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本日のプログラム
　「「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）

12月3日のプログラム
　「会員によりクラリネットとピアノ演奏」　
　浮田實 会員，横田亮 会員

「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19日のプログラム

（卓話の趣旨）昨今，世間を騒がしている 大企業３社の不正会計・排ガス不正問題
について，その背景から今後の防止策までを税理士の立場からお話しいただきま
した。
１．東芝の不適切会計問題
２．オリンパスでも
３．新日本監査法人の責任
４．もっと酷いのが VW
５．これらのことを防ぐことは，出来るだろうか？
　▷ 企業の中に倫理委員会作り，社員が守るべき「○○会社の行動基準書」を作

成する。
　▷ しかし，これらの委員会，行動基準書を作っただけでは , 効力を発揮しない。
　▷ なぜならば，それぞれ（役員，社員）の倫理（心）の問題だからです。
　▷ だから，これらを共通の基準となるまで育てて行かなければなりません。
　▷ 育ったと思っても，そばから「ほころび」が出てきます。
　▷ これは，「担雪埋井」の心で取り組む覚悟を持つほか無いのです。
　▷ TKC 全国会の基本理念は「自利とは利他をいう」です。

例会報告（11/19）

出席報告
　会員数　98名（内出席免除者18名）
　出席者　80名（内出席免除者出席16名）
　出席率　83.33％（前々回訂正後出席率94.79％）
　ビジター　２名

お 食 事
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



会長挨拶・報告
　先程黙祷を捧げましたが，第42代会長丹羽国泰先生がご逝去されました。先週の例会にもいつものごと
く出席されており，このようなことが起こるとは想像もできませんでした。今まで多くのご指導を賜りま
したが，今年度は会員選考委員会委員長をお願いしており，色々と検討していただいている最中でのご逝
去でありました。全く信じられません。本当に残念でありますが，ご冥福をお祈りいたします。
　さて，先日の福岡，佐賀方面への親睦旅行では，ご夫人７名にジェイドさん，総勢40名のご参加をいた
だき，誠にありがとうございました。大相撲はテレビで見るのとは大違いで，迫力，臨場感は感動する程
の力強さがありました。翌日の観光組は，呼子の朝市さらに有田の古い街並みの散策，ゴルフ組は高麗芝
に悩まされたようでありますが，皆様それぞれお楽しみいただけたようであります。お世話になりました
内山委員長をはじめとする親睦活動委員会の皆様，そしてお世話いただきました横手会員に感謝申し上げ
ます。ありがとうございました。

幹事報告
１．辻　和英 会員の住所等をポスティングしておりますので，会員名簿にお貼りください。
２．先週，箱回しをさせていただきました，「銀河ネットふわふわの支援金」ですが，57,000円集まりま

した。皆様のご厚意ありがとうございました。
３．マイロータリーへの登録をよろしくお願いいたします。
４．山田会員がタンザニアサファリ旅行の記録を写真にまとめておられますので，回覧いたします。
５．他クラブ週報を回覧いたします。

委員会報告
●社会奉仕委員会　冨山直司　副委員長
　本日例会後，社会奉仕委員会を開催します。関係者の方はお集まりください。

●麻雀同好会「東風の会」　佐々木篤 世話役
　本日，18：30よりロイヤルマージャンクラブにて本年度第２回競技会が開催いたします。よろしくお願
いいたします。

■弔　文■
荒川 突然の御逝去でたいへん寂しい思いで一杯です。もう一度，得意の歌をお聴きしたいも

のです。
根木 先週の例会で「11月26日（木）新入会員歓迎会，どうしても都合がつかないので欠席させ

てください。会員選考委員長なのにゴメンな。」が丹羽先生との最後の会話になりまし
た。何で，どうしてという思いで一杯です。公私共に大変お世話になりました。御冥福
をお祈りいたします。

阿部 丹羽先生，カラオケ十八番「ゆうすげの恋」天国で熱唱してください。
北村 丹羽先生！　あまりにも突然の訃報，ただただ悲しいです。ロータリークラブは沢山の

出会いをいただきましたが，又，別れも沢山あります…。
坪井（俊） 丹羽先生の優しい笑顔が深く胸に刻まれています。今はただご冥福を祈るのみです。

●スマイル●
荒川 孫が多くなり，七五三，お宮参りなどで大忙しです。
菊池（神戸 RC）　　ビジターでお世話になります。
砂山 先日の福岡旅行には内山親睦活動委員長はじめ佐藤副幹事に大変お世話になりました。

（友人（おわかりかと思いますが）亡くなって寂しいです。）途中で退席します。癌検診の診
療があります。

井上（一） 九州旅行では，荒川会長，親睦活動委員会の皆さん，横手さん，お世話になりました。
糸島 小林孝一郎様，ようこそおいでくださいました。
西下 おかやま IT 経営力大賞優秀賞を頂戴しました。根木さんご指導ありがとうございまし
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た。九州場所観戦，荒川会長，皆さんにお世話になり，楽しい旅行・ゴルフとなりまし
た。そろそろゴルフの復活を期したいものです。

石井 博多旅行では荒川会長，内山親睦活動委員長にはお世話になりました。又，更井パスト
会長にはお気遣いをいただきありがとうございました。

本德 先日の親睦研修旅行では，荒川会長をはじめ親睦活動委員会の皆様には大変お世話にな
り，誠にありがとうございました。

齊藤（博） 先週，岡山後楽園 RC へ卓話に行ってきました。岡山東 RC と同じ例会日なので先週は欠
席してしまいました。それ故スマイルをさせていただきます。又，森末さんよくいらっ
しゃいました。卓話を楽しみにしています。

舟橋 九州の親睦旅行では楽しい一時を過ごさせていただきました。荒川会長をはじめ準備い
ただいた方，お心遣いいただいた方，ご参加いただいた方，皆様に感謝申し上げます。

佐藤 ①森末先生を歓迎して。　②親睦旅行では内山委員長をはじめ親睦活動委員会の皆様に大
変お世話になりました。

佐々木 ①先日，会員増強委員会を開催し，様々な意見交換ができました。会員の皆様には後日
色々とお願いすることがありますので，ご協力をお願いします。　②会長，結婚記念日お
祝いをいただきありがとうございます。

内山（淳） 11月14日・15日の親睦旅行が皆様のご協力のおかげで無事楽しく終わりました。たくさ
んの会員，ご夫人の参加ありがとうございました。

藤原（唯） 14日・15日の視察親睦旅行楽しかったです。内山親睦活動委員長，横手さんお世話にな
りました。

諸國 山田さん，素晴らしいタンザニア写真集ありがとうございました。親睦旅行では，荒川
会長，内山委員長にお世話になりました。

山田 15日間のマダガスカル島への旅から一昨日帰りました。今回の旅ほど歳と運動不足を感
じた事はありませんでした。下痢と腰痛が今も続いています。

北村 同期の幹事，森末様お久し振りです。御来訪ありがとうございます。卓話楽しみにして
います。

髙藤 ワイフの誕生日にお花をありがとうございました。
安藤 秋の親睦旅行では，荒川会長をはじめ，内山淳親睦活動委員長，ご参加の皆様，お世話

になりありがとうございました。
仁科 ①結婚記念日祝い，ありがとうございます。　②九州旅行楽しみました。ありがとうござ

います。
冨岡 先日の親睦旅行では，呼子港の遊覧船で酔ってしまいました。多くの方にご心配をおか

けし申し訳ありませんでした。糸島先生に薬をいただき，また浮田先生，高橋さんに看
病をしていただき，石井パスト会長に有田でカレーをご馳走になり，元気になりました。
ありがとうございました。内山淳委員長をはじめ，親睦活動委員会の皆様，そして横手
さん，ありがとうございました。

横手 親睦旅行，ご参加者のご協力で無事終了することができ，ありがとうございました。荒
川会長，根木幹事，内山委員長，お世話になりました。更井パスト会長ごちそうさまで
した。

井上（和） 荒川会長，親睦旅行ではお心遣いをいただき，誠にありがとうございました。
大西 藤岡さん，台湾ではお世話になりました。大河原さん，黒住さん，ご苦労様でした。人

脈を痛感しました。
大河原 藤岡様に大変お世話いただきありがとうございました。
黒住 藤岡さん，大河原さん，大西さん，ありがとうございました。女房は帰ってからサービ

スよくなり助かります。
神田 親睦旅行では大変お世話になりました。大相撲観戦も七ツ釜遊覧も初めての経験で楽し

めました。
花岡 来年３月，岡山本店を移転することとなりました。ロータリー活動もしつつ，岡山の健

康に寄与できるよう努めて参りますので御指導お願いいたします。
三垣 先日の親睦旅行では多くの皆様に大変お世話になり，楽しい時を過ごさせていただきま

した。今度はゴルフも参加したいです。
 34件　201,000円（弔文を含む）



麻雀同好会「東風の会」第２回競技会（11/19）
　11月19日（木），ロイヤルマージャンクラブにて
本年度第２回競技会が開催されました。18名の同
好会員の参加をいただき，役満が飛び出す波乱の
熱戦となりました。成績は下記の通りです。
　優　勝　　神田　　豪 会員
　２　位　　西下　裕平 会員　
　３　位　　佐藤　英明 会員
　Ｂ．Ｂ　　藤原　唯朗 会員

丹羽　国泰 会員訃　報�
（昭和15年12月20日生）

　丹羽国泰会員（第42代会長）は，2015年（平成27年）11月16日（月）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。

（ 通夜　11月17日（火），告別式　11月18日（水）セレマ清輝橋シティホール， 
喪主　長男 家泰様）

●ロータリー歴

●ロータリー財団
　マルチプル・ポール・ハリス・フェロー　３回

●米山記念奨学会
　米山功労者　７回

●弔文
「弔文」
岡山東ロータリークラブ会長　荒川謙三
　丹羽国泰先生のご逝去に接し，岡山東ロータリークラブを代表し，謹んでお別れの言葉を申しあげます。
　このような形でお別れの時が来るとは，誠に思いがけなく非常に残念な次第でございます。
　先生は，昭和63年８月に入会されました。以来28年間の長きに亘り，理事，委員長を歴任され，第42代
会長を務めてこられました。先生の如き人物を失うことは，当クラブの更なる成長を期すべき時に当たり，
まことに痛恨の至りであります。
　また，本業におきましても長年，身を粉にして働かれ，平成18年には「赤ちゃん誕生一万人達成」とい
う偉業を達成され，当クラブ全員で祝賀会を催したことが，つい最近のことのように思い起こされます。

・1988年（昭和63年）８月４日　入会
・1991年〜1992年　プログラム委員長
・1993年〜1994年　社会奉仕委員長
・1995年〜1996年　雑誌委員長
・1996年〜1997年　国際奉仕委員長
・1998年〜1999年　米山記念奨学会委員長
・2000年〜2001年　S.A.A.
・2003年〜2004年　職業奉仕委員長
・2006年〜2007年　会員選考委員長

・2007年〜2008年　 副会長
（クラブ奉仕委員長）

・2008年〜2009年　会長エレクト
・2009年〜2010年　会長（第42代）
・2010年〜2011年　 ロータリー情報委員長

（直前会長）
・2013年〜2014年　会計
・2015年〜2016年　会員選考委員長



まだまだこれからという今，急逝されたことは大変残念でなりません。
　丹羽国泰先生，長い間，本当にお疲れ様でした。ここに，深く哀悼の意を表し，あわせてご生前の業績
に心より敬意を表し，お別れといたします。
合掌

「弔辞」
砂山有生
　ああ　悲しいかな　悲しいかな
　産婦人科の同期でした。前週の RC の例会が最後の別れになるとは，思いもかけないことでした。
　朝，同期の友人に年末までに同窓会を開催しようと声をかけました。一人の友人が貧血が強く入院した
ので元気になったらと話しました。午後３時頃にその友人から電話が入りました。泣きながら丹羽先生が
亡くなったとの連絡でした。「ウソー」と大声をあげました。先生も同期の桜の一人でした。
　彼の研究は超音波（エコー）の開発でした。ユーモアのある優秀で朗らかな性格でした。皆の前では何事
もない様子でしたが，非常に繊細で人を笑わせたりしていました。よく咳をしていたのはストレスがた
まっていたのでしょう。初めて産婦人科の先生で岡山県医師会長を務められました。同級生の誇りでした。
　歌をうたうのは一番下手でしたが，最初は「網走番外地」で皆を笑わせていましたが，夜の帝王として
スナックで練習をしてめきめき腕を上げカラオケを独占していましたね。十八番は「ゆうすげの恋」でし
た。
　奥様が本人が起きてこないので部屋に行ったら亡くなっていたそうです。原因は蜘蛛膜下出血でした。
ご冥福をお祈り申し上げます。安らかにお休みください。天国では大好きな「ゆうすげの恋」をお歌いく
ださい。丹羽先生さようなら。
合掌

「友を亡くして」
北村正発
　私より能力・社会的地位・人間性全てにおいて格上のあなたに，失礼ながら敢えて友と呼ばせていただ
きます。
　私の三か月後に岡山東ロータリークラブに入会されて以降，27年の間ずっとご一緒させていただきまし
た。多少マイペースのところがありましたが，とても気配りをなさる方だという印象が一番あります。
　医師という仕事に大変忠実で，夜一緒に寛いでいても病院から電話があれば，当直の医師が居ても患者
から院長をと要求があれば必ず戻ってくるから待っててよと言って，タクシーをとばしてよくとんぼ返り
をしてました。
　人前で話すことが私と同じように苦手でしたが，私と違うのは敢えて挑戦をする姿勢でした。挨拶に失
敗してしょげ返って落ち込むことがしばしばありましたが，それにめげることは決してありませんでした。
歌だけは私が少しばかり勝っていたと思いますが，これも長年の内にずいぶん上達しました。
　もちろん医術においてもそうだったのでしょうが，何事にも精一杯努力される姿は素晴らしいものがあ
りました。一万人以上の命を世に送り出されたことは，その何よりの証であり，その功績はまさに職業奉
仕そのものであります。
　走ることが得意と言っていたあなたのずっとずっと走り続けてきた人生，まだまだやりたい事がいっぱ
いあったはずですが，こんな形で別れが突然やってきて，さぞ無念でありましょう。
　思い出は尽きませんが，どうぞ天国でゆっくり休んでください。

「丹羽国泰さんを偲んで」
阿部英夫
　平成27年11月16日午後，北村会員から突然訃報の電話があり，余りのショックで言葉が出ず驚きました。
丹羽パスト会長とは北村会員と私三人で毎週のように行動を共にしていた間柄でした。
　丹羽会長年度の基本方針である「ロータリーの原点に戻ろう」のもと，幹事という大役を務めさせてい
ただきました。「和」・「健康」というテーマで「小沢昭一の講演会」を行い，約1,000人の方々にお集まりい
ただき，それと外国人の無料健康診断・相談会，落書き消去活動等を多忙の中，積極的に，熱心に，そし
てまっすぐな志で行動されたことに深く感銘を受けました。私としましては，丹羽会長の体調を心配する



丹羽病院赤ちゃん誕生一万人記念祝賀会
（2006（平成18）年３月３日　於 アークホテル岡山）

　平成18年３月３日（金）アークホテル岡山にて，有志による“赤ちゃん誕生一万人達成”の「記念祝
賀会」が催され，丹羽国泰会員ご夫妻に記念品が贈られました。これは，丹羽会員の丹羽病院が昭
和58年開業以来，一万人目の赤ちゃんを取り上げるという偉業を達成されたことによるものです。

リヤドロの記念品を贈られた偉業達成の丹羽ご夫妻

 （週報 No.1720）

故�丹羽会長年度（2009.7〜2010.6）の回顧（クラブ運営方針（抜粋））
「ロータリーの原点に戻ろう」

� 会長　丹羽国泰　　
　我が岡山東ロータリークラブも，先輩方の努力により，会員を増やし又数々の奉仕活動をして発
展をとげてまいりました。昨年度は鳥居　滋ガバナーを擁立し，地区大会を盛大に開催し，またク
ラブ創立40周年を祝して，40周年記念式典を開催しました。これらの活動により，我がロータリー
クラブの実力と実績は名実ともに認知されているところであります。40周年の節目を終えたところ
で，「ロータリーの原点に戻り」，今一度ロータリーの本質を見極め，ロータリーを見直したいと思
います。即ち「より良きロータリー，より良きロータリアン」を目指したいと思います。天職を通
じて奉仕活動を行い，地区のリーダーでもあるロータリアンは，品格においても模範的な人物であ
り，常に尊敬の的であります。ロータリーを愛し，真のロータリアンを目指して行動することが求
められています。ロータリアンは常に世間の人々から注目されていることを，意識して行動するこ
とが肝要です。そして10年後には我がクラブが質実ともに素晴らしいクラブに成長するように，今
年度は「ロータリーの原点に戻り」新たなる一歩を踏み出したい。 （年報 No.55　P.11より引用）

こともございました。
　少しプライベートな話になりますが，北村会員と私の三人で丹羽パスト会長の大好きなカラオケの18番
の「ゆうすげの恋」を楽しく歌っておられた姿が思い出されます。
　最後まで「熱意と行動力」で奮闘された丹羽パスト会長には心から「お疲れさまでした」と申し上げた
いと思います。


