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本日のプログラム
　「疾病予防月間にちなんで」
　糸島達也 パスト会長

12月24日のプログラム
　「年末家族特別例会」
　（於 岡山プラザホテル）

「知っておきたい労務問題」
　株式会社イキイキ職場製作所

　代表取締役　秋山美穂 様

12月10日のプログラム

１．労使トラブルの現状・事例　
　各都道府県の労働局等に設置されている「総合労働相談」に寄せられている労
働関係のトラブルの相談件数は平成26年度全国で約103万件もあり，相談が多いの
は「いじめ，嫌がらせ」「解雇」などである。セミナーでは，上司からの注意を理
由にうつ病になり退職した社員のトラブル等の事例を説明した。

２．労使トラブルをおこさないために　
　事例のような労使トラブルと起こさないためには，適正な労働時間の管理を含
めた日々の労務管理が重要となる。また就業規則などで社内のルールを明らかに
することもトラブル防止に役に立つ。

３．イキイキ職場を作るには
　トラブルを防止し，経営者も従業員もイキイキと働ける職場づくりのためには，
　①組織の活力 UP，②適切な労務管理，③女性の活用（仕事と私生活の両立支援），④採用力 UP，
　⑤教育力 UP（人材育成）などが必要である。

例会報告（12/10）

出席報告
　会員数　98名（内出席免除者18名）
　出席者　77名（内出席免除者出席14名）
　出席率　81.91％（前々回訂正後出席率91.67％）
　ビジター　０名

会長挨拶・報告
　私は，今年度のテーマを「和を広めよう」にしております。日本の和を見直そう，もっとよく知ろうと
いう意味を持っていますが，フィギュアスケートで大人気であり，更に実力もある羽生結弦選手の今シー
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ズンのテーマが「和」であることをご存知でしょうか。フリープログラムにおいてですが，曲は映画「陰
陽師」の中の「SEIMEI」を使用し，陰陽師で主役の安倍清明を演じました狂言師である野村萬斎に指導し
てもらい，振付の一部に能の動きを使用しています。このプログラムで，先日行われました NHK 杯で歴代
世界最高得点を出して優勝しました。今シーズンは，このプログラムで演技をするはずですので，機会が
あればその目で見ていただければと思います。

幹事報告
１．12月４日（金）岡山済生会総合病院　新病院落成式・内覧会に参加して参りました。
２．本日18：30〜アークホテル岡山にて，「2014－15年度 RI 表彰並びに RI 奨励表彰受賞祝賀会を開催い

たしますので，出席予定の方はよろしくお願いいたします。
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．他クラブ週報を回覧いたします。

委員会報告
●親睦活動委員会　内山　淳 委員長
　親睦活動委員会より２点，ご連絡させていただきます。
　①12月24日（木）の年末家族特別例会に234名の会員ご家族の皆様にご登録していただき，ありがとうござ
います。当日は記念写真の撮影をさせていただきますが，込み合うことが予想されますので受付を17時に
早めて記念撮影をしたいと思います。皆様ご協力をお願い申し上げます。なお，開会前の18時から会場内
のキッズコーナーでジャグラーのミニショーを行いますので，皆様の早目のご来場をお待ちしております。
　②本日例会終了後，３階「花葉の間」にて親睦活動委員会を開催しますので関係各位におかれましては
よろしくお願いいたします。

●囲碁同好会　弘中　環 会員
　12月12日（土）10時より第２回囲碁同好会をアークホテル岡山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。

●広報委員会　浮田　實 委員長
 「ロータリーの友」12月号　主要記事のご案内
　（横組み）１．特集「地域社会で汗を流す」より，「小中学生と共に学ぶ吉備の古代史と和太鼓に参加して」
　　　　　２． 特集「自然災害に備えて」より，独自のシステムを持つクラブ ･ 地区のご紹介と「東北す

くすく気仙沼プロジェクト」
　（縦組み）１．わがまち ･･･ そしてロータリー　松本市
　　　　　２．友愛の広場より「古澤丈作『行商日記』」
　　　　　３．ロータリー・アット・ワークより「岡山ネクステージジャズコンサート」（岡山旭川 RC）

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12月のお小遣いが授与されました。

内山　淳 会員諸国眞太郎 会員

御餞別　贈呈
　鳥居パストガバナーの規定審議会壮行会へのご
出席を前に，クラブより御餞別が贈呈されました。

ロータリー財団表彰
　国際ロータリー日本事務局より，年次寄付の認
証状と認証ピンが届き，荒川会長より授与されま
した。
　●ポールハリスフェロー　認証状と認証ピン



第２回囲碁同好会（12/12）

　12月12日（土）アークホテル岡山にて，本年度第２回目の囲碁同好会が開催されました。今回は，応援に
駆けつけてくださった若林会員も含めて，11名の参加となり大いに盛り上がりました。優勝は，仁科会員，
準優勝は，三好会員，３位は，近藤会員となりました。囲碁を始めたばかりの弘中会員が目覚ましい成長
を遂げており，将来が期待されております。北村会長をはじめとする有段者がご指導しますので，囲碁に
興味のある方は，ぜひご参加ください。次回は，湯原遠征を企画しております。多くのご参加をお待ちし
ております。 ［文章提供：佐藤英明 副幹事・写真提供：若林宣夫 会員］

●スマイル●
荒川 ①先日の写友「輪影」の忘年会ではお世話になりました。　②先週末は，1人の孫の「お

食い初め」，翌日は別の孫の「お宮参り」と忙しい毎日を過しました。
坪井（俊） ヤクルト本社創業80周年記念となる世界大会が，６日，東京ドームで開催されました。

33ヶ国から集まり，総勢１万人，それぞれの民俗衣装や有名芸能人などで大盛況かつ華
やかに行われ，参加者の笑顔があふれていました。

本德 今夜は，私どもの年度における「受賞祝賀会」を開催していただき，誠にありがとうご
ざいます。

根木 連日忘年会，出張等で少し疲れ気味ですが，私の所属する IT 業は目ま苦しいスピードで
変化し第４次産業革命を起こすと言われています。これからのキーワードは“IoT”（イン
ターネット・オブ・シンクス）です。世界の IT はビル・ゲイツ氏が予測した通りに動い
ている気がします。今年も後少し頑張ります。

内山（淳） 今年も写友「輪影」忘年会では，砂山写友「輪影」会長，武会員をはじめたくさんの方
に大変お世話になりました。おまけに撮影旅行で比叡山に苦労して登って撮った写真が

「津嶋賞」となり大変うれしかったです。最後に山田会員ご夫妻には美味しい料理をあり
がとうございました。

日名 “紅白歌合戦”に２年連続で当たりました！！（昨年はナイショにしてました）
浮田 大きな写真を載せていただき赤面の至りです。でも，本当にあの様な機会を与えていた

だきありがとうございました。
諸國 写友「輪影」忘年会，山田ファミリーに大変お世話になりました。ビンゴではゴディバ

のチョコしか当たりませんでしたが，スマイルします。
武 12月８日写友「輪影」の忘年会が27名のご参加で盛大に行われました。山田先輩には腰

痛にもかかわらず美味しいかもスキをご準備いただきありがとうございました。
池田 写友「輪影」では，砂山先生，武幹事，山田会員お世話になりました。
安藤 写友「輪影」忘年会では，砂山会長，武幹事，山田会員お世話になりました。ワインお

いしかったです。ビンゴで当たった景品はそのままサンタさんに手渡ししました。
井上（英） 家内の誕生祝いをありがとうございました。花が届くのを楽しみにして居ります。
横手 山田さん，お世話になりました。
冨山 結婚記念日のお祝いをいただきありがとうございました。
冨岡 秋山さん，岡山東 RC へようこそ！卓話を楽しみにしております。
神田 秋山さんようこそ。卓話楽しみにしています。
三垣 一昨日，写友「輪影」の忘年会では，砂山同好会会長，山田会員，武会員には大変お世

話になり，楽しい時をありがとうございました。
 17件　105,000円
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2014－15年度　RI 表彰並びにRI 奨励表彰等受賞祝賀会（12/10）
　12月10日（木）18時30分より，「2014－15年度 RI 表彰並びに RI 奨励表彰」等の受賞祝賀会が，アークホテ
ル岡山にて会員47名が参加して開催されました。この会は，前年の本德会長年度が「意義ある業績賞」を，
西下会長年度，石井会長年度に続いて３年連続受賞するという快挙を，会員の皆様と共に喜び，分かち合
いたいという趣旨により開催されたものです。受賞祝賀会の席上「意義ある業績賞」受賞に特に貢献した
本德直前会長，齊藤（博）直前副会長，安藤直前幹事，井上（和）直前青少年奉仕委員長に感謝の花束が荒川
会長より贈られました。
　尚，今回の受賞に際して，2014-15年度 RI 会長黄其光（ゲイリー・ホァン）氏から次のような謝辞を戴き
ました。“貴クラブは地域社会の発展に大きく寄与され，ロータリー地区，またロータリー世界で実施され
る素晴らしい活動の最たる例を示されました。RI 及び世界中のロータリーに代わり，貴クラブのご尽力に，
敬意と称賛の意を表します。”

・寄付総額上位５クラブ表彰
・普通寄付で特別寄附達成クラブ表彰
森元幹雄 直前米山奨学会委員長

・年間出席率目標90％達成クラブ
赤松興一 直前出席委員長

・ベストクラス　クラブ会長チャレンジ賞
本德義明 直前会長

・地区会員増強目標達成賞
池田博昭 直前会員増強委員長

受賞祝賀会に参加の皆さん

・大口寄付（レベル２）
藤岡千秋 会員

・大口寄付（レベル１）　　　
・ベネファクター特別功労賞

本德義明 直前会長，髙藤祚嗣 会員

・R 財団寄付目標達成賞　　　
・ロータリーカード推進達成賞

冨岡正機 直前ロータリー財団委員

本德直前会長の受賞御礼挨拶 荒川会長から祝賀の花束を贈呈された，本德直前会長，安藤直前幹事，
齊藤（博）直前副会長，井上（和）直前青少年奉仕委員長

荒川会長開会挨拶 「意義ある業績賞」を掲げる本德直前会長 石井パスト会長の乾杯

（ロータリー財団表彰）

（米山記念奨学会表彰）

（ガバナー特別賞）

（ガバナー特別賞）

（ガバナー特別賞）

（ロータリー財団表彰） （ロータリー財団表彰）



RI 意義ある業績賞（１RC）

大口寄付　レベルⅠ
本德義明 直前会長（３名）

髙藤祚嗣 会員

RI 会長賞（７RC）

ベストクラス
クラブ会長チャレンジ表彰
本德義明 直前会長（他３名）

ロータリーデー表彰（59RC） べネファクター特別功労賞
本德義明 直前会長（２名）

髙藤祚嗣 会員

大口寄付　レベル2
藤岡千秋会員

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（18RC）

米山記念奨学会寄付
総額優秀賞（5RC）

普通寄付・特別寄付
達成クラブ（30RC）

年間出席率目標達成賞
90％以上（14RC）

地区会員増強目標達成賞
（13RC）

災害義援金総額賞
第２位（３RC）

2014－2015年度「RI 意義ある業績賞」ほか受賞に貢献した理事・役員・委員長の皆さん

■2014－2015年度 RI 表彰

■ロータリー財団表彰

■ロータリー財団表彰

■ RI 奨励表彰

■ガバナー特別賞

■米山記念奨学会表彰



　12月13日（日）米子全日空ホテルにて，①次期クラブロータリー財
団委員長研修会が行われ，齊藤博臣会長エレクト，岡本次年度財団
委員長（予定者），佐藤副幹事で参加し，地区補助金の活用に関する
研修を受講しました。
　上記研修会に引き続き，同ホテルにて，②庄司ガバナーエレクト
の国際協議会ご出席壮行会及び鳥居パストガバナーの規定審議会ご
出席壮行式が開催され，当クラブからは，ホストクラブとして鳥居
パストガバナーご夫妻，荒川会長，齊藤博臣会長エレクト，根木幹
事，佐藤副幹事の６名が参加しました。これは，正司ガバナー・エ
レクトが，１月にサンディエゴ（米国カルフォルニア州）で開催され
る国際協議会に，更に，鳥居パストガバナーが４月シカゴ（米国イ
リノイ州）で開催される規定審議会に，それぞれ出席されるにあたり，壮行会が開催されたものです。鳥居
パストガバナーが出席される国際ロータリーの立法機関である規定審議会は３年に一度開催され，鳥居パ
ストガバナーは2690地区を代表しての参加となり，今回２度目の参加となります。佐藤ガバナー，正司エ
レクト，渡邊元 RI 理事，伊藤パストガバナーで鏡開きを行い，門出を祝いました。
 ［文章・写真提供：佐藤英明 副幹事］

第５回ゴルフ同好会（12/13）
　ゴルフ同好会第５回例会が，12月13日（日）倉敷
カントリーゴルフ倶楽部で開催されました。今年
最後のゴルフ同好会となり，お天気にも恵まれプ
レーできました。総勢25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５回例会において難関コースの中，優勝され
たのは，更井パスト会長でした。石井パスト会長
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６回ゴルフ同好会は１月30日（土）岡山ゴルフ倶楽部帯江コースで開催されます。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５回例会） OUT IN GROSS HDCP NET
優勝　更井　正人 会員 42 42 84 9 75
２位　内山　隆義 会員 51 49 100 22 78
３位　仁科恭一郎 会員 50 45 95 17 78
ＢＧ　三垣日出人 会員 37 39 76 －2 78

①次期クラブロータリー財団委員長研修会　②庄司ガバナーエレクト国際協議会�
ご出席並びに鳥居パストガバナー規定審議会ご出席壮行会（12/13）

優勝　更井正人 会員 ２位　内山隆義 会員 ３位　仁科恭一郎 会員 ＢＧ　三垣日出人 会員


