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▲

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

▲

７月14日のプログラム
　「庄司尚史ガバナー公式訪問例会」
　B 日程（18：30〜）

「退任挨拶」 荒川謙三 会長・根木克己 幹事

6月30日のプログラム

●荒川謙三 会長
　この１年間を振り返りご挨拶させていただきます。
　本日は６月30日，本当に今年度最後の日であります。この歴史と伝統ある岡山
東 RC の第48代会長として充実した１年を過ごさせていただきました。皆様のお
蔭をもちまして，何とかこの大役を終えようとしています。まず会員の皆様全員
に心からお礼申し上げたいと思います。
　私は「和を広めよう」をテーマとしました。和みの空間，時間を持ち，クラブ
内に和ができ，クラブ全体に活気が出てくる，クラブに出席することで気持ちに
ゆとりができ，会員（友人）との会話が弾み，更に仕事における活力がわいてくる
ことを望み，年度をスタートしました。
　今年度の第１例会は７月２日であり，当日の夜にガバナー補佐訪問クラブ協議会があり，大変忙しい１
日でした。その２週間後に佐藤ガバナー公式訪問，さらに２週間後に納涼特別例会と，大変忙しくあっと
いう間に７月が過ぎた思いがあります。それから早いもので１年が過ぎようとしています。
　大きな目標でありました実質３名の会員増強については，５名の入会者はありましたが４名が退会の形
となり，実質１名の増加にとどまりました。職業分類，会員選考，会員増強の各委員会には，何度も合同
委員会を開いて討議していただきましたが，目標の増強に達することが出来ず，これは会長の不徳のいた
すところであります。また，突然丹羽会員選考委員長がご逝去されましたので，急遽後任をお願いいたし
ました西本会員選考委員長，また木村職業分類委員長，佐々木会員増強委員長を始め３委員会の皆様には
お世話になりました。
　例会にとって重要な意味を持つ卓話では，私の方針に沿っていただき「和」，「和み」の時間を持とうと
いうことで，落語を聞いたり，琵琶の演奏，「クラシックを聞く会」と称してクラリネットとピアノの演
奏，浮田，横田両会員によります演奏も大変印象に残りました。その他，出席率を上げるためにも必要な
楽しい例会，そのための有意義な卓話を多く企画していただきました。藤岡委員長をはじめとするプログ



ラム委員会の皆様に感謝申し上げます。
　渡邊（修）委員長を始めとする会報委員会の皆様には，短時間で締め切りのある，時間に追われる週報の
発行を，１年間という長丁場にわたってやり遂げていただきました。このご努力に対して感謝の気持ちで
一杯です。まだ年報の発行という仕事が残っていますが，よろしくお願いいたします。
　藤原出席委員長には，毎週の例会における報告だけでなく，常に出席率を気に掛け，全会員に向けての
報告，アドバイス，またメークアップツアーなど，委員会の皆様と共にご協力いただきました。そのお蔭
で，最終的にはまだ決定しておりませんが，ホームクラブ出席率約84％，メークアップ後の出席率は約
92％になりました。
　親睦活動委員会の皆様には，７月の納涼特別例会に始まる５回の夜間特別例会を見事に企画していただ
きました。また，「博多，呼子，有田の旅」では迫力ある大相撲秋場所の観戦をメインとして，ご夫人を含
めて41名が参加し大いに盛り上がりました。これらも，前もっての下見，毎月１回以上の打ち合わせ，外
部との交渉のお蔭であります。同好会も含めて非常に多くの役割がありましたが，最終的に皆が満足する
出来に仕上げていただきました。内山（淳）委員長，菅野，小橋，近藤（聡）３副委員長，委員の皆様，この
１年お疲れ様でした。
　広報委員会については，今年度 RI，地区共に公共イメージの向上を上げていました。この年度も多くの
事業を行うことができましたが，その内容を適時マスコミに載せていただいたことでその目標を多く達成
することができました。また，会員の義務であります「ロータリーの友」の紹介も簡潔に行っていただき
ました。浮田委員長，土井副委員長，各委員の皆様ありがとうございました。
　職業奉仕委員会では，最新設備を備えた「ヤクルト工場」見学，一般の方には病気にならなければ一生
見ることのない設備を備えた，オープン前の済生会病院の見学は大変興味深かったと思います。優良社員
表彰もありました。大澤委員長には，病院の移転という最も忙しい年に委員長として活動していただき，
ありがとうございました。
　社会奉仕委員会は，「地域で守ろう　こども虐待防止フォーラム」を開催しました。この問題はまさに
この時代に即したテーマであり，出席者に大きな感銘を与えました。コーディネーターを務めていただき
ました井上英雄会員にはお世話になりました。関連して行われた新天地育児院での「里山風景づくりプロ
ジェクト」では多くの会員が参加して，庭の清掃から始まり，ハーブ園の整備など行いました。この２つ
の事業におきまして，牽引役の高橋委員長，実行委員長的役割の冨山副委員長，立ち上げから当日まで忙
しく動いていただきました福武，池田，村松会員に感謝申し上げます。
　国際奉仕委員会と青少年奉仕委員会の合同事業として，地区補助金を利用した「外国人と岡山の歴史，
和（食。文化）に触れる事業」が行われ，外国人学生73名が参加しました。交換留学生のジェイドさんも参
加して，三味線に合わせた餅つき体験，竹トンボなどの昔遊戯などを行い，ゲームとして行った輪投げ大
会では全員が大いに盛り上がりました。その後の藤井宮司の案内による吉備津神社本殿での参拝，鳴釜神
事は留学生にとり貴重な体験であり，心に残る思い出になったと思います。この事業は，年度が始まる数
か月前から準備に取り掛かりました。大橋委員長，藤井委員長の他，両委員会のメンバーの方々，ありが
とうございました。
　また国際奉仕委員会では，４年目になりますベトナム奉仕活動が行われ，岡山東 RC の資金によって整
備された図書室の完成式典，図書の贈呈式，日本の古い玩具を使っての子供たちとの触れ合いなどを行っ
てまいりました。あの子供たちの笑顔，輝く眼差しが忘れられませんが，長年お世話になっていた現地の
Nurture the Dream の代表との話し合いで，心残りではありますが，今年度で一旦区切りをつけることに
なりました。大変残念です。
　ロータリー財団，米山記念奨学会は，寄付をお願いすることがどうしても大きな役割になり，担当者に
とっては少し辛い委員会でありますが，日名，諸國両委員長は計画を立て，各委員と協力して寄付をお願
いしていただきました。それぞれ目標を大きくクリアし，ロータリー財団では，正会員全員が100ドル以上
していただきましたので，100％「財団の友」会員クラブ，「Every Rotarian,Every Year」の認証がいただけ
る予定です。また，卓話でもそれぞれの意義，役割などについてもお話しいただきました。
　舟橋クラブ奉仕委員長には，拡大クラブ奉仕委員会を新しく開催し，クラブ奉仕の各委員会の融和を
図っていただきました。また副会長として多くの会合でお手伝いしていただきました。



　ロータリー情報委員会では，本德委員長が体調を崩され，後期での出席はなりませんでした。そのため，
クラブフォーラム，I.D.M. などでの大役を石井副委員長，西下委員にお勤めいただきました。ありがとうご
ざいました。
　森元会計には，定期的なチェックをしていただき，適切なアドバイスをしていただきました。
　三垣 S.A.A. は，当初断っていたこの役目をお引き受けいただいたために，２年間ひな壇に座らざるを得
なくなりました。更に，その人間味において多くのスマイルを集めていただきました。
　根木幹事にはたいへん無理を言ってこの大役をお願いしました。すべてのことについて段取りから色々
な交渉事，私の至らないところにおいてのフォローなどあらゆることをしていただきました。また，根木
幹事の補佐として佐藤副幹事，内山（淳）親睦活動委員長には色々とお世話になりました。
　私はこの１年間，医者としての仕事の量を特に減らすこともなく，この役を務めることができました。
私は医者ですが技術者です。診察の代役はいますが，手術の代役は院内にはおりません。一緒に仕事をし
ている皮膚科の同僚，スタッフにはかなり無理をお願いしました。感謝しかありません。
　最後になりましたが，会員全員の皆様のご協力がなければ，この１年は成り立ちませんでした。今年度
は今日で終わりますが，次年度の齊藤丸への荷の積み込みはすでに終了しています。明日，大きな帆を張
り，港を離れて航海に出ます。順風満帆の航海になりますことを祈念し，退任の挨拶とさせていただきま
す。ありがとうございました。

●根木克己 幹事
　歴史と伝統に輝く岡山東ロータリークラブの第48代幹事を務めさせていただき
ました根木です。荒川会長の「和を広めよう」のテーマのもと，理事及び会員の
皆様方のご指導・ご支援そしてご協力をいただきながら，幹事としての１年間を
終える事ができ心から感謝申し上げます。
　あれは確か３年前の秋のことでした。荒川会長にお誘いいただいた食事の席で
幹事のご指名を受けました。そして副幹事としてひな檀に座ってからはや２年が
経ちます。１年前の幹事挨拶に至ってはつい先日のことのようです。長い道のり
だと思っておりましたが，終わってみるとあっという間で少し寂しくも感じられます。11月には丹羽パス
ト会長が急逝され，決して楽しいだけの１年ではありませんでしたが，会員皆様の情熱があったからこそ
乗り越えられた１年だと確信しております。
　この一年間は，本業はさておき，何かにつけてロータリー漬けの毎日でした。幹事就任挨拶の際，これ
までの自分の甘さを反省している，と言いました。今でもまだまだ甘いと思っておりますが，幹事とは，
ロータリーとは，が少し分かってきたような気がいたします。それもひとえに各委員長が「和を広めて」
くださり，会員の皆様が「輪を広めて」くださったおかげです。本当にありがとうございました。５回の
夜間例会，４回の I.D.M.，４回のクラブフォーラム，会長とともに事務局として“輪”を作って下さった光石
さんにも感謝しております。ありがとうございました。
　これまで諸先輩方が積み上げてきた歴史と伝統に新たな１ページを加えられたかどうかは分かりません
が，悔いのない１年間が送れたと思っております。そして最後に，会員の皆様には本当にお世話になりま
した。ありがとうございました。

例会報告（6/30）

出席報告
　会員数　98名（内出席免除者18名）
　出席者　85名（内出席免除者出席14名）
　出席率　90.43％（前々回訂正後出席率93.55％）
　ビジター　２名

お 食 事
幕の内，吸物



会長挨拶・報告
　最近不安定な天候が続いています。さらに，今年の夏は異常に暑くなるとの予報が出ていますので，梅
雨明け以降，十分お気を付けください。
　いよいよ本年度最終の例会を迎えることになりました。退任のご挨拶は後ほど述べさせていただきます。
　さて，先週新入会員歓迎会がにぎやかに行われました。影山会員，冨谷会員には早くクラブになじみ，
クラブを楽しんでいただきますようお願いいたします。もう一つは，残念な報告になってしまいました。
多田パスト会長より退会届が提出され，先程の理事会で承認されました。入会されて45年になる重鎮のお
一人であり，第34代会長，私が入会した時の会長でいらっしゃいました。残念ですが意志は固く，お受け
せざるを得ませんでした。
　以上，最後の会長報告とさせていただきます。１年間ありがとうございました。

幹事報告
１．2014－15年度『地区活動報告書』の訂正が届きましたので，ポスティングしております。
２．マイロータリーへの登録をよろしくお願いいたします。
３．他クラブ週報を回覧いたします。

次年度幹事報告
１．本日例会終了後，第３回被選クラブ協議会を本館２F「吉備の間」で開催いたしますので，関係各位

はよろしくお願いいたします。
２．７月７日（木）第１回理事会は，11：00〜４F「鷲羽の間」で開催いたしますので，関係各位はよろし

くお願いいたします。

秋山ガバナー補佐ご挨拶
　国際ロータリー第2690地区第９グループガバ
ナー補佐の秋山義信様がお越しになり，ご挨拶を
いただきました。

委員会報告
●会報委員会　渡邊修司 委員長
　本日の例会の記事を週報に掲載し，来週ポスティングさせていただき，今年度の会報委員会の任務は終
了いたします。会員の皆様には原稿の提出，写真撮影へのご協力をいただきましてありがとうございまし
た。来年度は神田委員長，大塚副委員長をはじめとする方々が頑張って下さると思います。引き続きよろ
しくお願い申し上げます。

●青少年奉仕委員会　大橋正禎 委員長
　国際ロータリー青少年交換学生の大橋啓美さんが，７月３日（日）JAL237便15時55分着で帰国します。お
時間の余裕のある方は，お出迎えをよろしくお願い申し上げます。また，８月18日（木）には，例会似て帰
国報告をしますので重ね重ねよろしくお願い申し上げます。



本年度出席優秀者表彰　表彰おめでとうございます
皆勤賞（ホームクラブ100％出席）12名  

精勤賞（ホームクラブ１回欠席）6名  

本年度 SAA 表彰（上位20名）　多額のスマイルをありがとうございました。
　荒川謙三 会長，藤岡千秋 会員，藤原唯朗 会員，舟橋弘晃 副会長，日名一誠 会員，本德義明 直前会長，
　石井英行 パスト会長，三垣日出人 S.A.A.，根木克己 幹事，西下裕平 パスト会長，齊藤博臣 次期会長，
　更井正人 パスト会長，佐々木篤 会員，佐藤英明 副幹事，諸國眞太郎 会員，菅野正則 会員，
　坪井俊郎 パスト会長，内山　淳 会員，山下和也 会員，横手典明 会員

点鐘の引継ぎ式
　荒川謙三会長より，次年度齊藤博臣会長に点鐘の引継ぎが行われました。

赤松興一 会員 荒川謙三 会長 藤岡千秋 会員 井上和宣 会員 石井英行
パスト会長

根木克己 幹事

大橋正禎 会員

藤原唯朗 会員

佐藤英明 副幹事

岡本　哲 会員

白髭勇一 会員

岡﨑秀紀 会員

内山　淳 会員

冨岡正機 会員

内山隆義 会員

友野昌平 会員

横手典明 会員

横田　亮 会員

根木幹事，荒川会長，舟橋副会長　1年間お疲れ様でした。



●スマイル●
荒川 １年間，お世話になりました。何とか無事に終えようとしていますが，これも会員の皆

様のお陰です。ありがとうございました。
秋山（岡山後楽園 RC）　　今日は，第９グループガバナー補佐としての最終日です。貴クラブの皆さ

まには，お世話になりました。御礼と感謝を込めて！
横山 荒川会長他ひな檀の皆さん御苦労様でした。
多田 小生1972年に岡山東ロータリークラブに入会させていただき，その間44年いろいろ勉強

させていただきました。多くの友人を得ることも出来ました。長い間ありがとうござい
ました。この度退会させていただく事になりました。クラブの益々の御発展をお祈りい
たします。

砂山 荒川丸一年間の航海無事着岸おめでとうございます。公私にわたりありがとうございました。
米田 荒川丸の無事入港を祝して。先日舟橋先生と赤松先生に大変お世話になりました。あり

がとうございました。
更井 荒川丸の無事着岸をお祝いします。皆さん御苦労様でした。
西下 荒川丸の一年間お疲れ様でした。
石井 荒川年度の無事着岸を祝して。
本德 荒川年度の素晴しい活躍に敬意を表します。私も今少し体力が回復出来れば例会への出

席をさせていただきたいと思います。今しばらくご猶予を賜りたく存じます。
齊藤（博） 荒川会長，根木幹事１年間，ご苦労様でした。会員の皆様，次年度もよろしくお願いします。
舟橋 ①荒川会長，根木幹事お疲れ様でした。また一年間副会長の役職をさせていただきまし

た。拡大クラブ奉仕委員会を開催させていただき，クラブ奉仕委員会やその関係委員会
の皆様にはたいへんお世話になりありがとうございました。　②ご報告が遅くなりました
が，大学の名を冠した「千屋牛」を天満屋さんで販売させていただいています。おかげ
様で好評です。よろしければお買い求め下さい。

根木 １年間ありがとうございました。
佐藤 荒川会長，根木幹事をはじめ理事・役員・委員長・会員の皆様には一年間大変お世話に

なりました。司会も最後となりました。次年度もよろしくお願いします。
森元 １年間ありがとうございました。
佐々木 １年間お世話になりました。荒川会長はじめ理事・委員長そして会員各位のご協力によ

り１年間会員増強委員長を努めることが出来，大変・大変・大変感謝いたします。
内山（淳） 荒川会長，根木幹事，一年間大変お疲れ様でした。親睦活動委員会の委員長として貴重

な経験をさせていただき，会員の皆様には大変お世話になりました。ありがとうござい
ました。

藤岡 荒川年度のプログラム委員会を担当し大きな事もなく今日を迎えられた事，必ずしも満
足の得られるプログラムばかりでなかったと自分ながらに反省材料はありますが，最後
を迎え感謝の気持中すがすがしい思いです。本当にご協力ありがとうございました。

日名 荒川会長１年間お疲れ様でした。ロータリー財団では会員の皆様，御協力ありがとうご
ざいました。おかげ様でいい仕事ができました！（光石さん，ありがとう。）

藤原（唯） 出席委員長として十分仕事できなかったこと申し訳なく思います。又 S.A.A. に最後に協
力。

浮田 大相撲観戦などの思い出深い荒川丸の航海の着岸，誠におめでとうございます。ありが
とうございました。「和」の一年でした。

諸國 荒川会長，根木幹事をはじめ，役員，理事の方々１年間楽しい時をありがとうございました。
内山（隆） ①糸島先生大変お世話になりました。　②今年度ホームクラブ100％出席を達成すること

が出来ました。ありがとう。
塩見 チャーターナイト特別例会では大変お世話になりました。又，一年間ありがとうござい

ました。
菅野 会長，幹事，理事，委員長皆さんおつかれ様でした。
池田 荒川会長，根木幹事をはじめ理事役員，委員長の皆様，１年間お疲れ様でした。特に内

山淳委員長をはじめ親睦活動委員会の皆様，本当にお世話になりました。ありがとうご
ざいました。本日，㈳真庭観光連盟の総会出席の為，欠席させていただきます。

安藤 ①荒川会長，根木幹事をはじめ，理事・役員・委員長のみなさま，一年間，お疲れさま
でした。　②神田会員に大変お世話になりました。ありがとうございました。　③今朝，
帰国したのですが，道中，ひどい目にあいました。

和氣 荒川会長，根木幹事，役員の皆様一年間お疲様でした。たまにしか出席ができていませ
んでしたが，たまに出席する時はスマイルします。
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第３回被選クラブ協議会（6/30）
　６月30日（木）例会終了後，岡山プラザホテル「吉備の間」において，第３回被選クラブ協議会が開催され，
７月７日（木）の岩本一壽ガバナー補佐訪問第４回クラブ協議会に向けての対応について協議されました。

2015-16年度�感謝の会（6/30）
　６月30日（木）18時30分より県庁通りにあるイタリアンレストランのアペティート（La Cucina Italiana 
Appetito）にて，荒川謙三会長主催の本年度理事・役員，委員長「感謝の会」が行われました。冒頭の挨拶
では，荒川会長が出席者全員に本年度の活動を無事に終えることが出来たことへの感謝の意を表され，そ
の後もテーブルをまわって個々の会員の労をねぎらわれ，心温まる会となりました。また美味しい料理と
お酒を堪能し，会話も弾み，時のたつのを忘れて楽しい時間を過ごしました。
　次期齊藤会長から荒川会長へ，内山淳親睦活動委員長から根木幹事へ，それぞれ感謝の花束が贈られま
した。

冨岡 荒川会長，舟橋副会長，根木幹事，三垣 S.A.A.，そして理事・役員・委員長の皆様，１
年間ありがとうございました。

山下（和） 荒川会長はじめ役員ならびに委員長の方々，お疲れさまでした。感謝感謝。
横手 ①荒川会長　理事・役員の皆様お疲れ様でした。　②秋山ガバナー補佐，先日はありがと

うございました。
赤松 昨日，ワインのビン詰めをしました。結構飲み易いワインで，家内と飲んだくれました。

今年度一番うれしい日だったかも知れません。
友野 荒川会長，根木幹事をはじめ執行部の皆さん一年間お疲れさまでした。又，大変お世話

になりありがとうございました。
浦上 おしくも今年度最終日となりました。荒川丸のご帰還と今後のご多幸を祝願申し上げます。
石原 荒川会長，一年間ありがとうございました。
弘中 先日は，当ホテルをご利用いただき，ありがとうございました。又，本年度も多くの皆

様にご愛願をいただきました事，感謝申し上げます。
末藤 荒川会長，根木幹事，本年度役員の皆様，お疲れ様でした。お世話になりました。次年

度もよい事でスマイルできますよう祈念しましてスマイルさせていただきます。
岡﨑 荒川会長，根木幹事，執行部の皆々様，一年間大変おつかれさまでした。内山（淳）親睦

活動委員長，何かにつけ，本当にお世話になりました。
朝霧 荒川会長，根木幹事，一年間お疲れ様でした。
伊東 荒川会長，根木幹事，舟橋副会長，三垣 S.A.A.，役員の皆様，一年間お疲れ様でした。
影山 先週は，新入会員歓迎会を開催していただきありがとうございました。
冨谷 先日は歓迎会を開催していただきありがとうございました。皆様の暖かいお言葉に感謝

いたします。ありがとうございました。
貝原 １年間お世話になりました。来週からは髙山 S.A.A. のお手伝いをがんばります！
髙山 １年間お世話になりました。来週から S.A.A. です。よろしくお願いします。
三垣 荒川会長はじめ多くの方々にお世話になり，ありがとうございました。
 46件　445,000円



交換留学生�大橋啓美さん帰国（7/3）
　2015〜2016年度岡山東ロータリークラブ派遣学
生の大橋啓美さんが，７月３日（日）JAL237便15：
55着の岡山便で帰国しました。仁木前青少年交換
委員長・齊藤会長・佐藤幹事・神田会報委員長・
大橋前青少年奉仕委員長・大橋ファミリーで出迎
えしました。大橋啓美さんは，外見日焼けをし，
出発した時より一回り大きくなり，内面も成長さ
れた雰囲気がしました。今から８月18日（木）の例
会での帰国報告が楽しみです。
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１年間のご愛読ありがとうございました。

会報委員会　委員長 渡邊修司，副委員長 神田豪，委員 浦上澤之，貝原明宏，大塚学

7月の月間行事予定  
例 会 行 事 プ ロ グ ラ ム そ の 他 の 行 事
７日通常例会

14日通常例会
21日通常例会

28日特別例会

・お祝い行事
・「就任挨拶」齊藤博臣 会長・佐藤英明 幹事

・「庄司尚史ガバナー公式訪問例会」（B 日程）
・「就任挨拶」諸國眞太郎 副会長・髙山眞司 S.A.A.

・「納涼特別例会」（於 岡山プラザホテル）

７日　・理事会
　　　・フレッシュ会員研修会
　　　・ ガバナー補佐訪問第４回クラ

ブ協議会
10日　・ゴルフ同好会
　　　　（赤坂レイクサイド CC）

27日　・県南17RC 正副会長幹事会
　　　　（ホテルグランヴィア岡山）

7月の月間メニュー
７日通常例会
14日通常例会
21日通常例会
28日特別例会

・幕の内，汁
・幕の内２段，グリンピース御飯
・コロッケ コールスロー スパサラ トマト パセリ，御飯，漬物，味噌汁，小鉢（酢の物）一品，茶碗蒸し
・「納涼特別例会」（於 岡山プラザホテル）


