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本日のプログラム
　「健康になるための話」
　黒住陽一 会員

▶11月12日のプログラム
　「ロータリー財団月間にちなんで」
　日名一誠 ロータリー財団委員長

「クラッシック音楽を聴く会」　
クラリネット　栗原　泉 様

　ピアノ　　　　矢木裕子 様

10月29日のプログラム

　心洗われるひとときを！　当クラブ通常例会初の「クラッシック音楽を聴く会」開催！
　栗原泉様のクラリネットと矢木裕子様のピアノにより，例会場が日常の慌ただしさから解放され，ミニ
コンサートホールになりました。演奏された曲目は次の４曲です。
１　ヨハンシュトラウスバッハ作曲　G 線上のアリア
２　ロベルト・シューマン作曲　幻想小曲集作品73　
３　モーツァルト作曲　クラリネット協奏曲　第２楽章　Adagio
４　ヴィットーリオ・モンティ作曲　チャールダッシュ
　親しみのある名曲から，難易度が高いといわれるものまでバラエティに富んだ選曲で，あっという間に
時が流れました。例会終了後の会場の皆さんの表情も，芸術の秋モードになっていました。

クラリネット奏者　栗原 泉様のご紹介
武蔵野音楽大学器楽科卒
在学中，第４回日本クラッシック音楽コンクール入選
近年は，病院や福祉施設等へのアウトリーチコンサートや , チャリティーコンサート企画においても精
力的に活動。

ピアノ奏者　矢木裕子様のご紹介
国立音楽大学器楽科，同大学大学院修了
現在，桃太郎少年合唱団指導員，福山平成大学非常勤講師



例会報告（10/29）

出席報告
　会員数　98名（内出席免除者19名）
　出席者　78名（内出席免除者出席16名）
　出席率　82.11％（前々回訂正後出席率95.83％）
　ビジター　２名

会長挨拶・報告
　本格的な秋も近付き，病院から見えるスポーツ公園の木々も一部が赤く色付いてまいりました。これか
ら，短い秋を楽しみたいと思います。
　本日は，今年度の例会プログラムの目玉の一つであります「クラシック音楽を聴く会」であります。夜
間特別例会では生演奏を聴く機会はしばしばでありますが，昼の例会において生の音楽を聴くことはほと
んど記憶にありません。本日は静かにクラシック音楽を聞き，ゆったりと時間が流れるのではないかと楽
しみにしております。栗原様，矢木様，よろしくお願いいたします。
　先週，第２回クラブフォーラムを開催しましたところ，50名という多くの会員が参加され，「魅力ある４
大奉仕活動」についてのテーマについて，様々なご意見，考え方を提案いただきました。パネラーをお勤
めいただきました藤井国際奉仕，大橋青少年奉仕，大澤職業奉仕，高橋社会奉仕の各委員会委員長の皆様，
本当にありがとうございました。今後の活動事業に向けて大変参考になる意義あるフォーラムであったと
思います。

幹事報告
１．次週11月５日（木）の例会は，「クラブ年次総会」となっております。ご出席の程よろしくお願いいた

します。
２．国際ロータリー日本事務局より，世良会員に認証ピン（ポール・ハリス・フェロー＋３）が届きまし

たので，世良会員にお渡しします。
３．10月26日（月）に６RC 幹事会が開催されましたので，出席してまいりました。
４．11月のロータリーレートは，１ドル＝120円です。
５．「ソウル国際大会 参加についてのご案内」をポスティングしておりますのでご確認の上，ご返信をよ

ろしくお願いいたします。
６．マイロータリーへの登録をよろしくお願いいたします。
７．他クラブ週報を回覧いたします。

委員会報告
●前年度会報委員会　若林宣夫 委員長
　前年度（本德会長年度）の「年報60号」が出来上がりましたので，本日皆様にお配りしております。この
年報をもって，前年度会報委員会としての任務をすべて終えることになりました。ご協力いただいた関係
の皆様に厚く御礼申し上げます。

●青少年奉仕委員会　大橋正禎 委員長
　11月３日の「外国人学生と岡山の歴史，和（食・文化）に触れる事業」にご参加いただく方は，当日８時
20分にアークホテルにご集合ください。
　本日例会終了後，国際奉仕委員会と青少年奉仕委員会の合同委員会を開催いたします。関係者の方はお
集まりください。

お 食 事
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



●スマイル●
荒川 私の大先輩の岡山 RC 庄盛会長，そして城口幹事，ようこそいらっしゃいました。大歓

迎です。
庄盛（岡山 RC 会長）　　表敬訪問（先ほどご挨拶いただきました。）
井上（一） 庄盛先生よくお見え下さいました。
更井 ①荒川会長にお世話になりました。　②勘藤さんにご無理を言いました。
本德 前年度の「年報」が完成し，本日皆様のお手許に配布させていただきました。前年度若

林会報委員長をはじめ委員会の皆様に心から感謝申し上げます。どうもありがとうござ
いました。

齊藤（博） 山田さん，先日は DVD ありがとうございました。いたく，感謝しております。私はカメ
ラを持っていないのでいい記念になりました。

根木 ①岡山 RC 庄盛会長，城口幹事，お忙しい中お越しいただきありがとうございます。 
②昨日・一昨日と岡山 IT 経営力大賞の審査員をしてきました。10社応募の中，平和タク
シー様が優秀賞を受賞されました。おめでとうございます。ちなみに平和タクシーさん
の審査からは外されました。本日の山陽新聞に掲載されています。

渡邊（修） 荒川会長，妻の誕生日に素敵なお花をいただき，ありがとうございました。
高橋 舟橋副会長，この度は岡山大学（津高）牛舎庇屋根改修工事をさせていただきありがとう

ございました。岡山大学との口座も開設できました。ありがとうございました。
日名 いいことはちょっとしかありませんでしたが，S.A.A. に協力します。
白髭 妻の誕生日にシクラメンの花鉢が届きました。今月は私の誕生祝い，結婚祝いと３つ共

祝っていただきました。ありがとうございました。
近藤（典） ①荒川会長にもご臨席をいただき，今年も岡山きもの文化人（第23代）を選任する事がで

きました。　②囲碁同好会第２位にさせていただきました。　③ JC の後輩，岡山 RC の城
口さんようこそ。

山田 いいことがありました。
若林 本日「年報60号」を配付させていただきました。これをもって本德会長年度会報委員会

としての任務を凡て終了しました。
吉野 家内の誕生日プレゼントのお花ありがとうございました。
安藤 本德会長年度の年報が完成し，本日，配布されていると思います。若林直前委員長をは

じめ，会報委員会のみなさま，ありがとうございました。本日，展示会に出展のため，
千葉県にいます。例会欠席，申し訳ありません。

山下（貴） お陰様で，10月は Make up も含め皆勤です。皆様の暖かいお心に感謝です！！
赤松 遅くなりましたが，先日は家内の誕生日，結婚記念日のお祝いをありがとう存じました。

ワイン造りに忙しくしています。今年はまず，ピオーネのロゼワインができました。
井上（和） 荒川会長，糸島パスト会長，先日は大変お世話になり，誠にありがとうございました。
三垣 本日の会場レイアウト，そして料理とのバランス等色々ありますが，よろしくお願いし

ます。
 20件　88,000円
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11月の月間行事予定  新世代のための月間
例 会 行 事 プ ロ グ ラ ム そ の 他 の 行 事
５日通常例会

12日通常例会

19日通常例会

26日通常例会

・「お祝い行事」・「年次総会」
・「健康になるための話」黒住陽一 会員
・「ロータリー財団月間にちなんで」

日名一誠 ロータリー財団委員長
・「他人事で済ませますか」

岡南 RC パスト会長　森末英男 様
・「「海外展開でのあれこれ」中国って何？？」

ライト電業㈱ 社長　岡本典久 様（岡山 RC）

１日　・ゴルフ同好会（山陽 GC）
３日　・「 外国人学生と岡山の歴史，和

（食・文化）に触れる事業」
５日　・理事会
14・15日　・親睦旅行（福岡）
19日　・麻雀同好会「東風の会」
　　　　（ロイヤルマージャンクラブ）

11月の月間メニュー
５日通常例会
12日通常例会
19日通常例会

26日通常例会

・（ベトナムミール）ビーフカレー，サラダ，コーヒー
・幕の内，松茸御飯，吸物
・ 牛ロースステーキ シャリアピン風デミグラスソース 温野菜添え，スープ，サラダ，ライス，

コーヒー
・牛レバニラ炒め，点心３種盛り合わせ，イカ軟骨マヨネーズ和え，スープ，御飯，ザーサイ



第４回ゴルフ同好会（11/1）
　ゴルフ同好会第４回例会が，11月１日（日）山陽
ゴルフ倶楽部で開催されました。秋も一段と深ま
り，紅葉も散見される中，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。
　当日参加できなかった荒川会長のお気遣いによ
り「宮崎産和牛ロースステーキ・すき焼用肉」を
特別賞（17位）としてご提供していただき，坪井二
郎会員が見事獲得されました。ありがとうござい
ました。
　第４回例会において激戦の中，優勝されたのは，
佐々木篤会員でした。更井パスト会長より優勝賞品を受け取られました。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５回ゴルフ同好会は12月13日（日）倉敷カントリー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・写真提供：坪井二郎 会員］

（第４回例会） OUT IN GROSS HDCP NET
優勝　佐々木篤 会員 37 44 81 11 70
２位　末藤達也 会員 48 49 97 25 72
３位　内山　淳 会員 49 51 100 28 72
ＢＧ　佐々木篤 会員 37 44 81 11 70

優勝　佐々木篤 会員 ２位　末藤達也 会員 ３位　内山　淳 会員 特別賞　坪井二郎 会員

前年度�会報委員会打上げ慰労会（11/2）
　11月２日（月）18時30分より ANA クラウンプラザホ
テル岡山20階「廚 洊（kuriya-sen）」にて，本德直前会
長年度の会報委員会の打ち上げ慰労会が開催され，本
德直前会長，安藤直前幹事，直前の若林委員長，渡邊

（修）副委員長，友野委員が参加しました。本德直前会
長から「年報の配布をもって私の年度の事業が全て終
了しました。委員会の皆様には長い間お世話になりま
した」と慰労の言葉をいただきました。週報・年報の
作成にあたり，前年度の会長，幹事，理事役員，委員
長をはじめ，会員の皆様にはご協力をいただき，誠に
ありがとうございました。

外国人学生と岡山の歴史，和（食・文化）に触れる事業　（11/3）
　11月３日（文化の日），国際奉仕委員会と青少年奉仕委員会の合同事業「外国人学生と岡山の歴史，和

（食・文化）に触れる事業」が，外国人学生73名（エントリー107名）と，岡山東ロータリクラブメンバーの25
名が参加して開催されました。
　午前中は，アークホテル岡山にて吉備津神社のビデオ鑑賞のち，「吉備津三味線餅つき保存会」の皆様と
一緒に，餅つき体験をさせていただいたのち，ついたお餅をきなこ餅にしていただき試食しました。次に，
まつり寿司をアークホテル料理長の説明後，それぞれ，まつり寿司の具材（もがい，いくら，たこ，まぐ



大橋青少年奉仕委員長の開会の挨拶

餅つきと太鼓の演奏 荒川会長と Jade さん

祭りずしの調理体験 美味しそうに出来ました！

こま，けん玉，竹馬，竹とんぼ，輪投げ等に興じる留学生の皆さん

ろ，ままかり，錦糸卵他）を各人で調理し，試食しました。また，昔遊び（竹馬，お手玉，竹とんぼ，投げ
こま，輪投げ，けん玉，だるまおとし，他）説明そこそこで楽しく体験していました。
　午後からは，SK 観光の３台のバスに乗り，吉備津神社への見学，鳴釜神事体験をしてアークホテル岡山
へ帰ってきました。
　外国人学生に本日の感想を聞き終了しましたが，帰る時，外国人学生全員，ありがとうと笑顔で帰って
行きました。協力していただいた関係者の皆様に感謝します。
 ［文章提供：大橋正禎 青少年奉仕委員長］



司会の渡辺（学 ) 会員 藤井国際奉仕委員長の閉会の挨拶

今回参加された会員の皆さん

「鳴釜神事」体験（吉備津神社） 国宝本殿拝殿（吉備津神社）


