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本日のプログラム
　「お祝い行事」
　「就任挨拶」
　高橋憲志 社会奉仕委員長，藤井一也 国際奉仕委員長
　大橋正禎 青少年奉仕委員長

▶8月20日のプログラム
　交換留学生　Jade Alexandra CROSBY さん

（予定）

●８月13日は例会休会（定款第６条第１節による）

「ロータリークラブと私」
㈱さえら 代表取締役会長
木谷忠義 様（岡山 RC） 　

7月23日のプログラム

（卓話の趣旨）
　ナイトウエア，ランジェリーメーカーとして木谷様が創業された「さえら」の
社名の由来から「香港」「ニース」と海外展開していくお話しに続き，岡山ロータ
リークラブ入会の経緯から現在に至るまで盛りだくさんのお話をいただきました。
　岡山ロータリークラブ入会当初（昭和60年１月）では，多方面で活躍される先輩
方がいつも同席を勧めてくださり，様々なアドバイスが得られたこと，自らも各
種委員会活動に積極的に取り組まれ，より交流が深まったこと，その他厳しい中
にも愛情あふれる会の様子などユーモアを交えながらご紹介いただきました。
　最後に，岡山東ロータリークラブについて“情に厚い”クラブの風土が好きです！とのお褒めのお言葉も
頂戴いたしました。

木谷忠義 様のご紹介
昭和19年２月９日 生れ
職　歴 昭和49年11月１日 さえら 創業 
 昭和50年10月１日 株式会社さえら を創立，代表取締役社長
 平成26年３月１日 代表取締役会長にご就任
公職歴 平成３年５月 岡山経済同友会　常任幹事（現在に至る）
 平成16年11月〜22年 岡山商工会議所副会頭
 平成17年10月 岡山西法人会 会長（現在に至る）
 その他，数多くの公職をご歴任されております。



例会報告（7/23）

出席報告
　会員数　97名（内出席免除者19名）
　出席者　84名（内出席免除者出席19名）
　出席率　86.60％（前々回訂正後出席率89.47％）
　ビジター　０名

会長挨拶・報告
　先週末には，台風11号が岡山を直撃いたしました。JR 在来線が木曜日の夕方から，金曜日のほぼ終日運
休し，移動に支障をきたした方が多く見られました。また，沿岸部では避難指示，避難勧告が広い範囲に
出されておりましたが，皆様のご自宅，会社などの被害はございませんでしたでしょうか。今回の台風に
おきまして，日本中で多くの被害が出ましたが，被害に遭われた方々に心からお見舞い申し上げます。
　さて，先週の例会は，佐藤ガバナー公式訪問でございました。佐藤ガバナーの「Enjoy Rotary」を実践し
ながら，「和をひろめよう」のスローガンに沿って，和み，味のある例会，クラブ運営を行っていきたいと
思います。
　次週は納涼特別例会でございます。今年度最初の特別例会であり，賑やかに，夏らしい会を親睦活動委
員会が企画しております。涼しい服装で来ていただき，涼を感じながら，阿波踊りをショーとして楽しみ，
また踊ってみようと思われる雰囲気になると思いますので，参加された皆様全員で楽しんでいただきたい
と思いますので，よろしくお願いいたします。

幹事報告
１．次週例会は，18：30より岡山プラザホテルにおいて，納涼特別夜間例会となっております。お昼の

例会はございませんので，お間違えのないようにお願いいたします。
２．８月20日（木）18：30〜クラブフォーラムのご案内をポスティングしておりますので，ご確認くださ

い。
３．岡山城ロータリークラブより，「創立25周年記念誌」が届きましたので，回覧いたします。
４．本日夜，アークホテル岡山にて県南18RC 正副会長幹事会が行われます。
５．他クラブ週報を回覧いたします。

委員会報告
●親睦活動委員会　内山淳 委員長
　皆様，７月30日（木）の納涼特別例会には奮ってご参加いただきますようお願い申し上げます。尚，当日
は軽装で構いません。

●写真同好会 写友「輪影」　藤井一也 会員
　本日例会後，「烏城の間」にて，写友「輪影」の総会を開催します。関係者の方はご参加下さい。

西大寺青年会議所創立55周年記念事業講演会のご案内
　西大寺青年会議所 理事長　坪井綾広 様， 専務理
事　藤原辰徳 様， 担当委員長　谷政道 様の訪問を
いただき，平成27年８月22日（土）に岡山市立西大
寺公民館大ホールに於いて開催される，櫻井よし
こ講演会，演題「日本の進路と誇りある国づくり」
のご案内がありました。

お 食 事
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

●スマイル●
荒川 ㈱さえらの木谷様，ようこそお越しくださいました。卓話を楽しみにしております。
坪井（西大寺 JC 理事長）　　本日は貴重な例会のお時間を頂戴し事業 PR をさせていただきます事に

心より感謝申し上げます。例会のご盛会をお祈りいたします。
坪井（俊） この度は荒川先生にお世話になりました。少しずつよくなっています。

S A A 



写友「輪影」2015年度総会（7/23）
　７月23日（木）例会終了後，岡山プラザホテル「烏城の間」に於いて写友「輪影」2015年度総会が，会員22
名が出席して開催されました（７月１日現在会員数：ご夫人会員２名，協賛会員２名を含む37名）。
　総会は，砂山写友「輪影」会長挨拶のあと，武幹事の2014年度事業報告・決算報告，冨岡監事の監査報
告につづき，2015年度事業計画・収支予算の説明があり，予定していた議案全てが承認されました。本年
度の撮影旅行先は，３〜４月頃２泊３日の石垣方面又は鹿児島方面（親睦活動委員会では11月14〜15日福
岡・大相撲九州場所の見物旅行）が計画されていること，４月予定の写友「輪影」展には，多数の作品出展
が期待されるなど，写友「輪影」では楽しい同好会活動が予定されております。
 ［文章・写真提供：若林宣夫 会員］

更井 木谷さん，ご来訪ありがとうございます。あいにく出張の為，お話を聞けないのが残念
です。

丹羽 先日開催されました第53回岡山県中学校総合体育大会で，私の孫が1,500m で１位，
3,000m で２位となり，私の中学校時代の記録よりずっと早く，喜んでおります。

西下 木谷様をお迎えして。
石井 木谷様ようこそお越しいただきました。卓話楽しみにしています。
本德 木谷会長ようこそお越し下さいました。今日はよろしくお願いいたします。
舟橋 大西会員には大変お世話になり，ありがとうございました。
根木 ①木谷様をお迎えして。　②坪井理事長，藤原専務理事，谷委員長お迎えして。　③坪井

理事長，娘の安産祈願ありがとうございました。無事生まれました。
藤岡 本日プログラムの講師として木谷忠義様をお招きすることができ，ありがとうございま

す。
藤井 昨日約束したので SAA に協力します。木谷さん卓話楽しみです。
日名 米田さん，先日はお世話になりました。申年で良かったです。
木村 木谷さん，よくおいでになりました。卓話を楽しみにしています。
藤原（唯） 前回，前々回出席率うっかりまちがえました。すみません。
児島（正） 木谷さん，ようこそお越し下さいました。卓話，楽しみにしています。
近藤（典） 木谷会長，お会いする度に大変楽しく意義のあるお話しをありがとうございます。本日

も卓話楽しみにしています。
眞殿 本日，所用で欠席しますが，木谷先輩ようこそ。お話がお聞きできなく残念です。西大

寺 JC の皆さん，桜井よし子さんの講演会の成功をお祈りします。
浦上 荒川会長から家内に送られて来た誕生日の玉手箱，花箱から現れたのは安らぐことので

きる緑と黄の花。例会場をこの花で飾り，くつろげる親睦の湯船にしたい花でした。
大西 日曜日の OHK「そうだったのカンパニー」で「ブサイク」な顔を TV に出し申し訳あり

ませんでした。「自分自身で驚きました！」
小橋 ①ようこそ坪井さん，藤原さん。周年事業が成功することを祈念しております。　②藤井

さん，先日はありがとうございました。
花岡 パラリンピック世界水泳でイギリスに行ってまいりました。東京オリパラに向け，ト

レーナー最高責任者として結果を出せるよう，選手サポートしていきます。引き続き御
指導お願いします。

岡﨑 念願の第２ガレージが，やっと完成しました。なぜかシャワー，トイレ付きになりまし
た。10年ローン…仕事，頑張ります。

 23件　106,000円



2015-16年度�県南18RC正副会長・幹事会（7/23）
　７月23日（木）18時30分よりアークホテル岡山に
おいて，2015－16年度 県南18RC 正副会長幹事会が
開催されました。秋山義信第９グループガバナー
補佐，槌田正則第10グループガバナー補佐，小林
茂則第11グループガバナー補佐を来賓としてお招
きし，県南18RC の会長，副会長，幹事，副幹事が
出席し，西南 RC の主管にて開催されました。
　当クラブからは，荒川会長より，４役の紹介と，
クラブの現状，及び今年度の会長方針の発表が行
われました。

広報委員長会議報告（8/2）
　８月２日（日）に岡山国際交流センターB1F レ
セプションホールで地区50クラブの委員が集まり

「2015－16年度　国際ロータリー第2690地区クラブ
雑誌・広報委員長会議」が開催されました。
　主要な伝達事項は，①月信のページ数が８ペー
ジと少なくなり，その補完として月信電子版を充
実させる，②ロータリークラブの公共イメージを
社会に向けて発信することは会員全員の責務であ
る，③各クラブのホームページの定期的更新に際
して，個人情報の取り扱いに殊更配慮すること，
④８月は「会員増強・拡大月間」と呼んでいたが，

「会員増強・新クラブ結成推進月間」と改められた，⑤「ロータリーの友」への投稿記事は活動後，原則１
カ月以内のものとする，記念例会・式典の記事は受け付けない，同様に「委員会報告」もダメで特別の活
動紹介としてください，でした。
　会議の概要は，江尻博子ロータリーの友地区代表委員の開会の言葉，佐藤芳郎ガバナーのあいさつに続
いて，「ロータリーの友」二神典子編集長「ロータリーいま」の講演があり，休憩をはさんで，事例研究と
して「IT の活用にあたって：公共イメージと認知度向上の最新知見」と題する伊藤文利第2690地区パスト
ガバナー・第３ゾーンロータリー公共イメージコーディネーター補佐の講演と，髙松屋暢克地区月信出版
委員長の「地区月信電子版に取り組んで」の発表があり，塚本博視地区代表幹事の閉会の言葉で会を閉じ
ました。
 ［文章・写真提供：浮田　實 広報委員長］

8月の月間行事予定  会員増強・新クラブ結成推進月間
例 会 行 事 プ ロ グ ラ ム そ の 他 の 行 事
６日通常例会

13日例会休会
20日通常例会
27日通常例会

・「お祝い行事」
・「就任挨拶」 高橋憲志 社会奉仕委員長　

藤井一也 国際奉仕委員長　
大橋正禎 青少年奉仕委員長

・定款第６条第１節による休会
・米国交換学生の卓話
・「ヨーロッパ視察による感想」

㈱中国銀行会長　泉史博 氏（岡山 RC）

２日　・雑誌・広報委員長会議
　　　　（岡山国際交流センター）
６日　・理事会
　　　・第１回 I.D.M.

20日　・第１回クラブフォーラム
29日　・ 第１回青少年交換委員会，受

入学生第１回オリエンテーショ
ン・歓迎会（岡山全日空ホテル）

8月の月間メニュー
６日通常例会
13日例会休会
20日通常例会
27日通常例会

・（ベトナムミール）海老めし　スクランブルと海老フライ添え
・定款第６条第１節による休会
・レバニラ炒め，一口冷麺，中華季節前菜２品，スープ，御飯，ザーサイ
・冷製スープ，ローストビーフ 香草サラダ 玉ネギと大葉のジュレソース，ライス，コーヒー



2015.7.30　第2252例会

納　涼　特　別　例　会
於　岡山プラザホテル

出席報告
　会員数　97名（内出席免除者19名） 出席者　88名（内出席免除者出席15名）
　出席率　94.62％（前々回訂正後出席率89.58％） ご夫人　30名

会長挨拶
　本日は，本年度最初の夜間特別例会でございます。ご夫人30名のご参加をいただき，全員で120名の御出
席をいただきました。本当にありがとうございます。十分お楽しみいただきたいと思いますが，その内容
につきましては内山親睦活動委員長より案内があると思います。
　今年度の特別例会ですが，観桜特別例会を復活させました。若い会員はご存じないと思いますが，この
観桜特別例会は以前行われておりましたが，2011年３月に東日本大震災が起こり，４月に花見をしてにぎ
やかに祝宴を挙げることはいかがなものかということで，予定されていた観桜特別例会を急遽中止した経
緯がございます。この観桜特別例会を含め，今年度は夜間特別例会を５回予定しております。そのうち４
回がご夫人参加の例会であります。是非多くのご夫人のご参加をお願い申し上げますが，年末家族特別例
会ではお子様，お孫さん達も多くご参加いただきますようお願い申し上げます。
　本年度の地区のテーマは「あいことばは Enjoy Rotary」であり，ロータリーを楽しみ，記憶に残る良い
年にしようと佐藤ガバナーは述べられました。当クラブのテーマは「和をひろめよう」といたしました。
この「和」は日本の和であり，「和み」「おだやか」などの他，「気が合う」とか「異なるものが出会い，一
緒にいることを楽しむ」などの意味があります。RC そのものです。岡山東 RC の良さは団結力，活力であ
ります。会員間に「和」が広まり，更に成長，発展し，我々の間に大きな「輪（サークル）」，繋がりが出来
ていきますことを願っております。
　今年度はまだ始まったばかりです。これからの１年は，ご家族のご支援がなければ行い得ませんので，
よろしくお願い申し上げます。

カクテルコーナー（華伝座　野崎様） 大森豆富さんの手焼きのあげ 眞金堂さんのお蕎麦

ロータリーソング「奉仕の理想」 新入会員紹介　朝霧元晴 会員 内山（淳）親睦活動委員長　挨拶

荒川会長　開会挨拶 本德直前会長　乾杯 司会の横田会員



“阿波踊り”に興じる会員とご家族の皆さん

徳島県出身の荒川会長 大阪天水連の皆様



「和をひろめよう」　各テーブルでの記念写真

手に手つないで

お世話になった親睦活動委員会の皆さん 舟橋副会長　閉会の挨拶






