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▲

本日のプログラム
　「優良社員表彰」

▲

4月28日のプログラム
　「マスターズ ゴルフトーナメント裏話」
　藤岡千秋 プログラム委員長

「ロータリーの友について」 浮田實　広報委員長

４月７日のプログラム

　「友」の編集方針は，双方向への公共イメージの発信にある。1953年１月に創刊号
が発刊されて50周年の2003年に紙面の大幅な見直しが図られ，ホームページが開設
された。以来 IT 化が加速しており，2014年１月から「友」の電子版が発行され活用
されている。現在，31カ国の地域ロータリー雑誌が検索可能であり，ドイツ / オー
ストリアのお国変わればの表紙と記事を紹介した。「友」への投稿の留意点も述べ
た。また，「My ROTARY」への登録が勧められている現在，登録の手順を紹介し
た。

例会報告（4/7）

出席報告
　会員数　98名（内出席免除者18名）
　出席者　79名（内出席免除者出席13名）
　出席率　84.95％（前々回訂正後出席率93.75％）
　ビジター　０名

会長挨拶・報告
　先週の例会が休みでしたので，２週間のご無沙汰でした。１週間空くと何となくリズムが狂い，だらだ
らとした感じになります。この２週間の間に，桜は満開を迎えました。旭川の桜並木も先週末には大賑わ
いであったと聞いておりますが，本日の雨でそろそろ散っていくのでしょうか。
　４月に入り，皆様の会社の中でも新入社員が出社してきた会社があると思います。済生会病院にも，病
院全体では200名以上，新しく研修医（大学を卒業したばかりの医師）が13名入ってきました。先日，彼らの
オリエンテーションを行いましたが，皆張り切っており，緊張感が非常に強く感じられましたので，こち
らまで改めてやらねばという気持になりました。それぞれの会社の皆様も同様に感じているのではないで
しょうか。若者の活力，エネルギーを活かした会社作りができれば，社会は活性化されていくと思います。

お 食 事
チキンと野菜の彩りカレー，サラダ， 
コーヒー



幹事報告
１．４月のロータリーレートは，１ドル＝116円です。
２．本日18：30よりアークホテル岡山にて第４回 I.D.M. を開催いたします。出席予定の方はよろしくお

願いいたします。
３．次週例会は岡山プラザホテルにて，観桜特別夜間例会となっております。お昼の例会はございませ

んので，お間違えのないようにお願いします。
４．マイロータリーへの登録をよろしくお願いいたします。
５．他クラブ週報を回覧いたします。

次年度幹事報告
　次年度クラブ会員名簿の校正依頼をポスティングしています。ご確認の上，事務局まで必ずご返信下さ
い。

　 第10回理事会報告 
１．新入会員の入会の承認及び委員会配属について，承認されました。親睦活動委員会に配属にな

ります。
２．地域で守ろうこども虐待防止フォーラムの報告について，承認されました。
３．こども虐待防止を目指した地域で開かれた里山風景づくりプロジェクトの報告について，承認

されました。
４．国際大会（韓国ソウル）の現地送迎費用について，承認されました。
５．本德直前会長より出席規定の適用免除について，承認されました。
６．出席率向上のためのメークアップ体験について，承認されました。
７．西大寺会陽の国指定無形文化財登録についてのお祝いについて，承認されました。

新入会員入会式
　影山　修司（かげやま　しゅうじ）会員
　昭和40年３月10日生まれ
　日本企業振興協同組合 専務理事
　推薦者：山下和也会員，
　　　　　佐々木篤 会員増強委員長

PHS 認証状と認証ピン贈呈
　地区ガバナー事務所より，黒住陽一会員にポールハリスソサイエティの認証
状と認証ピンが届き，荒川会長より授与されました。

委員会報告
●親睦活動委員会　内山淳 委員長
　来週４月14日（木）18：30より岡山プラザホテル５F 延養の間で観桜特別例会を開催します。花見らしい
演出でお楽しみいただけるよう準備していますので，ご出席をお願いいたします。

●青少年奉仕委員会　大橋正禎 委員長
　青少年奉仕委員会よりお願いがあります。交換留学生のジェイド・クロスビーさんが，４月29日〜５月
８日のゴールデンウィークの間のホストファミリーを探しています。メンバーの方で，家族が一人増えて
もかまわないという方がおられましたら，大橋までご連絡をお願いします。



お祝い行事
会員誕生日　　　三垣，武，斉藤（良），浮田，諸國，内山（淳），大澤，赤松，児島（道），辻
会員夫人誕生日　大塚，三好，勘藤，井上（一），堀，弘中，齊藤（博），眞殿
結婚記念日　　　黒住，砂山，山下（和），影山，高橋，森元，藤岡，北村，小橋，根木，三好，浮田，
　　　　　　　　友野

●スマイル●
荒川 ①大澤先生，副院長就任おめでとうございます。　②本日入会の影山さん，早く当クラブ

になじんでください。
鳥居 ４月４日・５日は東京ホテルオークラに於て，来年度ガバナー，ガバナエレクト，ノミ

ニー等の「会員基盤向上セミナー」にて講話をして来ました。来年度はロータリー財団
100周年で種々企画を進めることになっています。

更井 三垣 S.A.A. にスマイルです。
根木 スマイルではありません。先週日曜日親しい同級生が風呂で溺死しました。酒を飲んで

いたようです。まだ現実が受け取められませんが，御冥福をお祈りします。お酒を飲む
人は気をつけて下さい。

佐藤 三垣 S.A.A. に協力します。
佐々木 本日の理事会にて承認され入会されました影山修司さんです。我々の仲間が１名増えま

した。今後会員の皆様方のお支えをよろしくお願いします。
藤岡 石井パスト会長に大変お世話様になりました。
大澤 このたび４月より，岡山済生会総合病院副院長に昇格いたしました。皆様方の御支援の

おかげと思います。ますますの御支援をよろしくお願いします。
木村 三垣さん，還暦のゴルフの会おめでとうございました。夜の会は欠席し失礼しました。
藤原（唯） ４月より岡山博愛会病院名誉院長になりました。それまで20年間院長していました。よ

ろしくお願いします。
浮田 本日「ロータリーの友」の卓話をさせていただきます。眠らないで聴いていただける様

に頑張ります。
眞殿 三垣さん，先日は還暦おめでとうございました。私は痴呆はまだ進んでいないと思いま

すが，すっかり忘れていました。三垣さんの還暦のお祝いと忘れたことのお詫びでスマ
イルさせていただきます。

吉野 ４月１日付で岡山大学副学長に就任しました（法務・コンプライアンス担当）。欠席が続
き申し訳ありません。

山下（和） 新入会員に影山修司さんを迎える事になり，又スポンサーを佐々木さんと共にお受けし
ました。今後ともよろしくお願いします。感謝，感謝

赤松 次年度第１回職業奉仕委員会が委員全員の出席で開催でき，活発な御討論ありがとう存
じました。記憶に残るような委員会活動をめざしますので，会員の皆様御協力よろしく
お願いいたします。

横田 写友「輪影」出展いたしました。本日午前，当番で出ておりました。写真に音楽に麻雀
と，次々楽しいことを実現させていただき，ありがとうございます。

花岡 本日より，健康産業の視察に台湾に行ってまいります。日本発信の健康事業を伝える形
を考えて参りますので御指導下さい。

朝霧 三垣さん，還暦おめでとうございました。今日は業務のため，途中で失礼します。
影山 本日入会しました影山修司です。ご指導よろしくお願いします。
三垣 ①３月まで特別会計予算クリアーしました。ありがとうございます。ひき続きよろしく

お願いします。　②誕生日プレゼントありがとうございます。　③先日多勢の方々にお世
話になり，とても素敵な思い出ができました。

 20件　128,000円
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次年度ロータリー財団・米山奨学会・（国際奉仕委員長，副委員長）�合同委員会（4/5）
　４月５日（火）18時30分より串揚「山留」にて，
ロータリー財団・米山記念奨学会の合同委員会が開
催されました。齊藤次年度会長，佐藤次年度幹事，
および池田次期国際奉仕委員長，冨山次期国際奉仕
副委員長にもオブザーバとして出席をいただき，次
年度の運営・活動方針等についての説明がありまし
た。
　その後行われた各委員会では，岡本次期ロータ
リー財団委員長，黒住次期米山記念奨学会委員長よ
り活動計画について説明があり，活発な意見交換が
行われました。次年度も会員皆様の善意の寄付がよ
り多く集まるよう，ご協力の程よろしくお願い申し
上げます。
 ［文章提供：内山（淳）次期ロータリー財団副委員長］

次年度職業奉仕委員会（4/6）
　平成28年４月６日，18:30からアークホテル岡山に
おいて，次年度職業奉仕委員会が次年度会長，副会
長，幹事および次年度職業奉仕委員の９名で開催さ
れました。
　次年度委員会活動について，10月20日に開催され
る第２回クラブフォーラムでのテーマ，「４大奉仕活
動について」で，具体的にどういう事を取り上げる
かとか，若手事業家の支援活動について，職場訪問
の具体的内容とかについて討議されました。
 ［文章提供：赤松興一次年度職業奉仕委員長］

第４回 I.D.M（4/7）
　４月７日（木）18時30分より本年度最後となる第４
回 I.D.M. が，アークホテル岡山「あくら」にて今季
最多の27名が出席して開催されました。
　荒川会長挨拶に続き，石井ロータリー情報副委員
長からは，我がクラブが今後取り組むべき残された
課題や，2690地区67クラブ中３位の会員数だった我
がクラブを，前年度中に15名を急増させて現在102名
となっている米子東に順位を譲ったことなど，いろ
いろと示唆に富んだ話をされました。
　宴会には，本日の例会から新入会した影山会員も
出席，和気あいあいの雰囲気の中で，お互いの親睦
を深めることができました。
　尚，第１回〜第４回の I.D.M. 延出席人数は総計93
名の出席となりました。



第27回写友「輪影」展（4/5－4/10）
　４月５日（火）より10日（日）の６日間，天神山文化プラザ第５展示室にて，第27回写友「輪影」展が開催
されました。
　今回の写友「輪影」展は，広い展示場所が確保出来た関係で，津島顧問と写友メンバー24名による58点
と過去の最多の出展数となりました。撮影場所も，北は北海道から，南は日本列島最南端・八重山諸島の
石垣島・竹富島まで，又，海外では東アフリカ・タンザニア・フランスという広範囲な地域で撮影された
それぞれ個性的な素晴らしい写真が出展されました。６日間の短い期間の展示でしたが，期間中225名を超
える多数のご来展をいただきました。ご来展いただいた皆様には厚く御礼申し上げます。
 ［文章・写真提供：若林宣夫 会員］

次年度社会奉仕・国際奉仕・青少年奉仕�合同委員会（4/11）�
　平成28年４月11日 18：30 〜　アークホテル岡山
において，次年度社会奉仕・国際奉仕・青少年奉仕
合同委員会が，次年度会長，副会長，幹事ら18名で
開催されました。
　11月13日に岡山後楽園で開催される和文化フェス
ティバル「園遊会」（岡山東 RC 共同主催）における，
３奉仕委員会の役割分担等について，大河原次年度
社会奉仕委員長から説明がありました。その後はみ
なさん親睦を深め，最後に諸國次年度副会長の言葉
をもって盛況のうちに散会となりました。

次年度プログラム・出席�合同委員会（4/12）
　４月12日（火）次年度プログラム委員会，出席委員
会の第１回合同委員会が，「ターブル・ハラダ」にて
開催されました。　　
　次年度齊藤（博）会長，佐藤幹事，諸國クラブ奉仕
委員長にも出席いただき，大西プログラム委員長，
萱原副委員長と近藤（聡）出席委員長，児島（道）副委
員長，福武委員，武委員の総勢９名にて，次年度委
員会方針，活動計画について活発な議論が行われま
した。
　次年度のクラブスローガン「自主性を持って，進
んで参加しよう！」を語りながら，「主体性を持っ
て，進んでワインを飲んだ」素晴らしい会合でした。
 ［文章提供：大西 次年度プログラム委員長］



写友「輪影」親睦会（4/17）
　４月５日〜10日迄開催された第27回写友「輪影」展の反省会を兼ねた親睦会が，４月17日（日）山田泰照
会員の山荘「黄鶴亭」で写友「輪影」会員ら25名が参加して開催されました。反省会では欠席の砂山 写友

「輪影」会長に代わって荒川クラブ会長の挨拶と武 写友幹事から写真展が成功裡に終わったことへの感謝の
言葉に始まり，顧問の津嶋久仁香女史からは出展された58作品が，今年は上下に変化のある展示会となっ
たと評されると共に，よい写真を撮るために脇を締めて手ブレのない，見て感動するような作品を撮るよ
う助言を受けました。
　続く懇親会は，新緑の美しい槙林に囲まれた山田会員の山荘の中庭で行われ，おいしい初鰹のたたきや
作州牛のローストビーフなど盛り沢山の料理，差入れでいただいたお酒，ワインなどをいただきながら，
又，ビンゴゲームなどもあって，時の経つのも忘れて語らい，交換留学生ジェイドさんも参加して親睦を
深めました。何から何まで準備していただいた山田会員ご夫妻，お手伝いいただいた会員夫人の皆さんに
厚く御礼申し上げます。 ［文章提供：若林宣夫 会員，写真提供：山田泰照 会員］

次年度職業分類・会員選考・会員増強合同委員会（4/18）
　４月18日（月）18時30分よりアークホテル岡山にて，次年度（職業分類委員会・会員選考委員会・会員増強
委員会）合同委員会が開催されました。齊藤次年度会長による会長スローガン（自主性を持って，進んで参
加しよう！）及び基本方針３にある会員の増強と維持について主旨の説明がありました。その後，若林職業
分類委員長，更井会員選考委員長，村松会員増強委員長から運営方針及び運営計画についての話があり入
会手続きについて確認を行いました。続いて，米田パスト会長の乾杯のご発声後，懇親を深めながら，委
員会の垣根を超えて活発な意見の交換が行われました。 ［文章・写真提供：佐藤英明 次年度幹事］



2016.4.14　第2284例会

観 桜 特 別 例 会
（於：岡山プラザホテル）

出席報告
　会員数　98名（内出席免除者18名）
　出席者　73名（内出席免除者出席10名）
　出席率　81.11％（前々回訂正後出席率90.63％）
　ビジター　０名

会長挨拶
　寒かった冬が過ぎまして，ようやく春がやって参りました。今回，久しぶりに観桜特別例会を開催させ
ていただきました。以前は，春の観桜特別例会または秋の観月特別例会，いずれかを行っていました。観
月特別例会を行った年には，春に移動例会としていつもの昼の時間に後楽園の鶴鳴館において例会を行っ
た年もありました。しかし，この５年間いずれも行われませんでした。今年は旭川の土手に咲く満開の桜
を愛でながら楽しい時を過ごしたいと思っておりましたが，今年は開花から一気に花が開き，今は多くが
葉桜になっております。１週間ずれてほしかったところではありますが，親睦活動委員会のお陰でこのよ
うに満開の見事な桜を会場に用意いたしました。魔法を使いまして花の咲くのを遅らせたそうであります。
外のまだ残っている桜，室内の桜を見ながら，また三味線，箏の演奏を聞きながら大いに懇親を図り，楽
しんでいただきますようお願い申し上げます。

荒川会長挨拶

内山淳親睦活動委員長挨拶 石井パスト会長乾杯 司会の朝霧会員



手に手つないで

華やかな会場の様子

「和雲会」による琴演奏

新入会員紹介　影山修司会員

「民謡そばの花会」による三味線演奏 用意された満開の見事な桜

舟橋副会長閉会挨拶

奥様の演奏にご満悦の荒川会長


