度１年間お世話になりました。今後ともよろしくお願いいたします。
浮田 先週の例会はひどい風邪で，咳と声がかすれて欠席しました。体調管理失格です。又，

今週の親睦活動委員会の集りにドタキャンとなり，申し訳ありませんでした。良い事無
しのスマイルです。

渡辺（学） 藤岡会員，先日はたいへんお世話になりました。おかげさまで楽しい会になりました。
藤岡 本德会長１年間大変御苦労様でございました。無事に大きな成果をあげ帰港されました



第３回被選クラブ協議会（6/25）

　６月25日（木）例会終了後，岡山プラザホテル「烏城の間」にて，第３回被選クラブ協議会が開催され，
ガバナー補佐訪問クラブ協議会の打ち合わせが行われました。

2014－15年度打上げ慰労会（6/25）

　６月25日（木）18時30分より岡山全日空ホテル20階「廚“洊”」にて，本德義明会長主催の本年度理事・役
員，委員長慰労会が行われました。これは，本年度の活動を無事に終えることができ，本德会長より感謝
の意を表されると共に，又，お互いに一年の労をねぎらったもので，本德会長から座右の銘である後藤静
香の「本気」が披露されたり，おいしい料理と美酒を賞味しながら，時の経つのも忘れて和やかな時を過
ごしました。
　次期荒川会長から本徳会長へ，次期根木幹事から安藤幹事へ，それぞれ感謝の花束が贈られました。

事をお祝申し上げます。
深田 先日は家内の誕生日に素敵なお花を送っていただきありがとうございました。家内もと

ても喜んでおりました。
松本 ①本德会長はじめ理事・役員，委員長の皆様，１年間お疲れ様でした。　②先週木曜日お

祝いをしていただきました。ありがとうございました。
弘中 本年度は色々な会合を開催いただきありがとうございました。
神田 本德会長，理事・役員の皆様一年間お世話になりました。旅行等様々な行事に参加し，

ようやく雰囲気に慣れてきました。
横田 まず入江工芸社新社屋落成おめでとうございます。お祝いの席では体調不良で早退し失

礼しました。お医者様の多い東 RC のありがたみがよくわかりました。感謝申し上げま
す。次年度もよろしくお願いします。

親睦活動委員会有志一同　　先日の親睦活動委員会の打上げ懇親会では，本德会長に大変お世話に
なりました。参加メンバー一同お礼申し上げます。

勘藤 今年一年 S.A.A. としてお世話になりました。特別会計が黒字で決算できますこと大変嬉
しく思っております。皆様のスマイルのご協力ありがとうございました。感謝，感謝，
感謝です。合掌

 46件　370,000円



写友「輪影」北海道（美瑛・富良野）撮影旅行（6/26－28）

　６月26日（金）〜28日（日），被写体の宝庫である北海道の美瑛，富良野のベストシーズンを撮影しようと
元会長の頼実先生ご夫妻をはじめ総勢12名の参加があり，美瑛・富良野の撮影スポットに詳しい小野寺さ
んにガイドとして同行していただき，就実の丘，美瑛の丘，白髭の滝，青い池などをかけまわり，風景撮
影を堪能した旅行となりました。あいにく滞在中の３日間は曇天だったため，予定していた美瑛の丘の朝
日撮影や夕陽撮影はできませんでしたが，北海道の広大な大地を風景にした写真撮影を満喫することがで
きました。

7月の月間行事予定  
例 会 行 事 プ ロ グ ラ ム そ の 他 の 行 事
２日通常例会

９日通常例会

16日通常例会
23日通常例会
30日特別例会

・「お祝い行事」
・「就任挨拶」荒川謙三会長，根木克己幹事

・「就任挨拶」舟橋弘晃副会長，三垣日出人 S.A.A.，
　　　　　　 大澤俊哉 職業奉仕委員長
・「佐藤芳郎ガバナー公式訪問」
・「ロータリークラブと私」木谷忠義氏（岡山 RC）
・「納涼特別例会」（於　岡山プラザホテル）

２日　・理事会
　　　・フレッシュ会員研修会
　　　・第４回クラブ協議会
　　　　（G 補佐訪問）
５日　・ゴルフ同好会
　　　　（赤坂レイクサイド CC）
16日　・麻雀同好会「東風の会」総会
23日　・県南18RC 正副会長幹事会
　　　　（アークホテル岡山）
　　　・写友「輪影」総会

7月の月間メニュー
２日通常例会
９日通常例会
16日通常例会
23日通常例会

30日特別例会

・幕の内，赤飯，吸物
・幕の内，枝豆生姜御飯，吸物
・（ミリオンダラーミール）高菜と明太子 しらすの和風ピラフ，サラダ，コーヒー
・ 枝豆御飯 ジュンサイ もずく掛け，冷し鉢，青ニラ入り出汁巻 鮎塩焼き あしらい一式， 

赤だし，蛸飯，フルーツ
・「納涼特別例会」（於　岡山プラザホテル）
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１年間のご愛読ありがとうございました。

会報委員会　委員長 若林宣夫，副委員長 渡邊修司，委員 友野昌平，吉野夏己

北海道上川郡美瑛町白金にある「青い池」で記念写真


