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本日のプログラム
　「お祝い行事」
　「米山月間にちなんで」
　諸國眞太郎 米山記念奨学会委員長

▶10月15日のプログラム
　「職業奉仕について」
　大澤俊哉 職業奉仕委員長

●10月８日は例会休会（定款第６条第１節による）

「笑いある人生」 お笑い赤坂亭　頭取　雷門喜助 様（備前 RC）

9月17日のプログラム

（卓話の趣旨）　東京でご活躍後岡山に移り住み，以来35年，地域に笑いと癒しを
提供し続けてこられたご様子をお話しいただきました。町おこしとして旧赤坂町
で開始した町営の寄席は全国初の取り組みで，赤磐市となった現在まで20年間休
みなく続けておられます。職業柄変わったことを体験することも多く，最近では
路面電車の中で寄席をしたところ大好評で，それからいろいろ「軌道に乗った」
そうです。小咄で充分会場を沸かした後に，落語「抜け雀（ぬけすずめ）」をご披
露いただき，笑いに包まれた例会となりました。

雷門喜助師匠のご略歴
昭和20年１月15日生まれ
昭和38年　初代雷門福助の弟子となり　芸名＜雷門福二＞で初高座
昭和41年　 八代目雷門助六の門下となり＜雷門喜助＞と改名し落語芸術協会に所

属
昭和63年　 岡山県立美術館にて＜雷門一門会＞において師匠八代目助六より真打

ちに認定される
50年以上に亘って高座でご活躍のみならず多数のテレビ・ラジオ放送へのレギュ
ラー出演，講演会講師など幅広い分野でご活躍中です。



例会報告（9/17）

出席報告
　会員数　98名（内出席免除者19名）
　出席者　68名（内出席免除者出席14名）
　出席率　73.12％（前々回訂正後出席率94.79％）
　ビジター　０名

会長挨拶・報告
　今朝の最低気温は18度台になり例年よりかなり低いようですが，過ごし易い気温です。しかし，また雨
が降っており，大雨による被害を受けた地方では被害が更に拡大しないか心配です。
　皆様ご存知の通り，RI では月間テーマを決めています。今年度から大きく変更になり，今月は「基本的
教育と識字率向上月間」です。世界には学校に行けず，字も読めない人が大勢いるからでありますが，日
本において字の読めない人はほとんどいません。そこで，日本では独自に「ロータリーの友月間」が加
わっています。
　「ロータリーの友」の紹介は，広報委員会のメンバーが毎月それぞれ自分の気になる記事を要約して解
説してくれていますが，是非会員の皆様は時間を見つけて読んでいただきたいと思います。横組みには，
RI としての世界の記事や月間のテーマに沿った内容の記事が記載されています。縦組みには，各クラブの
事業の他，多くの会員からの投稿文や趣味の話が載っていますが，私が必ず読む記事は，縦組みの最初に
載っています「SPEECH」と「わがまち，そしてロータリー」です。各都市の文化・歴史がわかり，そこ
に住む特色のある多くのロータリアンの解説が載っています。「ロータリーの友」を読むことは出席と同様
に会員の義務ですので，是非お読みください。
　次週の例会は長い連休明けになります。例会終了後，ヤクルトの和気工場への職場訪問がありますが，
参加者は現時点で45名になっています。坪井パスト会長には大変お世話になりますが，よろしくお願いい
たします。

幹事報告
１．マイロータリーへの登録をよろしくお願いいたします。
２．来週24日の例会終了後，職業奉仕委員会の事業であります，優良企業事業所訪問で岡山和気ヤクル

ト工場様へまいります。今日現在45名の参加者です。参加ご予定の方はよろしくお願いいたします。
３．他クラブ週報を回覧いたします。

委員会報告
●青少年奉仕委員会　大橋正禎 委員長
　本日例会後，国際奉仕・青少年奉仕合同委員会を開催します。関係者の方はよろしくお願いいたします。

●会報委員会　渡邊修司 委員長
　来週発行の週報につきましては，シルバーウィークのため，印刷が間に合いませんので，例会前のポス
ティングが出来ません。再来週に２号分まとめてポスティングさせていただきますのでよろしくお願いい
たします。

お 食 事
ローストポーク香草焼き 温野菜 レモン
添え，スープ，サラダ，ライス

●スマイル●
荒川 雷門喜助師匠，本日はよろしくお願いいたします。本当の高座は大阪で１度しか経験が

ありません。
坪井 家内の誕生日のお祝いにクラブより花束をいただきました。また，藤岡さんからも花束

をいただきました。皆さんありがとうございました。
米田 先日肺炎で入院の節は会長，幹事に御見舞に来ていただき大変ありがとうございました。

そのお陰で早く良くなりました。
本德 備前ロータリークラブの雷門喜助頭取，ようこそお越し下さいました。お話を楽しみに

S A A 



「三の国・岡山」 柳瀬和之 様

9月24日のプログラム

（卓話の趣旨）　岡山について語る時，不思議なことに「三」が常にキーワードに
なっているという視点で，幅広く岡山の「政治行政」にまつわるお話をいただき
ました。中でも，岡山中興の祖と言える三名（杉山岩三郎：明治維新時の慧眼，大
原孫三郎：文化都市の基礎構築，三木行治：工業化の促進）の功績のご紹介と，そ
の名前にまで「三」が含まれるというご指摘は，会場中を唸らせました。津山城，
備中松山城，岡山城を結ぶ線が黄金比の二等辺三角形になっていること，現代に
おいても，岡山駅，岡山市役所，県庁が同様の三角形を形成していることなど，
岡山で「三」を発見することにかける熱意と視点のユニークさに，惜しみない賛
辞の拍手が送られました。

柳瀬和之様のご略歴
1941年生まれ（成育地は東京新宿）
1963年　慶應義塾大学商学部を卒業後，証券会社に就職
1988年　岡山支店長として赴任
1990年　トマト銀行に転職し，10年間役員を務める。その後関連会社社長など歴任

しています。
根木 ９月８日，９日と沼津へ行って来ました。藤井委員長ほど元気でないので富士山には登

りませんでしたが，富士のふもとでのゴルフは中々良かったです。また，企業見学では
富士通の DNA 館に行き改めて世界の IT を支えている富士通に感動しました。

藤岡 ①６年間胃カメラの検査してなく先般より胃のムカツキがあり心配で胃カメラの検査を
し，異常が見られず生れ変った思いです。黒住先生，大澤先生お世話になりました。　②
８月末決算を無事終え安堵しております。

日名 雷門さん，ようこそ！！　卓話楽しみにしております。また妻の誕生日にお花ありがと
うございました。

近藤（典） 雷門喜助師匠をお迎えして。わずかな時間で人を笑わす術，最高です。今日も楽しみに
しています。

髙藤 第２回ゴルフ同好会で優勝いたしました。ありがとうございます。
北村 先日のゴルフ同好会２位に入賞しました。だいぶん涼しくなりましたね！
勘藤 髙藤さん，先週のゴルフコンペ優勝おめでとうございました。吾が事のように嬉しゅう

ございます。
菅野 中国学園大学東北ボランティア気仙沼に行って来ました。９月11日〜17日，今日朝無事

に帰って来ました。井上和宣会員大変お世話になりました。
池田 ９月15日，オカヤマアワード観光宿泊部門で受賞されました。これを機にもっと旅を通

じて会社を元気に，地域を活性化させるよう努力していきます。
大西 ①経済産業省の「日本から世界に広く伝えるべき地方産品500商材」通称「ザ・ワンダー

500」弊社商品も選定されました。大変ありがたくスマイルします。　②おじいさんにな
りました。

宮本 スポンサーであり同業の山下会員から新規取引先を御紹介いただきました。感謝の心を
こめてスマイルいたします。

岡﨑 探し求めていた，エンジン部品がやっと入手できました。１つ数十万円の鉄クズです。
しばらくアルコールが減りそうです。

三垣 先週の土曜日たけべの森からロータリーコンペ，松山国際，昨日の愛知三好カントリー
と，５日間ゴルフでした。仕事の関連もありましたが，今日は筋肉痛で体力の無さを痛
感してます。

 17件　110,000円



リタイア後はフリーのエッセイストとして引き続き岡山でご活躍。
「岡山みてある記」，「岡山たべある記」，「岡山散歩」，「岡山の三ものがたり」など岡山に関する多数の著書
もご執筆。

例会報告（9/24）

出席報告
　会員数　98名（内出席免除者19名）
　出席者　79名（内出席免除者出席18名）
　出席率　81.44％（前々回訂正後出席率90.63％）
　ビジター　０名

会長挨拶・報告
　皆様，この長い連休をいかがお過ごしでしたでしょうか。残念ながら仕事だったという方もいらしたと
思いますが，連休中は天候も良くさわやかな毎日でした。全く個人的ですが，私は３日ほど長崎方面に旅
行に行き，まるで修学旅行のようなコースを回ってきました。おかげで歩きすぎて少し足が疲れています。
　本日は，例会終了後に岡山和気ヤクルト工場の見学が職業奉仕委員会の事業として行われます。43名が
参加予定と聞いております。大澤職業奉仕委員長の他，委員会の皆様には大変お世話になりますが，よろ
しくお願いいたします。また，坪井パスト会長には，色々とご配慮いただきありがとうございます。本日
は朝から雨が強く降っており心配していましたが，何とか雨は上がりそうです。これも，皆様の普段の行
いが良かったものと思います。出席される皆様の協力を得て有意義な職場訪問にし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．マイロータリーへの登録をお願いいたします。
２． 本日例会終了後，優良企業事業所訪問で岡山和気ヤクルト工場へまいります。参加ご予定の方はよ

ろしくお願いいたします。詳細は後程大澤委員長より委員会報告で願います。
３．他クラブ週報を回覧いたします。

委員会報告
●職業奉仕委員会　大澤俊哉 委員長
　本日岡山和気ヤクルト工場の工場見学に伺います。バスご利用の方は例会後ホテル前にご参集ください。
お車でお越しの方は15時の開始予定時刻に，遅れないようお願いいたします。

●囲碁同好会　弘中環 会員
　９月26日（土）10時より第１回囲碁同好会をアークホテルにて開催いたします。ご出席予定の方はよろし
くお願いいたします。

お 食 事
牛肉とピーマン細切り炒め，沖縄風揚げ
出し豆腐，ホタテひもの和え物，スープ，
御飯，ザーサイ

●スマイル●
荒川 柳

やな

瀬
せ

様，本日の卓話楽しみにしております。以前，当クラブのメンバーとお聞きしまし
たが，最近の当クラブを見てください

多田 小生体調を崩し，三週連続ホームクラブを欠席いたしました。四週連続になると，会員
の資格を無くするところでした。会員の皆様，季節の変わり目健康に留意して下さい。

更井 柳瀬さんお久し振りです。本日所用の為早退します。申し訳有りません。
西下 県立児島高校の同期同窓会をアークホテルで開催。弘中さんに大変お世話になり盛り上

がりました。ありがとうございました。
本德 柳瀬さんいらっしゃい！　本日の卓話を楽しみにしてます。又，例のコンペにもお顔を

見せて下さい。

S A A 



優良企業事業所訪問　（株）岡山和気ヤクルト工場（9/24）
　９月24日（木）例会終了後，職業奉仕委員会企画
による優良企業事業所訪問が行われました。荒川
会長以下42名が参加して，坪井パスト会長のお世
話により「（株）岡山和気ヤクルト工場」を訪問し
ました。
　岡山和気ヤクルト工場は，飲料大手（株）ヤクル
ト本社の生産子会社（国内５社）の一つとして，平
成27年２月に全面稼動を開始した，ヤクルトの中
でも最新鋭の工場です。
　今回の工場見学では，①容器の形成工程，②調
合工程，③充填工程，④包装工程など最新の工程
を見学させていただきました。衛生管理，品質管理は当然のこと，環境保全にも大きな力を注いでいるこ
とが分かりました。創始者である代田稔博士の思いが，現在の職員の皆様に受け継がれていることに感激
しました。今回お世話になった坪井パスト会長，工場の皆様に深く感謝申し上げます。
 ［文章提供：大澤俊哉 職業奉仕委員長］

根木 坪井パスト会長，本日の岡山和気ヤクルト工場見学ではお世話になります。本年度初の
職業奉仕事業です。大澤委員長よろしくお願いいたします。

佐々木 大変うれしいことがありました。私の友人が不治の病を克服して職場復帰してくれまし
た。

大橋 舟橋様・和気様，シルバーウィークにジェイドを預かっていただきありがとうございま
した。本人もたいへん喜んでいました。

齊藤（博） 山田さんには，この度の旅行では，ひとかたならぬお世話になりありがとうございまし
た。いみじくも，今までにない経験をすることができ，目からうろこが落ちる思いです。

諸國 タンザニアサファリでは，山田隊長，齊藤エレクト，阿部さんにお世話になりました。
人類の起源の土地に訪ねることができ，人生の大きな引き出しを一つふやすことができ
ました。

山田 タンザニアから無事帰国。同行の皆様は感性豊かな？人達なので，アフリカの大地の景
観とサファリで大いに刺激され，人生観が変わったのではないでしょうか。

阿部 先週東アフリカ・タンザニアに行ってきました。濃いキャラクターの４人で，山田さん，
諸國さんは大砲のようなカメラで鳥と動物を追いかけて撮りまくってました。齊藤さん
は相変わらずアフリカでも大きな声で叫んでいてその声にライオンも振り向いておどろ
いていました。私は最終日セレゲティ大草原に沈む太陽を車の中から撮影しながら福山
雅治のカバー曲「長崎は今日も雨だった」をカラオケしてました。ほんとうにすばらし
い感動をいただきありがとうございました。特に山田隊長にはお世話になりました。

児島（正） 長らく欠席をいたし失礼をしました。今後共よろしく。
友野 藤岡さん先日はお世話になり，ありがとうございました。冨山さんお疲れ様でした。
石原 妻の誕生日にキレイな花をありがとうございました。
末藤 先般，内山淳，佐藤さんとゴルフをご一緒していただき，ミドルホールで2打目カップイ

ンしイーグルを取らせていただきました。楽しいゴルフでした。
弘中 ①西下パスト会長，朝霧さん先日は同窓会を開催いただきありがとうございました。　②

昨日，当ホテルにてディナーショーを開催しました。北村さん，内山隆義さん，根木さ
んありがとうございました。

花岡 先日の亀田アメリカ試合は負けてしまいましたが，３点嬉しい事がありました。　①本日
発売のターザンに掲載されました。　②ショップチャンネルで28,000製品 Sold out。　③12
月４日，岡山イトーヨーカドーでマッサージ店オープンします。お疲れを癒しに是非お
こし下さい。

 18件　94,000円



第１回囲碁同好会（9/26）
　９月26日（土）アークホテル岡山にて，荒川会長年度１回目の囲碁同好会が開催されました。今回は，９
名の参加となり，４回戦のスイス方式にて，腕を競いました。荒川会長には会長賞を準備していただき，
応援にも駆けつけていただきありがとうございました。
　和気あいあいと親睦を深めながら，激しい勝負が行われた結果，優勝は，三好会員，準優勝は，近藤

（典）会員，３位丹羽パスト会長となりました。今年度は年４回開催を予定しておりますので，腕に自信の
ある方から初心者の方まで，囲碁に興味のある方はぜひご参加ください。
 ［文章・写真提供：佐藤英明 副幹事］

10月の月間行事予定  経済と地域社会の発展月間・米山月間
例 会 行 事 プ ロ グ ラ ム そ の 他 の 行 事
１日通常例会

８日例会休会
15日通常例会
22日通常例会

29日通常例会

・「お祝い行事」
・「米山月間にちなんで」

諸國眞太郎 米山記念奨学会委員長
・定款第６条第１節による休会
・「職業奉仕について」大澤俊哉 職業奉仕委員長
・「未定」

岡山県中小企業団体中央会 会長　武田修一 様（岡山 RC）
・「クラリネットとピアノ」

武蔵野音楽大学　栗原泉 様，矢木裕子 様

１日　・ 理事会，第１回指名委員会，
第２回 I.D.M.

３・４日　・地区大会（岡山ドーム）
12日　・ゴルフ同好会（後楽 GC）
15日　・第２回指名委員会
22日　・第２回クラブフォーラム
24日　・第２回地区青少年交換委員会

10月の月間メニュー
１日通常例会
８日例会休会
15日通常例会
22日通常例会
29日通常例会

・（ミリオンダラーミール）チキンと木の子のカレー，サラダ，コーヒー
・定款第６条第１節による休会
・幕の内，木の子御飯，味噌汁
・チキンカツレツ キエフ風，スープ，サラダ，ライス
・中華風牛バラ煮込み，茄子の山芋トロロ掛け，サラダ，スープ，御飯，ザーサイ

優勝
三好会員

準優勝
近藤（典）会員

３位
丹羽パスト会長

（株）岡山和気ヤクルト工場訪問の皆さん


