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本日のプログラム
　「古事記の神々・・・」
　吉備津神社 宮司　藤井崇行 様（岡山城 RC）

3月17日のプログラム
　「PETS 報告」
　齊藤博臣 会長エレクト

「乗馬について」 齊藤博臣 会長エレクト

3月3日のプログラム

　馬の進み方は，おおまかに「常足」「速足」「駆足」「襲歩」の４つに分類されま
す。これらを乗馬では「歩様」と呼んでいます。

Ⅰ　常足
　常足こそ無理なく馬の動きを感じ，馬への随伴の練習をするのに，好都合な歩様
です。ただし，馬が活発に歩いていなければ馬は肢先だけで歩き，頭，顎，背の動
きが小さいものとなってしまい，騎手はその動きを正しく感じることはできません。

Ⅱ　速足
　速足は正反動と軽速足に分かれます。正反動は騎手が鞍から浮くことなく，鞍に深く座ります。反動は，
腰と背を柔軟にして吸収します。脚は馬体と，拳は馬の口とコンタクトを保つ乗り方です。
　軽速足は速足の１足おきに上体をあげて反動をぬき，人馬の疲労を軽減するものです。騎手の上体は骨
盤から前に少し傾け，ふくらはぎを馬体に接し，鎧に体重をかけ，上体を斜め前方にあげます。上体をあ
げると共に，胸を開くようにします。そして，拳が上体の動きにつれ上下しないように肘の開閉をするこ
とによって，拳を一定の位置に保ちます。鞍に戻るときは，鞍の前方に静かに下ります。尻が鞍の後に下
がり，上体が丸く，脚が前に出て，つま先が下がらないようにします。

Ⅲ　駆足
　駆足は３節次の歩様で，馬体の前後が交互に上下しながら前進します。運歩にあわせ，腰が柔軟に随伴
し，胸が開くようにします。外報脚は腹帯よりやや後ろに引くことにより，内方坐骨が自然に前に出るよ
うにします。拳は腰の動きと同じタイミングで前に出し，馬の口と一致します。

Ⅳ　襲歩
　襲歩は一番速い歩様で，競馬で騎手が騎乗している乗り方で，一般の乗馬ではこのような乗り方はしま
せん。



例会報告（3/3）

出席報告
　会員数　97名（内出席免除者17名）
　出席者　80名（内出席免除者出席15名）
　出席率　84.21％（前々回訂正後出席率91.75％）
　ビジター　０名

会長挨拶・報告
　本日は３月３日です。昔，我々が受験の時代には国立大学の１期校の入試試験が３月３日でした。この
日は，例年不思議なほど非常に寒くなっていたという記憶があります。しかし，本日は日中暖かく，これ
も温暖化でしょうか。
　26〜28日には，写友「輪影」同好会で石垣島，竹富島に行って参りました。生憎の天気のため１番の目
的であった朝日，夕陽を撮影することはできませんでしたが，サンゴや多くの熱帯魚，青く透き通った海，
日本では八重山諸島でしか見ることのできないカンムリワシなどを撮ることができました。また，おいし
い食べ物をお腹一杯いただき，景色だけでなく非常に有意義な体験をしてきました。色々とお世話いただ
きました写友「輪影」の武幹事，２日間運転をしていただきました横手会員，内山会員に感謝申し上げま
す。
　本日は，第５回ガバナー補佐訪問クラブ協議会がございます。まだ進行中，これから行う事業もありま
すが，これが今年度の締めの補佐訪問になりますので，担当の理事，役員，委員長の皆様はよろしくお願
いいたします。
　明後日には，第８・９グループの I.M. が開催されます。今回はテーブルごとでのバズセッションが行わ
れます。役割がある会員の方も多く見られますが，当日はよろしくお願いいたします。

幹事報告
１．３月のロータリーレートは，１ドル＝116円です。
２．３月５日（土）13：00より第８・９グループ合同 I.M. が岡山プラザホテルで開催されます。先日，当

日の席割り表をお配りしていると思います。参加予定の方はよろしくお願いいたします。
３．第４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，ご確認の上，ご返信下さい。
４．ジェイドさんの春休み（３月17日〜４月５日）に，ジェイドさんを受け入れ可能の方は幹事までお知

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

　 第９回理事会報告 
審議事項
１．新会員選挙について，承認されました。選挙に入ります。
２．優良企業事業所訪問について，承認されました。
３．優良社員表彰について，承認されました。４月21日例会時予定。
４．西大寺マラソンの協賛及び事業参加について，承認されました。
５．観桜特別例会について，承認されました。
６．重要無形民俗文化財指定について，保留。
７．派遣交換学生歓送迎会について，承認されました。６月12日（日）17：00〜アークホテル岡山予

定。
報告・確認・依頼事項
１．ロータリー青少年指導者養成プログラム（RYLA）参加について。
２．ジェイドさんの春休み（３月17日〜４月５日）の受入のお願いについて。
３．３月，４月の行事予定について。

お 食 事
ハッシュドビーフ，サラダ，コーヒー



委員会報告
●社会奉仕委員会　高橋憲志 委員長
　２月21日の「こども虐待防止フォーラム」におきましては，会員の皆様のご協力を賜りありがとうござ
いました。新天地育児院の雑草除去作業ですが，３月９日は都合により中止となりましたのでよろしくお
願い申し上げます。

●ゴルフ同好会　岡﨑秀紀 会員
　本日，ゴルフ同好会第９回例会（鳥取遠征：５月７日〜８日）のご案内をポスティングさせていただきま
したのでよろしくお願い申し上げます。

●写友「輪影」　藤井一也 会員
　本日，竹富・石垣の旅のお土産を当日不参加の写友「輪影」の会員の皆様にお配りさせていただきまし
たのでよろしくお願い申し上げます。来週と再来週の13：30〜（例会後）に９階レストランにて「輪影」展
出品作品についての選考会を開催いたします。関係の方は出席いただきますようお願い申し上げます。

お祝い行事
会員誕生日　　　福武，佐藤，土井，藤原（唯），本德，糸島，米田，北村，堀，勘藤，松本
会員夫人誕生日　根木，髙山，和氣，若林，内山（淳），砂山，近藤（典）
結婚記念日　　　辻，山下，井上（一），西本，更井，米田，菅野，木村，諸國，若林

●スマイル●
荒川 先日の「輪影」の撮影旅行では同行の皆様に大変お世話になりました。その時以来，景

色を見るときにいつも撮影を考えて見るようになりました。
鳥居 「輪影」の石垣旅行では皆さんに大変お世話になりありがとうございました。
砂山 前週の「輪影」石垣島への撮影旅行，写真を撮りに行くのに会長の小生は欠席しました。

武会員に大変お世話になりありがとうございました。ファインです。
米田 「輪影」の石垣・竹富島撮影旅行では皆様に大変お世話になりました。
糸島 石垣旅行でお世話になりました。きれいな海の色でした。武様，内山様はじめ皆様あり

がとうございました。
石井 先般の写友「輪影」の石垣旅行では武幹事，横手会員，内山会員には大変お世話になり

ました。
齊藤（博） 今日は，卓話をさせていただきます。為にならない話になるかもしれませんが，退屈は

させません！　おもしろく興味深い話にします。
根木 ３月６日（日）縁あって沖田神社少年はだか祭りの祝主をすることになりました。子ども

たちがケガをせず終わる事を祈念して，少しだけスマイルします。
内山（淳） 写友「輪影」の撮影旅行で，竹富・石垣島に行ってきました。あいにくの天気で星空の

写真は撮れませんでしたが，毎晩ワイン，泡盛を飲んで楽しむことができました。武さ
ん，横手さんをはじめ一緒に行った皆様には大変お世話になりました。

藤岡 糸島先生に大変お世話様になりました。
日名 東風の会で，な，な，なんと優勝しました !!（３人打ちのおかげかなあ）　木村さん，あり

がとうございました。
武 写友「輪影」の石垣島撮影旅行では参加の皆様にお世話になり，無事終了することがで

きました。ありがとうございました。
菅野 写友「輪影」で撮影旅行にご参加の皆さん大変お世話になりました。又，横手会員，内

山淳会員，レンタカー運転お疲れさまでした。
井上（英） 「輪影」の旅行に行きました。初めての参加でしたが皆さんに親切にしていただいて楽し

い旅行でした。惜しむらくは SD カードが破損して2/3の写真がなくなりました。家内の
カメラの写真がたくさん残っています。

横手 写友「輪影」石垣旅行参加者の皆さん，大変ありがとうございました。阿部さん，いい

S A A 



第５回クラブ協議会（秋山義信�ガバナー補佐訪問）（3/3）
　３月３日（木）18時30分より岡山プラザホテルにて，第５回クラブ協議会が秋山義信 ガバナー補佐，宮崎
雅史 随行幹事の訪問を受けて開催されました。
　荒川謙三会長，根木克己幹事，各委員長より８ヶ月間の活動状況が発表され，フレッシュ会員12名もオ
ブザーバー出席しました。秋山ガバナー補佐からは「荒川会長の“和を広めよう”のスローガンのもとで , 元
気で活発なクラブ活動が行われているのを実感します」との講評をいただきました。
　この後の懇親会は，ガバナー補佐を囲んで和やかなムードで行われました。

荒川会長の挨拶

オブザーバー出席のフレッシュ会員

石井ロータリー情報副委員長の乾杯と食事

クラブ協議会の様子

各委員長の活動状況発表

秋山ガバナー補佐挨拶と宮崎随行幹事

所を紹介いただきありがとう。皆様満足されてました。
堀 写友「輪影」撮影旅行の皆様，初参加の私をあたたかく迎えていただき，ありがとうご

ざいました。大変お世話になりました。最後の日は天気も晴れ楽しかったです。
福武 誕生日プレゼントありがとうございます。55歳になりました。娘はまだ２歳。先は長い

です。
斉藤（良） 北海道のイゾラ山に冬山登山してきました。洞爺湖と羊蹄山が綺麗に見えて感激でした。
世良 S.A.A. に協力します。
神田 東風の会，トップ狙いで行きましたが，最下位でした。残念 !!
横田 東風の会で３位に入れました。優勝を目指して精進いたします。
末藤 朝日医療大学校のガス設備工事させていただきました。無災害で無事完了！　本德パス

ト会長お世話になりました。
三垣 先日の東風の会で２位いただきました。写友「輪影」の会では皆様には大変お世話にな

りました。
 23件　124,000円



フレッシュ会員研修会（3/3）
　３月３日（木）17時15分より岡山プラザホテルに
て石井ロータリー情報副委員長，荒川会長，根木
幹事及び14名のフレッシュ会員が集い，フレッ
シュ会員研修会が開催されました。研修内容は
ロータリアンの義務，職業奉仕について，財政の
構造と詳細，親睦と会員増強の関係，当会の今
昔，その他幅広くかつ深い内容でした。特にメー
キャップ後出席率100％の意義や多様・多才な会員
層の中で仲良く活動するポイントなど，知識と経
験に裏付けられたお話には迫力があり，大変充実
した研修会となりました。

第７回ゴルフ同好会（3/6）
　ゴルフ同好会第７回例会が，３月６日

（日）たけべの森ゴルフ倶楽部で開催されま
した。お天気にも恵まれ総勢32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７回例会において見事優勝されたの
は，友野昌平会員でした。横山ゴルフ同好
会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，たけべの森ゴルフ倶楽部より特別
賞として第６位　舟橋会員へボストンバック，第９位　佐々木会員へゴルフボール１ダースが贈られそれ
ぞれ獲得されました。当クラブ理事長の藤岡会員からもゴルフボール６ダースを提供していただき，飛び
賞に当らなかった会員にそれぞれ贈呈されました。藤岡会員には大変お世話になりありがとうございまし
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８回例会＆４RC 合同コンペは４月29日（祝），赤坂レイクサイド CC にて行います。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７回例会） OUT IN GROSS HDCP NET
優勝　友野　昌平 会員 51 46 97 30 67
２位　山本　督憲 会員 47 43 90 20 70
３位　斉藤　良仁 会員 42 49 91 18 73
ＢＧ　三垣日出人 会員 38 39 77 －2 78

優勝　友野昌平 会員 ２位　山本督憲 会員 ＢＧ　三垣日出人 会員



第2690地区�第８・第９グループ合同インターシティ・ミーティング（3/5）
　３月５日（土）13時より，岡山プラザホテルにおいて，RI 第2690地区 第８・第９グループの I.M. が，津山
RC と岡山後楽園 RC をホストとして開催され，我がクラブからは会長ら53名が出席しました。
　今回の I.M. は，①記念講演，②バズセッション，③懇親会の三部構成で行われました。
　①特別講演では，講師に肺移植の第一人者，岡山大学呼吸器外科臓器移植医療センター教授 大藤剛宏様
をお招きし「命のリレー　〜臓器移植の現状とこれから〜」と題してご講演いただきました。ピンチが最
大のチャンスであり，出来ないことは新しい道を探せばよい，との大藤様のお言葉に，多くの方が感銘を
受けました。　
　②バズセッションでは，メインテーマ「Enjoy Rotary　－ロータリーを楽しんでいますか？－」　■サブ
テーマ（１）新会員にロータリーを楽しんでもらうために何をしていますか？　また，何をすれば良いと思
いますか？　 ■サブテーマ（２）例会の出席率の高いクラブは，何がその要因だとお考えですか？　例会の
出席率を上げるために何か良い工夫はありますか？　をテーマにして，11名×31卓で，それぞれのクラブ
の運営状況を発表し，活発な意見交換が行われました。その中でも，我が岡山東 RC の「三

さん

木
もく

会」が果たす
役割には，多くの方からの関心が寄せられていました。

秋山義信ガバナー補佐の開会挨拶

I.M. 出席の岡山東 RC の皆さん

バズセッションの様子

佐藤芳郎ガバナーの挨拶

大藤剛宏様のご講演


