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▲

本日のプログラム
　「退任挨拶」
　荒川謙三会長・根木克己幹事

▲

７月７日のプログラム
　「お祝い行事」
　「就任挨拶」
　齊藤博臣会長・佐藤英明幹事

「四大奉仕委員長とS.A.A.�の退任挨拶」
高橋社会奉仕委員長，大澤職業奉仕委員長，
藤井国際奉仕委員長，大橋青少年奉仕委員長，
三垣S.A.A.

６月23日のプログラム

●高橋憲志 社会奉仕委員長
　社会奉仕委員会委員長の高橋憲志でございます。まずは一年間，荒川会長，根
木幹事お疲れ様でした。
　さて，本年度社会奉仕委員会として，「地域で守ろうこども虐待防止フォーラ
ム」，「こども虐待防止を目指した地域に開かれた里山風景づくりプロジェクト」
この二つの事業を行わせていただきました。
　荒川会長の寛大なお心で見守っていただき，私自身は成功裏に終わったと思い
ます。
　また，この事業を通じて，改めて会員の皆様の結束力，そして心の優しさ思い
やりを感じた一年でありました。感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。
　最後に冨山副委員長をはじめ池田さん，福武さん，村松さん大変お世話になりました。

●大澤俊哉 職業奉仕委員長
　職業奉仕委員長の大澤でございます。
　まずは，今年１年間，職業奉仕委員会の活動へのご理解とご協力に深く感謝を
いたします。また，不慣れな面もあり，会員の皆々様に，多大な御迷惑をお掛け
したことを深くお詫びいたします。
　今年の事業に関しては，９月の和気ヤクルト工場の見学から始まりました。大
勢の会員の方とともに最新設備の工場見学ができ，また，社風，理念などに触れ，
大変勉強になりました。坪井パスト会長には細やかな配慮をいただき，感謝して
おります。続いて12月には，移転前の新しい済生会病院を見ていただきました。
地域医療に貢献したいという済生会病院の意気込みが伝わったと考えています。最後に優良社員・職員表
彰ですが，この例会の場で行う地味な事業ではありますが，自らの職業の価値を高めていく職業奉仕の考



えに沿ったすばらしい活動と思います。
　さて，反省としては，私自身，病院の移転という滅多にない大事業のために，委員会活動に余り時間を
割くことができず，委員の皆様に相談せず，ことを進めたことがほとんどでした。ロータリーでは，全て
の会員が何らかの委員会に属し，１年間ともに活動することになっています。その意味では，当委員会の
皆様には，退屈な，つまらない１年になったかもしれません。誠に申し訳ございません。次にこのような
機会を与えていただければ，活発な委員会活動にしたいと思います。最後になりますが，来年度の職業奉
仕委員会が赤松委員長を中心に活発に活動されることをお祈りして退任のあいさつとさせていただきます。
　本当に１年間ありがとうございました。

●藤井一也 国際奉仕委員長
　国際奉仕委員長の藤井でございます。
　会員の皆様方には，国際奉仕委員会活動に於いて，外国人の方々に和文化の紹
介事業やベトナム奉仕活動に協力いただき，大変ありがとうございました。おか
げ様でどの事業も無事終える事ができ，感謝いたしております。また，地区の事
業で青少年交換プログラムでの派遣学生のお世話では，受入れしていただいたメ
ンバーの方々や会社訪問等，本当にお世話になり，ありがとうございました。今
後も，国際奉仕については，さまざまな考え方も方法もあると思います。会員皆
様方には，国際奉仕活動の益々のご理解をお願いして，退任挨拶とさせていただ
きます。

●大橋正禎 青少年奉仕委員長
　本年度荒川会長の活動方針「和を広めよう」のスローガンのもと事業を行って
きました。
　外国人学生と岡山の歴史・和（食・文化）に触れる事業では，岡山市内在学中の
外国人学生が多数参加し，岡山の歴史・文化について学習し，吉備津神社へ参拝
を（鳴釜神事等）しました。また，郷土料理である「まつり寿司」を調理，餅つき
体験をし，三味線・和太鼓の演奏を聞き，日本古来の遊具で遊びました。参加し
た学生が，帰国後母国へ和を広めていただくようにお願いをしました。西大寺会
陽「少年はだか祭」への協賛，「おかやま西大寺マラソン」への支援活動を行いま
した。国際ロータリー第2690地区青少年交換プログラムで岡山東ロータリークラブ推薦派遣学生大橋啓美
さんと受入学生ジェイド・クロスビーさんの交換事業を行いました。この事業をするにあたり，約１年間
という継続事業で大変不安でしたが，岡山東ロータリークラブメンバー，ノートルダム清心学園清心女子
高等学校，ホストファミリー，関係者の皆様の協力で，大きな問題もなく沢山の思い出を作り６月17日に
無事ジェイド・クロスビーさんを帰国させることが出来ました（大橋啓美さん７月３日帰国）。
　ご協力本当にありがとうございました。

●三垣日出人 S.A.A
　皆さんの協力のおかげでスマイルの目標は大幅にクリアできました。後１回で
す。
　食事の件，ミリオンダラーミール，ベトナムミールも大変お世話になりました。
　席次については，メンバー同士の交流ということもありますが，他の事業も
色々とありますし，必ずしも出席率の向上に繋がらないかな？と思いました。
　会場監督としては，「例会場その他会合において気品と風紀を守りその目的が達
成されるように会場設営する最高の権限を持つ執行役員の一人で理事会の構成メ
ンバーでは無いが必要に応じて理事会で発言することができる。」とありますが，
中々私自身 この意に沿った設営ができて無いように思います。
　この一年間 皆さんにはスマイルのお願いや偉そうな事を言って気分を害された方もいらっしゃると思い
ますが，どうかよろしくお願いします。
　貴重な体験をさせていただきありがとうございました。そしてこれからもよろしくお願いします。



例会報告（6/23）

出席報告
　会員数　98名（内出席免除者18名）
　出席者　74名（内出席免除者出席14名）
　出席率　78.72％（前々回訂正後出席率92.63％）
　ビジター　０名

会長挨拶・報告
　鹿児島の奄美大島が先週梅雨明けをしたと発表されましたが，九州地方では大雨が降り，地震に続いて
また被害が出ています。お気の毒で何とも言いようがありません。
　先週のチャーターナイト特別例会では行事も多く，ゆっくりと食事をする時間がなくご迷惑をお掛けし
ましたが，親睦活動委員会の念入りな準備によりまして，私にはかなり苦痛ではありましたが，非常に充
実した趣向を凝らした楽しい会が行われました。本当にありがとうございました。我慢して私の歌をお聞
きいただいた皆様にお詫び申し上げます。
　19日には，岡山南 RC が主催します「ポリオプラスプログラム研修セミナー」に岡本次年度 R 財団委員
長と共に出席してまいりました。一般の人たちも参加しておりましたが，松本 PG の講演に始まり，いくつ
かの RC の募金活動の様子，現在の寄付の状況の他，岡山南 RC の大和先生を中心としたインドでの生ワク
チン接種の活動などが報告されました。私が最も驚いたのは，日本において既にポリオの発生が見られて
いないのは皆様ご存知の通りですが，最近日本において「ポストポリオ症候群（PPS）」で悩んでいる人が
あり，「ポリオの会」が窓口となってその相談に乗っているという話を聞きました。私が小学生の頃には，
同級生にもポリオの子供がおりましたが，「PPS」とは，その当時すなわち1950〜60年代にポリオに感染し

（1964年よりワクチンの接種開始），リハビリなどで筋の萎縮，筋力の低下をある程度回復させて，その後
我々と同じように仕事に励み，現在50，60歳代になる人たち，この人たちが再び筋肉痛，筋力の低下，し
びれ，関節痛などが生じる病気のことだそうです。本人たちは，ポリオの再発を非常に心配されますがそ
うではなく，年齢的な衰えも加わって，再生し頑張ってきた神経，筋肉の疲れで生じる二次的な障害であ
りますが，かなりな頻度で回復するそうです。日本では全く無縁と思っていましたポリオが，このような
形で何十年か経ってこの時期に現れ人を悩ませていることを知り，改めてポリオの怖さを知りました。

幹事報告
１．先般，皆様にお願いしました，熊本地震災害義捐金ですが，ガバナー事務所より，地区全体で777万

円集まりましたので，全額 RI 第2720地区熊本地震総合支援室に送金しましたとの報告がまいりまし
た。

２．2016-17年度 青少年交換プログラム（派遣交換学生募集）のご案内が届きました。例会場入口に貼って
おりますので，ご確認ください。

３．６月17日，ジェイドさんが無事帰国しました。
４．本日，新入会員歓迎会が18：30よりアークホテルにて行なわれます。出席予定者の方はよろしくお

願いいたします。
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。

次年度幹事報告
１．持ち回り被選理事会において次年度国際奉仕活動委員会の事業，「短期国際青少年交換留学事業」が

承認されましたので，皆様に FAX ＆メールをさせていただきました。本日も募集要領をポスティン
グさせていただいておりますので，よろしくお願いいたします。

２．次年度 納涼特別例会のご案内をポスティングしておりますのでご参加よろしくお願いします。
３．次年度のガバナー公式訪問例会は，７月14日（木）18：30〜となっております。当クラブでは初めて

B 日程（18：30〜）となっております。なお，この日はお昼の例会はございません。本日ご案内をポ
スティングしておりますので，ご確認ください。

お 食 事
鰹のタタキ，豚シャブと豆腐のサラダ，
漬物，御飯，吸物（ソーメン入り）



委員会報告
●出席委員会　藤原唯朗 委員長
　６月30日の例会にて出席表彰を行いますので，こ
れから名前をお呼びする皆勤12名，精勤（１回休み）
７名の方は是非とも休まずに出席をお願いします。
　
●次年度親睦活動委員会　岡﨑秀紀 副委員長
　本日，「納涼特別例会のご案内」をポスティング
させていただきました。次年度の齊藤会長の方針は

「自主性を持って，進んで参加しよう」です。多くの
皆様のご参加をお願い申し上げます。

●次年度国際奉仕委員会　池田博昭 委員長
　青少年に海外留学を通じ，国際理解と平和と親善
の意義を習得させるため，バコロド市（フィリピン
国）に派遣する交換留学生を募集します。「2016-17 岡
山東 RC 短期国際青少年交換留学事業募集要領」を
本日ポスティングいたしましたので，お問い合わせ
等ございましたら池田までお願いいたします。

●広報委員会　土井雅人 副委員長
　「ロータリーの友」６月号　主要記事のご案内
　　（横組み）特集：同じ名称を持つクラブ同士の交流 
 　　　・お城名ロータリークラブ交流会　岡山城 RC
 　　　・川クラブ友好の集い　岡山旭川 RC
　　　　　　ロータリーの明日　2016年 規定審議会レポート

●スマイル●
荒川 先日のチャーターナイトでは，皆様のお目，お耳をよごして申し訳ありませんでした。

親睦活動委員会の皆様お世話になりました。
井上（一） いいことがありました。日本リュウマチ財団より平成28年度リュウマチ教育賞をいただ

きました。
西下 ゴルフ例会で２位。久しぶりです。ありがとうございます。
石井 チャーターナイト特別例会では内山委員長をはじめ委員会の皆様には大変お世話になり

ました。孫連れで旭山動物園ドラえもんパークへ行って来ました。途中野生のキタキツ
ネと会話してきました。横手会員にはお世話になりました。

齊藤（博） ガバナー月信の米山オリエンテーションの写真に前列左端に写ってしまいましたのでス
マイルします。

根木 ①内山委員長お疲れ様でした。　②和氣会員おめでとうございます。
佐藤 ①チャーターナイト記念特別例会では内山委員長をはじめ親睦活動委員会の皆様にお世

話になりました。　②フィリピン訪問では，齊藤エレクト・横手会員・高橋会員・池田会
員にお世話になりました。　③囲碁同好会で２位となりました。新会員の大塚会員，一緒
に頑張りましょう！

内山（淳） チャーターナイト特別例会に多数のご参加ありがとうございました。荒川会長年度の最
後の夜間特別例会が無事終わりました。会員の皆様には心より感謝申し上げます。

高橋 本日は退任挨拶ですが，どうしても抜けられない所用の為，欠席をして申し訳ありませ
ん。１年間，荒川会長，根木幹事そして会員の皆様本当にお世話になりました。ありが
とうございました。

大澤 本日退任のあいさつをさせていただきます。一年間本当にありがとうございました。

S A A 

財団表彰
　髙山眞司 副 S.A.A に，ロータリー日本事
務局よりポール・ハリス・フェローの認証
状と認証ピンが届いており，荒川会長より
授与されました。



次年度第１回クラブ奉仕委員会（6/21）�
　６月21日（火）18時30分より串揚「山留」
にて，次年度クラブ奉仕委員会が開催され
ました。齊藤博臣次年度会長のご挨拶に続
き諸國眞太郎次年度クラブ奉仕委員長から
クラブ奉仕活動のあり方についての説明
がありました。引き続き，荒川謙三次年度
ロータリー情報委員会委員長（現会長）の乾
杯の後，当クラブのクラブ奉仕活動の課題
や質の更なる向上策について熱く語り合い，
大いに盛り上がりました。最後は，若林宣
夫次年度クラブ奉仕副委員長が閉会挨拶と
して総括を行い，熱気に溢れた第１回クラブ奉仕委員会が終了しました。

藤井 １年間国際活動に皆様御協力いただきありがとうございました。退任あいさつがありま
す。よろしく願いします。

大橋 本日退任のあいさつをさせていただきます。一年間お世話になりました。
堀・渡邊（修）　　先日，鳥取県の北栄町で開催された「すいか，ながいも10㎞走」に参加してきま

した。二人共，好タイムで見事にゴールできました。走った後の「すいか」食べ放題は
格別でした。

近藤（典） 山陽学園大学で「きもの学」の講義をしてきました。謝金をいただきましたのでスマイ
ルします。

武 在籍25年の記念品ありがとうございます。益々頑張りますのでよろしくお願いします。
都合により早退します。

髙藤 第10回ゴルフ同好会で優勝しました。ありがとうございます。
菅野 お誕生日プレゼントありがとうございました。お陰様で肩こりが治ったような気がしま

した。
勘藤 来週はおそらくスマイルがいっぱいで読んでもらえないかもしれないので，一週間早い

ですが今週スマイルいたします。荒川会長そして理事・役員の皆さま一年間お疲れさま
でした。今年も数々の行事を無事遂行されもうすぐ任務終了です。おめでとうございま
す。特に内山（淳）親睦活動委員長は一年間次々と行事の企画実行に大変苦労されたと思
います。本当にご苦労様でした。スポンサーとして誇りに思います。先日のチャーター
ナイトで壇上に上がった姿を見て，北の湖親方にそっくりなのには驚きました。どうぞ
ゆっくり休んでください。合掌

仁科 囲碁大会，次期会長幹事と同率（スイス方式）で優勝してしまいました……。
冨岡 チャーターナイト特別例会，内山淳委員長はじめ親睦活動委員会の皆様，一年間，本当

にお疲れ様でした。そしてありがとうございました。
井上（英） ちょっと良いことがありました。スマイルします。
横手 齊藤エレクト，佐藤副幹事，池田さん，高橋さんお世話になりました。
赤松 先日，運転免許高齢者講習で，視力，運動能力は歳なりでしたが，認知機能検査で100点

満点を戴きました。もう少し運転できそうです。
友野 ①藤岡委員長には，先日大変御無理を申しありがとうございました。　②山本会員には昨

日お世話になりました。
弘中 過日は多くの会員の皆様に当ホテルをご利用いただきありがとうございました。
髙山 ①いいことがありました。　②北海道新幹線乗ってきました。青森，函館でウニ，ホタ

テ，マグロ三昧でした。やせるヒマがありません。
三垣 先日のチャーターナイト例会では，大変お世話になりました。本日退任の挨拶させてい

ただきます。
 28件　168,000円



新入会員歓迎会（於�アークホテル岡山）（6/23）
　６月23日（木）18時30分より，アークホテル岡山にて，本年度第２回の新入会員歓迎会が，新入会員２名
を含む総計44名が出席して，賑々しく開催されました。
　荒川会長より，皆さんお忙しいとは思いますが，三木会や同好会に是非とも積極的に参加いただいて少
しでも早く会員の皆さんと慣れ親しんでいただき , 木曜日の例会にはリズムを持って出席できるようになっ
ていただければと思います。そして，良きロータリアンになってください。との挨拶がありました。その
後，新入会員の自己紹介や自慢の唄の披露などもあって，和やかに楽しい歓迎会となりました。

荒川会長　挨拶

熱唱する新入会員

更井パスト会長　乾杯

影山　修司 会員
平成28年４月７日入会
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（欠席）

冨谷　拓真 会員
平成28年６月２日入会
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（欠席），
　　　　根木克己 幹事


