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▲

本日のプログラム
　「四大奉仕委員長と S.A.A. の退任挨拶」
　〔大澤職業奉仕，高橋社会奉仕（欠席のため根木幹事が代読），
　 藤井国際奉仕，大橋青少年奉仕〕各委員長，三垣 S.A.A.

▲

６月30日のプログラム
　「退任挨拶」
　荒川謙三会長・根木克己幹事

「2016年　規定審議会」の報告 鳥居 滋 パストガバナー

６月２日のプログラム

　３年に１度開催される規定審議会では，クラブや地区，理事会などから提案さ
れた立法案の審議と投票が行われます。組織としてのロータリーの運営について，
ロータリアンが意見を表明する場となります。2016年規定審議会は，４月10日〜
15日に米国シカゴで開催されました。
　今回，RI 第2690地区規定審議会代表議員として規定審議会に出席された鳥居滋
パストガバナーから，その報告がありました。



例会報告（6/2）

出席報告
　会員数　98名（内出席免除者18名）
　出席者　78名（内出席免除者出席12名）
　出席率　84.78％（前々回訂正後出席率88.54％）
　ビジター　０名

会長挨拶・報告
　28日（土）より当クラブからは14名が参加し，韓国で行われました国際大会に参加してまいりました。会
場はソウルからバスで１時間ほどの場所にあり，その広大な土地の中に本会議場の建物と友愛の広場の建
物が２棟，少し離れてありました。さらに驚いたのは，本会議場の広さでした。中ごろに座ったのですが，
ステージの人は豆粒ほどで，顔はもちろんのこと服装もはっきり見えないほどでした。本会議では，150以

お 食 事
ビーフカレー，サラダ，コーヒー



上の国，地域の旗が１つずつ入場し，国際色豊かでステージに並ぶ姿は壮観でした。ラビンドラン会長な
どが挨拶をされましたが，華やかなセレモニーであり感動しました。今回は，秋山ガバナー補佐，伏見西
南 RC 会長，堀川北西 RC 会長が常に同行し，この３日間は岡山東 RC の一員として？大いに親睦を図るこ
とができました。国際大会には是非１度は参加し，その感動を味わっていただければ，皆様がより一層 RC
を好きになると思います。

幹事報告
１．冨谷新入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．次週例会は，お休みです。次回の例会は６月16日（木）18：30〜アークホテル岡山でのチャーターナ

イト特別例会となりますので，皆様お間違えのないようによろしくお願いいたします。
３．先週５月26日（木），荒川会長・舟橋副会長・私で山陽新聞社様へ義援金をお持ちしました。
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。

第12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，本日より入会です。委員会配属は親睦活動委員

会です。
２．新入会員歓迎会について，計画書どおり承認。６月23日（木）18：30〜アークホテル岡山において。

次年度幹事報告
１．次年度の７月の主な行事予定のご報告をいたします。
　　まず，７月14日（木）は，ガバナー公式訪問例会となっております。当クラブとしては初めてＢ方式

（夜間18：30〜19：30）の公式訪問です。よって７月14日（木）はお昼の例会はございません。次に７
月28日（木）が納涼特別例会となっております。18：30〜岡山プラザホテルで行います。この日もお
昼の例会はございません。皆様，ご予定に入れておいてください。

２．本日例会後，次年度被選理事の皆様にはご報告事項がありますので例会場にお残り下さい。

委員会報告
●社会奉仕委員会　冨山直司 副委員長
　前回の例会の際にご案内させていただいた映画「さんまとカタール」の舞台挨拶開始時間と上映開始時
間とにつき，時間の変更がありましたのでお伝えさせていただきます。
　６月11日（土），９時45分より舞台挨拶，９時55分頃より上映開始となります。変更がございましたので，
時間のお間違えなきようお願いいたします。
　なお，前回もお伝えさせていただきましたが，本映画の鑑賞券1,000円は，全額震災の復興支援に当てら
れます。時間のある方は是非見に来てください。
よろしくお願いいたします。

新入会員入会式
　冨谷　拓真（とみや　たくま）会員
　昭和39年５月23日生まれ
　三井生命保険㈱ 岡山支社長
　推薦者：西下裕平 パスト会長
　　　　　根木克己 幹事
　職業分類：生命保険

米山奨学金授与
　米山奨学生のイムヒョンソップさんに，荒川会長より６月の奨学金が贈呈されました。

お祝い行事
会員誕生日　　　世良，菅野，岡﨑，若林，大西，鳥居，黒住
会員夫人誕生日　辻，坪井（二），小橋
結婚記念日　　　土井，舟橋，近藤（聡），阿部，村松，鳥居，吉野，内山（淳）



●スマイル●
荒川 国際大会に出席された皆様，お疲れ様でした。横手会員には大変お世話になりました。
伏見（岡山西南 RC 会長）　　先般のソウル国際大会では，荒川会長をはじめ東クラブの会員の皆様に

は，大変お世話になりました。おかげで楽しく充実した日々を満喫させていただき，衷
心より感謝を申し上げます。

鳥居 ソウルでの RI のコンベンション出席の際には，多くの皆様のお世話になりありがとうござ
いました。本日は規定審議会の報告をさせていただきます。よろしくお願いいたします。

坪井（俊） 我社60周年にあたり多数のみなさまからお祝いをいただだき，ありがとうございました。
横山 名鑑を先々週例会で持って帰り，本日又忘れてきました。出張の為早退します。
西下 新会員，冨
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さんをよろしくお願いいたします。
石井 ソウルの世界大会参加では，荒川会長，佐藤副幹事，内山親睦活動委員長，横手会員に

は大変お世話になりました。帰国後，体調不良になりました，これからは年を考えて行
動します。

舟橋 近藤典博会員，菅野会員にいろいろお世話になりました。感謝。本日結婚記念日でした。
お祝いありがとうございました。

根木 ①先程，本年度最終理事会が終わりました。理事の皆さん１年間ありがとうございまし
た。　②荒川号が着陸体制に入りました。そろそろ車輪を出しますので，シートベルトを
お締めいただき，もうしばらくお付き合い下さい。（最後の事業，チャーターナイトはは
じけすぎて少し揺れるかも知れません。）　③冨谷会員をよろしくお願いします。

佐藤 ソウル国際大会では，会長幹事，横手会員，内山親睦活動委員長にお世話になりました。
三垣 S.A.A.，いつも温いまなざしをありがとうございます。

佐々木 ソウルで開催された国際大会に参加させていただきました。荒川会長はじめご一緒させ
ていただいた皆様と楽しい時を過ごすことが出来感謝いたします。

内山（淳） ソウルで開催された，ロータリー国際大会に初めて参加させていただきました。荒川会
長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 先日ソウル国際大会に出席，皆様にお世話になり無事帰国しました。１つ認識した事に
あまりにも美味な本物のキムチに接し，初日より食べ過ぎ，おしりに事故が生じようや
くもとにもどりました。

藤井 世界大会は，大阪での開催に参加した事がありますが，今回ソウルの世界大会，多くの
ロータリアンとふれあう事ができ楽しい時をすごす事ができました。参加の皆様に大変
お世話になりました。少々カジノで楽しみました。

大澤 先週のお祝いの会，誠にありがとうございました。恥ずかしい思いでしたが，やはり，
うれしかったです。今後ともよろしくお願いします。本日は，事情があり早退します。

吉野 副学長のお祝いの会を開いて下さり，ありがとうございました。
若林 誕生日のプレゼントありがとうございました。
菅野 ①舟橋会員，先日はありがとうございました。　②とうとう後期高齢者になりました。健

康で元気が一番。趣味のゴルフともう一つの趣味は内緒ですけど，まだまだ頑張ろうと
思います。

山下（和） やっと歩けるようになりました。これから大事に腰と付き合います。感謝感謝。
池田 ソウル国際大会では，会長・幹事・横手会員・内山親睦活動委員長お世話になりました。
冨岡 国際大会ソウル大会に参加し，貴重な経験をさせていただきました。荒川会長，横手会

員には，大変お世話になりました。ありがとうございました。
横手 ソウル国際大会ご参加の皆様はお疲れ様でした。無事終了できありがとうございます。

荒川会長・根木幹事ご招待昼食会などいろいろお気づかいいただきありがとうございま
した。

小橋 石井パスト会長，荒川会長，横手さん，そして韓国に行かれた皆様大変お世話になりま
した。楽しい国際大会に参加出来ました。

横田 ロータリーソウル国際大会に参加させていただき，大変お世話になりました。貴重な経
験をありがとうございました。

和氣 欠席が続いて申し訳ございません。出席できる時にスマイルさせていただきます。
朝霧 影山さん，先日はありがとうございました。
黒住 石井パスト会長設立の煩悩の会に入会させていただきます。除夜の鐘ではなく早くシン

グルベルが鳴る様精進いたします。三垣先生よろしくお願いします。
宮本 仕事と思ってゴルフ練習場通っています。７月10日の赤坂レイクが楽しみです。ニコー

（笑）。三垣さんありがとうございます。
冨谷 本日入会させていただきます。冨谷拓真です。一日も早く一人前のロータリアンになる

よう努力いたします。皆様よろしくお願いいたします。
貝原 来月からの練習で前に座ってます。三垣 S.A.A. に協力！
三垣 先週２回コンペに参加。優勝と２位でした。
 31件　182,000円
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第10回ゴルフ同好会・打ち上げ会（6/5）
　６月５日（日）東児が丘マリン
ヒルズゴルフクラブにてゴルフ
同好会第10回例会が開催されま
した。午前中は激しい雨と強い
風が吹き，午後からようやく雨
も上がり時折，晴れ間が見られ
るコンディションの中，総勢32
名のメンバーが参加して荒川年
度最後のゴルフ同好会コンペが
行われました。
　悪天候のなか見事優勝された
のは，髙藤祚嗣会員でした。おめでとうございます。なお，当日は横山ゴルフ同好会会長，坪井パスト会
長，多田パスト会長のご配慮により特別優待価格にてプレーすることができました。ありがとうございま
した。また東児が丘マリンヒルズゴルフクラブよりワインを提供していただき，特別賞（第６位）として岡
﨑会員が獲得されました。
　その後，18時30分よりアークホテル岡山にて29名の同好会メンバーが参加して，ゴルフ同好会の打ち上
げ懇親会が開催されました。横山ゴルフ同好会会長のご挨拶，荒川会長より今年度のゴルフ同好会最後の
締めくくりの乾杯のご挨拶を頂戴した後，今年度優勝した会員より７月10日に行われる取り切り戦への意
気込みを語っていただくなど楽しく過ごし，１年間のお互いの健闘と来年への抱負を語り合いました。
　今年１年間，ゴルフ担当の親睦活動委員会の近藤（聡）副委員長，岡﨑委員，坪井（二）委員には大変お世
話になり，ありがとうございました。
　次回，齊藤会長年度の第１回ゴルフ同好会は，７月10日（日）に赤坂レイクサイドカントリークラブにて
前年度の取り切り戦も併せて開催されます。皆さま，奮ってのご参加をよろしくお願いします。
 ［文章：坪井二郎会員・内山　淳会員］

（第10回例会） OUT IN GROSS HDCP NET
優勝　髙藤祚嗣 会員 48 42 90 17 73
２位　西下裕平 会員 44 46 90 15 75
３位　舟橋弘晃 会員 44 47 91 13 78
ＢＧ　藤岡千秋 会員 42 42 84 5 79

２位　西下会員 ３位　舟橋会員 ＢＧ　藤岡会員 特別賞（第６位）　岡﨑会員優勝　髙藤会員

正次プログラム委員長会議（アークホテル岡山）（6/7）
　県南17RC 正次プログラム委員長会議が６月７日19時よりアークホテル岡山にて開催されました。（牛窓
RC が岡山 RC と統合されたため18RC から17RC に変更。）
　ホストクラブは岡山旭川 RC で，まず，各 RC 現委員長から，①今期の活動内容　②課題問題点　が報告
され，続いて，次期委員長から活動方針が説明されました。
　尚，次期ホストクラブは岡山岡南 RC です。 ［文章提供：大西直規 次期プログラム委員長］



フィリピン（バコロド市）視察訪問（6/6−9）
　６月６日－９日　次年度国際奉仕委員会は，短期青少年交換留学事業を検討するため，フィリピン国バ
コロド市を訪問し，ラサール大学の研修施設，ホームステイ先の治安状況等の視察を行いました。また現
地のバコロド北 RC と短期交換留学について意見を交わしました。
　西ネグロス州知事を表敬訪問し，現地新聞に岡山東 RC 一行が掲載されました。 
 ［文章・写真提供：佐藤英明 副幹事］

第３回拡大クラブ奉仕委員会（アークホテル岡山）（6/9）�
　６月９日（木）にアークホテル岡山にて今年度第
３回目となる拡大クラブ奉仕委員会を開催しまし
た。26名のクラブ奉仕関係の委員会の皆様にご出
席いただきました。
　荒川会長による開会挨拶の後，舟橋から本拡大
委員会の趣旨（クラブ奉仕を語り，ベテランと若手
の親睦を図る）説明の後，早速，更井パスト会長に
乾杯のご発声をいただき，各テーブルで親睦の輪
ができました。途中で，クラブ奉仕関係の委員会
の代表者から今年度の活動についての紹介をいた
だきました。各委員会の課題などを深くご説明い
ただいて，大変クラブ奉仕について考えさせられたり，楽しく活動されているご報告に和みの花が咲いた
りと，有意義な時間を過ごすことができました。最後に木村クラブ奉仕委員会副委員長に閉会挨拶をいた
だき，無事に全３回の拡大クラブ奉仕委員会を終えることができました。
　ご協力いただきましたクラブ奉仕委員会およびクラブ奉仕関係委員会の皆様に心より感謝申し上げます。
 ［文章提供：舟橋弘晃 クラブ奉仕委員長］

2015−2016年度�国際ロータリー第2690地区青少年交換委員会引継会・派遣学生壮行会・受入学生送別会（アークホテル岡山）（6/11）
　６月11日（土）にアークホテル岡山にて派遣学
生壮行会・受入学生送別会が開催されました。
AM11：00〜12：00まで引継ぎ会・来日学生受入に
関するオリエンテーションが行われ，記念写真撮
影後，12：30〜14：30まで派遣学生壮行会・受入
学生送別会が行われました。
　岡山東ロータリークラブから荒川会長・藤井国
際奉仕委員長・諸國カウンセラー・勘籐青少年交
換委員・小橋次期青少年交換委員・大橋青少年奉
仕委員長が出席しました。
　午前中は，当年度の活動報告と申し送り事項・来日学生受入に関する説明，注意事項など，2017－2018
年度派遣交換学生募集等についての説明がありました。　午後からの壮行会・送別会は，派遣学生スピーチ
が行われました。高野（倉吉），福光（松江東），岩世（倉吉東），松下（児島）各 RC 推薦の４名は，とても立派
なスピーチで関心しました。また，サプライズで高野さんと福光さんが踊りを披露してくれました。当ク
ラブのジェイド・クロスビーさんも，アカペラでエーデルワイスを歌いました。とても良い壮行会・送別
会でした。 ［文章提供：大橋正禎 青少年奉仕委員長・写真提供：2690地区青少年交換委員会 仁木壯 様］



第４回囲碁同好会（6/18）
　６月18日（土）アークホテル岡山にて，本年度第４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，12名の参加となり大いに盛り上がりました。和気あいあいと親睦
を深めながら，激しい勝負が行われた結果，優勝は仁科会員，準優勝は佐藤副幹事，３位齊藤会長エレク
トとなりました。北村会長をはじめとする有段者がわかりやすくご指導しますので，次年度も皆様のご参
加をよろしくお願いします。 
 ［写真提供：若林宣夫 会員］

2016.6.16　第2291例会

チャーターナイト記念特別例会
（於 アークホテル岡山）

出席報告
　会 員 数　98名（内出席免除者18名） 出　席　者　82名（内出席免除者出席10名）
　出 席 率　90.00％（前々回訂正後出席率90.63％） ご夫人参加　23名
  米山奨学生　２名，ジェイドさん

　６月16日（木）18時30分よりアークホテル岡山にて，チャーターナイト記念特別例会が開催されました。

荒川会長挨拶
　本日は，本年度最後の特別例会でありますチャーターナイト特別例会に，多くの会員，ご夫人，お客
様にお越しいただきありがとうございます。また，和装でのお越しの案内をいたしましたところ，坪井
パスト会長をはじめ数名が着物で来ていただきありがとうございます。昨年７月の納涼特別例会に始ま
り，その後の特別例会すべて，それぞれ思い出に残っております。これも理事，役員，委員長をはじめ
とする会員の皆様，またその会員を支えていただきましたご夫人，ご家族の皆様のお蔭であります。本
当にありがとうございました。しかし，チャーターメンバーの横山パスト会長が仕事の都合で出席され
ず，また本德直前会長が体調不良のために出席されておりません。大変残念でありますが，早いご回復
を願うばかりです。
　チャーターナイト例会を行わないクラブもあるようですが，岡山東 RC では記念すべき第１回チャー
ターナイトが行われた６月14日に近い日程で毎年行われております。この趣旨については後ほど横山パ
スト会長からの書簡にて説明させていただきます。
　最後に，他のロータリークラブが羨ましがる程のこの東ロータリークラブの勢い，活力を次年度さら
に押し進めていただけることを祈念いたしましてご挨拶とさせていただきます。



昭和44年２月に伝達された RI 加盟認証状 荒川会長挨拶

武和志会員

内山淳親睦活動委員長挨拶

冨谷拓真会員
横山洋パスト会長

（所用につき欠席）

チャーターメンバーの紹介

「在籍25周年表彰」

「新入会員へ花束贈呈」

石井パスト会長の乾杯

「岡山東 RC 本年度の活動記録」と
「丹羽パスト会長を偲んだ思い出」のスライド上映

交換留学生ジェイドさんの送別式



荒川会長と雛壇の皆様によるスーパーライブショー

荒川会長
各テーブルを一緒に歌いながらまわる

荒川会長と根木幹事

「昴」を熱唱する荒川会長・根木幹事・舟橋副会長・三垣 SAA

「たすき引継式」
内山淳委員長から舟橋次期委員長へ

「閉会あいさつ」
舟橋副会長

「司会」
伊東京亮会員

齊藤会長エレクトから会長・副会長・幹事・S.A.A. への花束の贈呈

お世話になった親睦活動委員会の皆さん

次期親睦活動委員会の皆さん



和を広めよう〜皆さんに１年間の感謝をこめて

「手に手つないで」大合唱


