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本日のプログラム
　「他人事で済ませますか」
　TKC 中国会 会長　森末英男 様（岡山岡南 RC）

▶11月26日のプログラム
　「「海外展開でのあれこれ」中国って何？？」
　ライト電業㈱ 代表取締役社長
　岡本典久 様（岡山 RC）

「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

11月12日のプログラム

　ロータリー財団は，1917年アーチ C．クランフ RI 会長が“世界でよいことをす
るために”基金の設置を提案したことから始まります。2015年度からの３年間の
財団の優先項目が決められました。①永久にポリオを撲滅する，②財団に対する
ロータリアンの知識，参加，寄付を向上させる，などですが，現在財団が一番
力を入れておりまた大きな成果を出しているのが，ポリオ撲滅運動です。ロー
タリー財団とポリオ撲滅運動の歴史は1979年にフィリピンの子供たちに予防接種
キャンペーンを始めたのが最初で，以来全世界でポリオの発祥数を99% 減らすこ
とに成功しました。今年の９月にナイジェリアがポリオフリーになり，残るはア
フガニスタンとパキスタンの２国のみとなりました。あと一息でポリオを完全に撲滅できるところまでき
たのです。この他にも，教育，水，貧困などをテーマにロータリー財団は世界で活躍しています。ただ，
こうして財団が活動できるのは皆様の寄付があってのことです。どうか皆さんの善意の寄付をお願いいた
します。寄付には，大きく分けて年次基金寄付，恒久基金寄付，使途指定寄付という３種類があります。
ここでは恒久基金寄付が他とは分類が異なることを知っておいて下さい。恒久基金に寄付しても年次基金
に寄付したことにはならないのです。そしてその寄付に対する財団からの感謝の気持ちを認証と呼びます。
認証には，ポールハリスフェローPHF などの個人認証だけでなくクラブに送られる認証もあります。その
中で，今年度は「Every Rotarian, Every Year」／「財団の友」クラブバナーをいただけることを目標とし
ております。これは全会員が年次基金寄付に100ドル以上寄付することで達成できます。ぜひ皆で力を合わ
せて“世界でもよいことをしましょう”



「イニシエーション・スピーチ」 朝霧元晴 会員，伊東京亮 会員

11月12日のプログラム

●朝霧元晴 会員
　本年７月の第一例会で西下パスト会長，根木幹事のご推薦をいただき，入会さ
せていただきました朝霧元晴です。昭和38年の生まれで，まもなく52歳になりま
す。現在，妻一人に男の子３人の５人家族です。
　私は岡山市で生まれて，大学卒業まで岡山で過ごしました。昭和61年に大学を
卒業後，当時の花形だったコンピューターのソフトウェア開発関係の会社（地元）
に入社しました。結果的に約13年間勤めましたが，途中で自分の適性に疑問を感
じ，違う道を行こうと決めまして約５年半の勉強ののち，司法書士の試験に合格
し，平成11年に事務所を開業しました。
　父は建築関係の会社に勤めていましたが，それ以外は何のあてもなくはじめてしまいました。その時に
は２人小さい子供がいましたので，妻は不安だったと思います。それでもその後，いろんな方とご縁をい
ただき，お客様ともめぐりあうことができまして，不動産の売買や相続等に関するお仕事を中心にして，
ここまでなんとかやってくることができました。
　50歳を過ぎ，事務所も17年目を迎えることとなり，そろそろ次世代への引き継ぎも真剣に考えないとい
けない時期に来ております。今年，商工会議所の助成金をいただけることになり，事業承継に関するご相
談業務を始める広告物を作ったんですが，まさに自分事でもあります。当クラブには，事業承継をなさっ
た先輩が大勢いらっしゃると思いますので，ぜひご指導ご助言を頂戴できればと思います。
　まだロータリアンとしてはもちろん甚だ未熟でご面倒をおかけすると思いますが，叱られて伸びるタイ
プですので，今後ともご指導をよろしくお願いいたします。

●伊東京亮 会員
　平成27年９月３日，荒川謙三会長・根木克己幹事両名の推薦をいただき，歴史
と伝統のある岡山東ロータリークラブへ入会させていただきました，伊東京亮で
す。昭和39年１月30日生まれの現在51歳。妻と一男一女の４人家族で，岡山市北
区大安寺南町に居を構えております。
　神戸市中央区で生まれ，大学卒業後，岡山に本社のある旅行代理店に入社し，
今年で岡山29年目になります。旅行会社では25年間国内，海外を飛びまわってお
りました。前職では想い出に残る旅を企画立案させていただく中で，世界の様々
な文化や価値観，お客様への心配り，感謝の気持ちなど多くの事を学びました。
その後，外資系生命保険会社（マニュライフ生命保険株式会社）に転職をし，現在に至ります。
　現職では法人保険を中心に連帯保障債務の回避・事業承継・決算対策・退職金の準備・事業保障・相続・
保険を使っての資産運用などをコンサルティングさせていただいております。
　最後になりましたが，一日も早く一人前のロータリアンになれるよう，日々努力して参りますので今後
ともご指導ご鞭撻の程，よろしくお願い申し上げます。

例会報告（11/12）

出席報告
　会員数　99名（内出席免除者19名）
　出席者　77名（内出席免除者出席15名）
　出席率　81.05％（前々回訂正後出席率93.75％）
　ビジター　１名

会長挨拶・報告
　11月８日には，第１回岡山マラソンが開催されました。県内外から約14,000人のランナーが参加され，非
常に盛況であったと聞いております。私は後楽園で行われました「和文化フェスティバル園遊会」に参加
してまいりました。この会は，大河原会員が実行委員長を務めておられる会であり，能舞台において雅楽，
篠笛の演奏や地唄舞などが披露されており，日本の古典，文化，芸能を満喫しました。私は主催者の一人
としてきもの文化人の表彰式に参加させていただきました。
　帰りに気付いたのですが，駅前や柳川筋の大通りではほとんど車が通っていませんでした。交通規制で

お 食 事
幕の内，松茸御飯，吸物



皆さん本当に車に乗ることを控えたのだと思いますが，月に１回ほどでも街の中心部への車の乗り入れを
制限し，公共機関だけで移動するのも良いのではないかと思いました。
　今週は，福岡方面への親睦旅行がございます。大相撲では３横綱が揃っており大関も頑張っています。
迫力のある相撲と横綱の土俵入りなどを間近で見ることのできる機会であり，参加される会員の皆様と共
に楽しみ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
１．11月７日（土），メルパルク岡山にて，岡山備南 RC 創立40周年記念式典が開催されましたので，荒川

会長と私で出席いたしました。
２．2014－15年度 RI 表彰並びに RI 奨励表彰受賞祝賀会のご案内をポスティングしておりますので，ご

確認の上，ご返信ください。
３．ベトナム奉仕活動 現地検証および友好会議のご案内をポスティングしておりますので，ご確認の上，

ご返信ください。
４．優良企業事業所訪問のご案内をポスティングしておりますので，ご確認の上，ご返信ください。
５．年末家族特別例会のご案内をポスティングしておりますので，ご確認の上，ご返信ください。
６．11月例会プログラムのご案内をポスティングしておりますので，ご確認の上，ご返信ください。
７．石井年度で支援しました岩手銀河ネットが，岡山東 RC のロゴの入ったフワフワ１号機２号機を運用

して，９月の豪雨で被害を受けた常総市の子どもたちの心をケアするそうです。つきましては，岩
手から常総までのフワフワの輸送費の支援をお願いしたいと思います。箱を回しますので，ご協力
の程，よろしくお願いいたします。

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

新入会員入会式
　辻　和英（つじ　かずひで）会員
　昭和40年４月30日生まれ
　医療法人清流会 西川原皮膚科　理事長・院長
　皮膚科医
　推薦者：荒川謙三 会長，根木克己 幹事

委員会報告
●親睦活動委員会　菅野正則 副委員長

１．11月14日親睦旅行に参加される方は岡山駅２階新幹線改札口前に10時20分までに集合してください。
２．12月24日開催の年末家族特別例会のご案内をポスティングしています。楽しい企画をご用意してい

ますので，ご家族共々奮ってご参加ください。
３．本日例会終了後「鷲羽の間」にて親睦活動委員会を開催いたします。

●職業奉仕委員会　大澤俊哉 委員長
　優良企業事業所訪問第２弾として岡山済生会総合病院国体町新病院を12月17日に訪問します。自家用車
で乗り合わせてきていただければ，駐車券をご用意しております。　

●国際奉仕委員会　藤井一也 委員長
　来年１月15日から18日までのベトナム奉仕活動現地検証および友好会議の案内をポスティングしていま
す。本德年度のベトナムミール寄付分で小学校に図書室ができるため，そのオープニングに参加すること
と，ナーチャーザドリームとの会議を予定しています。旅行費は約９万円を予定しており，参加者が決ま
りましたら詳細をお知らせします。

●広報委員会　深田浩史 委員
 「ロータリーの友」11月号　主要記事のご案内
　（横組み）１．RI 会長メッセージ　ロータリー平和フェローによる活動
 　　２．日韓親善会議開催報告
 　　３．「My ROTARY」の登録はうまくできましたか？
 　　４．パズル de ロータリー



 　　５．11月が「ロータリー財団月間」である理由
　（縦組み）１．徳川家康に学ぶ長寿の秘訣
 　　２．ROTARY 柳壇 

お小遣いの授与
　交換留学生のジェイドさんに，荒川会長より11月のお小遣いが授与されました。

●スマイル●
荒川 ①辻和英君が入会しました。今後共よろしくお願いいたします。　②先週，孫（女児）がま
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誕生しました。９人目です。
井上（一） 後楽園園遊会では大河原さん，近藤さんにお世話になりました。秋の一日楽しませてい

ただきました。
糸島 思いがけず腎臓にがんが見つかり，凍結療法で１週間で回復しました。皆さん健診を受

けましょう。
石井 先週マイナンバー対応のシステム，商品の取り扱いについて山陽新聞に弊社の記事が掲

載されました。また，会社の事務所改装のため，何十年ぶりに社長室の書類整理をしま
したら，入江会長年度にいただきましたお見舞の熨斗の中に，お見舞金がそのままあり
ましたので，全額スマイルします。一万円札は旧札でした。

根木 辻先生入会おめでとうございます。一緒にロータリーを楽しみましょう。朝霧会員・伊
東会員イニシエーションスピーチ頑張って下さい。佐藤副幹事と綿密なスケジュールを
立てていますので時間は十分ある予定です。

佐藤 年次総会にて次年度理事役員案をご承認いただきありがとうございました。引き続きご
指導をよろしくお願いします。

内山（淳） 坪井パスト会長，先日はお心遣いありがとうございました。とても楽しいひとときを過
ごさせていただきました。

藤岡 ①女房の誕生日のお花ありがとうございました。　②前回，前々回のゴルフ同好会の成績
が悪く罰金ものでした。大いに反省し毎日練習場に通っております。これからが楽しみ
です。

大澤 ①辻先生入会おめでとうございます。済生会との連携診療を引き続きお願いします。　②
12月17日の病院見学に多数ご参加お願いします。

日名 ①辻先生，ようこそ！！　②本日，ロータリー財団の卓話をさせていただきます。皆さ
んが私の話に感銘して，寄付がたくさん集まることを祈念して！

藤原（唯） がらにもなく昨夜五藤龍（五藤みどりの弟）のバイオリンを大阪フェスティバルホールで
聴いてまいりました。アンコールでもう一回演奏してくれました。又フランクフルト放
送管弦楽団ものりにのってアンコールで2曲演奏してくれました。とても感銘しました。

浮田 昨日は，病院の創立記念日と晩にもちょっと良い事がありました。オイシイ一日でした。
諸國 齊藤年度，副会長御承認いただきましてありがとうございました。クラブ奉仕につくし

ますのでよろしくお願いいたします。
近藤（典） 和文化フェスティバル園遊会に荒川会長をはじめ多くの方々に楽しんでいただきありが

とうございました。昨日11月11日結婚記念日に RC よりお祝いありがとうございました。
42回目です。

近藤（聡） S.A.A. に協力！　昨日，業者会の泊まりがけゴルフで名古屋あたりでプレーをしてると
き国産ジェット MRJ の初飛行に出くわしました。ちょうど着陸間近の低空でよく見えま
した。ちょっと感動しました。ラッキー！！

井上（英） 吉備中央町在住のアメリカ人ドンナ・ギリスさんの作陶展が総社の古民家で開かれます。
時間がある方は是非見に来て下さい。

友野 妻の誕生日にお花を送っていただきありがとうございました。
大西 次年度の理事へのご承認をいただきありがとうございました。皆様のお役に立てますよ

う，努力いたします。よろしくお願いいたします。
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会員増強委員会（11/9）
　11月９日（月）18時30分より景虎岡山店に於いて，
会員増強委員会が開催されました。出席は，荒川
会長，根木幹事，舟橋副会長，佐々木委員長ほか
総勢７名。まずは会員増強・会員維持に向けた取
り組みについて，資料をもとに具体的，かつ活発
な協議が行われました。その後，糸島パスト会長
より乾杯のご発声があり，歓談・会食となりまし
た。歓談の際も，増強のあり方について議論が尽
きず，有意義で和やかなひとときとなりました。

［ 文章提供：冨岡正機 会員，写真提供：根木克己 
幹事］

石原 ①次年度青少年奉仕委員長をさせていただくことになりました。その節はみなさんよろ
しくお願いします。　②結婚記念日に記念品をいただきありがとうございました。

大河原 ①理事就任承諾のことありがとうございました。　②園遊会で荒川会長ありがとうござい
ました。　③週報に若林様の御配慮ありがとうございました。

深田 ①本日は広報委員としてロータリーの友を紹介させていただきますのでよろしくお願い
します。　②荒川会長，根木幹事，先日は大変お世話になりましてありがとうございまし
た。

弘中 先週はお誕生日のお祝いをいただき，ありがとうございました。子ども達に取られまし
た。

神田 次年度会報委員長をさせていただきます。きちんと役を果たせるよう努力しますのでよ
ろしくお願いいたします。

萱原 ①先日は誕生日祝をいただきありがとうございました。　②本日は出張で欠席します。申
し訳ございません。

横田 本日，横田合同法律事務所のホームページを開設し，公開に至りましたのでご覧くださ
い。

朝霧 本日，イニシエーションスピーチをさせていただきます。よろしくお願いいたします。
伊東 本日イニシエーションスピーチのお時間をいただきありがとうございます。辻様ご入会

おめでとうございます。同年入会ですので，これからも末長くよろしくお願いいたしま
す。

辻 本日より入会させていただきます。よろしく御指導のほどお願いいたします。
三垣 昨日はロータリーのとある集まりに参加。いつものことながら楽しく酔っ払ってしまい

ました。
 29件　134,000円

　丹羽国泰パスト会長（第42代会長）が，平成27年11月16日（月）にご逝去され
ました。（享年76歳）
　生前のご遺徳を偲び，謹んで哀悼の意を表しますと共に，心よりご冥福を
お祈り申し上げます。

１．お通夜 日時：平成27年11月17日（火）18時〜（セレマ清輝橋シティホール）
２．告別式 日時：平成27年11月18日（水）11時〜（　　　　　同上　　　　　）
３．喪　主：丹羽　家泰 様（ご長男） 

丹羽　国泰 会員訃　報 
（昭和15年12月20日生れ）



秋の親睦旅行

博多・呼子・有田の旅（11/14〜15）
　11月14日（土）〜15日（日），親睦活動委員会の企画で，会員34名，ご夫人７名が参加して，「秋の福
岡・佐賀親睦旅行」が行われました。荒川会長年度のテーマである『和を広めよう』に関連し，初
日は大相撲11月場所（福岡国際センター）７日目を桝席にて観戦し，夕食は博多名物の「鶏の水だき」
に舌鼓を打ちました。大相撲では「横綱白鵬」×「隠岐の海」戦で行事の軍配差し違えがあり，結果
的に白鵬が，幕内では６年ぶりの大技「やぐら投げ」で逆転勝ちし，７戦全勝をするなど，おおい
に見ごたえのあるものでした。翌日「観光組」は，呼子の朝市散策，七ツ釜遊覧船「イカ丸」に乗
船し，昼食は皆さんが楽しみにしていた呼子名物のイカ料理をいただきました。新鮮コリコリ，透
明なイカは最高に美味でした。その後，有田に移動し陶磁器を見ながら町を散策・買い物を楽しみ
ました。
　一方の「ゴルフ組」は，紅葉の美しい名門「大宰府ゴルフ倶楽部」にてプレイを楽しみました。
　天候にも恵まれ，ほんとうに充実した２日間でした。お世話になった親睦活動委員会の皆さんを
はじめとする関係者の皆さんに感謝申し上げます。

　11月15日（日）大宰府カントリー倶楽部にて岡山東
ロータリー親睦旅行ゴルフコンペが有志11名にて行わ
れました。昨夜来の雨もプレー開始前には上がり11月
とは思えない汗ばむくらいの陽気の中，高麗グリーン
に苦しみながらも和気あいあいと楽しいラウンドが出
来ました。
　皆スコアメイクを苦労する中，見事　近藤会員が優勝し
ました。 ［文章・写真提供：近藤聡司 親睦活動副委員長］
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博多・新三浦（鶏の水だき）にて

大相撲十一月場所・横綱 白鵬の土俵入り 大相撲観戦中の荒川会長

呼子・玄海活魚（いか料理）にて 名物いか料理


