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本日のプログラム
　「職業奉仕について」
　大澤俊哉 職業奉仕委員長

▶10月22日のプログラム
　「TPP 締結とどうなる今後の日本経済」
　岡山県中小企業団体中央会 会長
　武田修一 様（岡山 RC）

「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1日のプログラム

　ロータリー米山記念奨学会は，将来母国と日本との懸け橋となって国際社会で
活躍する優秀な留学生を奨学することを目的としています。優秀とは「（1）学業」
に対する熱意や優秀性はもちろんのこと，（2）異文化理解，（3）コミュニケーショ
ン能力への意欲や能力に優れている点が含まれます。ロータリー米山奨学生は，
ロータリークラブを通して日本の文化，習慣などに触れ，社会参加と社会貢献の
意識を育て，将来ロータリーの理想とする国際平和の創造と維持に貢献する人と
なることが期待されます。年間の奨学生採用数は720人（枠），事業費は12.4億円

（2013－14年度決算）と，国内では民間最大の国際奨学事業となっています。これ
までに支援してきた奨学生数は，累計で18,648人（2015年７月現在）。その出身国
は，世界123の国と地域に及びます。米山奨学金には，奨学金による経済的な支援
だけでなく，ロータリークラブ独自の世話クラブとカウンセラー制度による心の
通った支援があります。日本には約2,300のロータリークラブがあります。そのう
ち1つのクラブが，1人の奨学生の「世話クラブ」となります。米山奨学生は世話
クラブの例会 に月に一度出席し，ロータリー会員と積極的に交流して国際交流・
相互理解を深めるとともに，ロータリーの奉仕の心を学びます。（HP より）
　2014年に，この日本独自のプログラムが国際ロータリーに認定されました。10
月は米山月間です。昨年度は寄付金合計で我が岡山東 RC は地区第３位，個人平
均寄付額では第４位でした。次年度奨学生確保のためにもこの実績を維持する必
要があります。委員が特別寄付金のお願いに伺います。本趣旨に対し何分のご配
慮を賜り宜しくご寄付いただければ幸いと存じます。



例会報告（10/1）

出席報告
　会員数　98名（内出席免除者19名）
　出席者　83名（内出席免除者出席17名）
　出席率　86.46％（前々回訂正後出席率84.21％）
　ビジター　１名

会長挨拶・報告
　朝晩はすっかり涼しくなり，本当に過ごし易い季節になりました。スポーツの秋，食欲の秋を満喫した
いと思います。また，読書の秋でもありますので，皆様「ロータリーの友」を熟読していただきたい思い
ます。
　早いもので10月に入りました。今週末には地区大会が開催されます。今年度は岡山市内で行われるため，
早朝からのバスの移動や宿泊も必要ありません。多くの会員が出席予定ですが，地区としての最も大きな
行事ですので，欠席予定であった会員も都合がつけば是非参加するようにお願いいたします。
　先週，今年度第１回囲碁同好会に出席させていただきました。観戦だけでしたが，和やかな中にも激し
い戦いが繰り広げられており，楽しませていただきました。
　今月は「経済と地域社会の発展月間」，日本では「米山月間」でもあります。米山月間につきましては，
本日諸國米山記念奨学会委員長からお話がありますので楽しみにしております。もう一つのテーマであり
ます「経済と地域社会の発展月間」は，今年度より新しくなった月間の一つですが，昨年度までは「職業
奉仕月間」でした。RI の基盤である「職業奉仕」という名称を使った月間から，より具体的なテーマに
なったと考えられます。会員が専門性を生かして職業奉仕をすることで経済と地域社会は活性化していき
ます。内容はほぼ同様と考えて良いでしょう。ロータリアンが常に行っています職業奉仕を意識して，今
後も職業に励んでいただきたいと思います。

幹事報告
１．10月のロータリーレートは，１ドル＝120円です。
２．本日例会終了後，第１回指名委員会を「鷲羽の間」にて開催いたします。関係各位はよろしくお願

いいたします。
３．本日18：30〜アークホテル岡山において第２回 I.D.M. を開催いたします。参加予定の方はよろしく

お願いいたします。
４．次週例会は，休会となっております。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。次回例会は10月15日（木）です。
５．10月４日（日）岡山ドームで開催される地区大会本会議に御出席される方は，上着，ネクタイを着用

され，ロータリーバッヂ，RI テーマバッヂを着けてください。岡山ドーム集合は，午前９時30分正
面入り口付近にお願いいたします。集合写真をお撮りします。

６．10月22日（木）開催の第２回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。

７．10月の例会プログラム予定をポスティングしておりますので，ご確認ください。
８．10月よりネクタイを着用してください。
９．マイロータリーへの登録をよろしくお願いいたします。
10．他クラブ週報を回覧いたします。

　 第４回理事会報告 
１．2014-15年度の決算報告を安藤直前幹事より説明，承認されました。
２．高橋社会奉仕委員長より28年２月21日にネグレクトフォーラムの計画の報告があり，承認され

ました。
３．地区大会の職務が当クラブの例会と重なった場合，ホームクラブ出席扱いとすることについて，

承認されました。
４．内山親睦活動委員長より，11月14・15日の北九州方面への親睦旅行の予算について，承認され

ました。
５．例会の外部ゲストの座席位置について，失礼のないように着席位置を変更する。

お 食 事
（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



第１回指名委員会
（日　時）2015年10月１日　13時30分
（場　所）岡山プラザホテル　４F「鷲羽の間」
（出席者） 荒川，西下，石井，本德，齊藤（博）， 

舟橋，三垣，森元，丹羽，佐々木， 
内山（淳），藤岡，渡邊（修），大澤， 
高橋，藤井， 大橋，安藤，根木，佐藤

　上記により，指名委員会が開催され，2017〜
2018年会長（2016〜2017年度会長エレクト）の選出
についての話し合いが行われました。

委員会報告
●会報委員会　渡邊修司 委員長
　前回もお伝えしました通り，シルバーウィークの都合で，本日ポスティングしました週報は，２週分の
合併号となっておりますのでよろしくお願いいたします。

▼お祝い行事
会員誕生日　　　渡辺（学），坪井（俊），白髭，三好，井上（和），冨岡，山下（和），村松，石井，和氣
会員夫人誕生日　 齋藤（信），西本，宮本，赤松，斉藤（良），糸島，横手，渡邊（修），岡﨑，吉野，白髭，

大橋
結婚記念日　　　 齊藤（博），山本，白髭，大塚，岡﨑，丹羽，本德，赤松，渡辺（学），安藤，勘藤，

井上（英）

●スマイル●
荒川 先週，岡山和気ヤクルト工場に見学に行かせていただきました。お世話いただきました

坪井パスト会長，大澤職業奉仕委員長をはじめとする職業奉仕委員会の皆様には大変お
世話になりました。

坪井（俊） 先日は和気工場の見学にお越し下さり，誠にありがとうございました。毎日200万本製造
しています。

多田 60年ぶりに１ヶ月間（９月度）禁酒いたしました。（おかげ様で体重５kg 減）　本日10月１
日より解禁します。

根木 坪井パスト会長，大澤委員長，優良企業職場訪問では大変お世話になりました。会社へ
訪問してくれるヤクルトレディさん，いつも明るいです。ありがとうございます。

藤岡 女房が６月初旬より昨日まで約３ヶ月間入院加療し無事退院しました。その間一人暮ら
しでいろいろ体験できました。洗濯機の使用，塵の出し方等，経験した事のない事の連
続で，女房のありがたさ，苦労が身にしみました。あらためて感謝しております。

大澤 先週の和気ヤクルト工場見学に多数参加いただきありがとうございました。また坪井パ
スト会長には大変お世話になりました。

諸國 本日，卓話させていただきます。米山月間です。よろしくお願いします。
若林 和気ヤクルト工場を見学させていただき，ありがとうございました。毎朝飲んでいる野

菜ジュースとヤクルトは，私の健康の源です。
菅野 ①９月24日職業奉仕事業で岡山和気ヤクルト工場見学，バスのご利用ありがとうござい

ました。　②日名先生，先日はお世話になりました。
池田 安藤会員，ベトナム視察では大変お世話になりました。
安藤 ①前年度の決算が承認されました。ありがとうございました。　②去る９月25日，ベトナ

ム・ホーチミンシティにて100％子会社設立の当局の許可をいただきました。
山下（和） 10月24日，満70歳になります。残りの人生を考える歳になりました。今後とも東ロータ

リークラブでいいお付き合いをさせていただきたいと思っております。感謝感謝。
山下（貴） 会員でいさせていただける幸せをかみしめております。皆様に諸々の感謝を込めて !!
渡辺（学） 家内の誕生日に素敵な鉢植えをいただき，ありがとうございました。久々に家内の笑顔

を見ることができました。感謝。
深田 お騒がせしました経営統合の話が先月基本合意されました。お客様にご迷惑をおかけす

ることはございません。又，合併する訳ではございませんので会社名も変わりません。

S A A 



第２回 I.D.M.（10/1）
　10月１日（木）18：30より，第２回 I.D.M. がアー
クホテル岡山「あくら」にて26名が参加して開催
されました。荒川会長の開会挨拶に引き続き，本
德ロータリー情報委員長より経済と地域社会の発
展月間・米山月間の意義と，そのテーマに沿って
目指すべき活動の方向性についての講話の後，乾
杯のご発声とともに宴会が始まりました。在籍年
数の長い会員から，フレッシュ会員にロータリー
活動にまつわるエピソードのご披露があり，また
年長の会員から若い会員に人生や経営についての
コツの伝授がありました。終始和やかな雰囲気の中最年少の松本会員が閉会の挨拶を行って中締めとなり
ました。

第３回ゴルフ同好会（10/12）
　ゴルフ同好会第３回例会が，10月12日（月）後楽ゴルフ倶楽部で開催されました。時折，雲が広がること
もありましたが，さわやかな秋風の中でプレーができました。総勢26名の同好会メンバーにご参加いただ
き大いに盛り上がりました。
　第３回例会において激戦の中，優勝されたのは児島道浩会員でした。おめでとうございます。また表彰
式も同好会の皆様全員が盛り上がり，楽しく和やかな式となりました。
　次回，第４回ゴルフ同好会は11月１日（日）山陽ゴルフ倶楽部で開催されます。皆様奮ってのご参加をよ
ろしくお願いします。
 ［文章提供：坪井二郎 会員］

（第３回例会） OUT IN GROSS HDCP NET
優勝　児島道浩 会員 56 46 102 30 72
２位　斉藤良仁 会員 52 42 94 20 74
３位　岡﨑秀紀 会員 43 43 86 12 74
ＢＧ　岡﨑秀紀 会員 43 43 86 12 74

優勝　児島道浩 会員 ３位・BG　岡﨑秀紀 会員

引き続き前向きに頑張って参りますので，今後ともよろしくお願いいたします。
弘中 先日は囲碁同好会を当ホテルにて開催いただき，ありがとうございました。内山親睦活

動委員長，昨日は協会でのご利用ありがとうございました。
黒住 藤岡さん，おめでとうございます。他にも色々おめでとうございます。
朝霧 弘中さん，遅くなりましたが先日の中学校の同窓会，大変お世話になりました。幹事一

同からくれぐれもよろしくお伝えくださいとの事です。ありがとうございました。
髙山 これから仙台へ行ってきます。早退です。
 19件　108,000円



2015〜2016年度�RI 第 2690地区　地区大会（10/3－4）
　10月３日（土）〜４日（日）岡山市内において，2015〜2016年度 RI 第2690地区（鳥取・島根・岡山）の地区大
会が開催され，３日（土）は地区指導者育成セミナー，ガバナー補佐・会長・幹事会，RI 会長代理歓迎晩餐
会，地区ゴルフ大会，４日（日）は本会議，記念講演，懇親会等が行われました。本会議は岡山ドームで開
催され，地区内67クラブの会員，ご来賓を含む約2,000名（岡山東 RC からは50名）が参加して，盛大に行わ
れました。地区大会本会議Ⅱの2014－2015年度表彰では，我が岡山東 RC は３年連続して名誉ある「RI 意
義ある業績賞」を受賞したほか，下記の通り多くの表彰を受けました。

地区大会本会議における「表彰」で岡山東 RC が受賞した表彰は下記の通り
＜2014－15年度における RI 表彰＞ 
　● RI 意義ある業績賞（第2690地区67RC 中，岡山東 RC のみ）
　● RI 会長賞（7RC）
＜2014－15年度 RI 奨励表彰＞
　●ロータリーデー表彰（59RC）
＜2014－15年度における地区表彰＞
　●ロータリー財団大口寄付表彰　（レベル２）藤岡千秋会員，
　　　　　　　　　　　　　　　　（レベル１）本德義明会員・髙藤祚嗣会員（他１名）
　●ベネファクター特別功労賞　本德義明会員・髙藤祚嗣会員（２名）
　●ロータリー財団寄付目標達成賞（37RC）
　●ロータリーカード推進達成賞　取得率40％達成クラブ（18RC）
＜米山記念奨学会表彰＞
　●米山記念奨学会寄付総額上位５クラブ表彰（５RC）
　●普通寄付（5,000円／人・年）で，かつ特別寄付（10,000円／人・年）達成クラブ表彰（30RC）
＜ガバナー特別賞＞
　●年間出席率目標90％達成クラブ表彰（14RC）
　●ベストクラス　クラブ会長チャレンジ賞 本德義明会員（他３名）
　●地区会員増強目標達成賞（13RC）　●災害義援金総額賞（３RC）

2015-2016年度 RI 第2690地区 地区大会に参加の皆さん（岡山ドーム会場入り口にて）



佐藤芳郎ガバナーのご挨拶 楊祖穎 RI 会長代理のご挨拶・現況報告・総評

参加クラブの紹介（佐藤ガバナーと握手をする荒川会長）

RI 会長代理より2014－2015年度における名誉ある「RI 意義ある業績賞」を受賞 岡山東 RC が受賞した「RI 意義ある業績賞」表彰状

友愛の広場に展示された「点字ブロック啓蒙プロジェクト事業」の
パネルの前で，荒川会長・本德直前会長・安藤直前幹事・根木幹事

ロータリー財団大口寄付（レベル2）
表彰を受けた藤岡会員

青少年交換学生の Jade Alexandra CROSBY さん・
諸國青少年交換プログラムカウンセラー・根木幹事 

本会議の会場風景 2016－2017年度地区大会のご案内 
（2016年10月29日（土）－30日（日）　於：境港市


