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▲

本日のプログラム
　「庄司尚史ガバナー公式訪問例会」
　（Ｂ方式による夜間例会）

▲

７月21日のプログラム
　「就任挨拶」
　諸國眞太郎 副会長（クラブ奉仕委員長）
　髙山眞司 S.A.A.

「就任挨拶」 齊藤博臣 会長・佐藤英明 幹事

７月７日のプログラム

●齊藤博臣 会長
　この度，岡山東ロータリークラブ第49代会長に就任いたしました齊藤博臣でご
ざいます。この１年は「自主性を持って，進んで参加しよう！」をスローガンに
やっていきたいと思っています。このスローガンの趣旨は，ロータリアンになる
ためには例会出席はもちろんのこと，いろいろな事業とか行事に参加することに
よってなされるものだと思っています。たとえば，人に言われたから出席すると
か，あの人に頼まれたから参加するというのでは，そこに自主性がないので真の
ロータリアンにはなれないと思っています。進んで参加することによってその事
業とか行事の目的を理解でき，心から参加してよかったと思えるようになれると
思います。できたらこの１年は自主性を持って，進んで参加してください。そうすれば，そのあとも参加
することがクセになり，次年度も参加したくなるでしょう。そのために各委員長がいろいろな計画を立て
て下さっています。
　とにかく，この１年を盛り上げて楽しく面白いものにしていきたいと思っていますので会員皆様のご協
力・ご指導・ご鞭撻をよろしくお願いします。

●佐藤英明 幹事
　2016－17年度（齊藤博臣会長年度）岡山東ロータリークラブの幹事を拝命いたし
ました，佐藤英明でございます。
　私は丹羽会長年度の2010年１月に，河和パスト会長，齊藤博臣現会長にスポン
サーをしていただき，歴史と伝統に輝く，岡山東ロータリークラブのメンバーに
加えていただきました。それ以来，歴代の会長・幹事・理事・役員・委員長をは
じめ会員の皆様に，ロータリー活動はもとより，公私にわたり，ご指導ご鞭撻を
頂戴し本当に感謝しております。また，創立より根付くクラブ風土は私の肌に合

齊藤会長年度スタート！



い，とても心地よく奉仕活動をさせていただいております。
　この１年は，幹事として皆さまにお世話になりますが，若輩者で人生経験，知識，ロータリー歴，すべ
てにおいて浅く，幹事として皆さんにご迷惑をおかけするのは明らかでございます。しかし，齊藤博臣会
長の掲げられるスローガン「自主性を持って進んで参加しよう！」を実践し，皆様のお役に立ちたいとい
う気持ちは深く持ち続けたいと思っております。理事・役員・委員長・会員の皆様の温かいご支援，ご指
導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げ，ご挨拶とさせていただきます。

例会報告（7/7）

出席報告
　会員数　97名（内出席免除者17名）
　出席者　84名（内出席免除者出席15名）
　出席率　88.42％（前々回訂正後出席率88.54％）
　ビジター　１名

会長挨拶・報告
　今日から，新しい年度が始まりました。会員の皆様が危惧されているように今年度の会長である私は実
力・器量共にまだまだであります。１年後にはよく成長したなと言ってもらえるように頑張っていく所存
です。でも，１年後にそうなったのであれば，その１年は何だったのかと思われてしまいます。そうなら
ないためにもこれからすぐに努力をして頑張ります。そのためには，会員の皆様の忌憚のないご指導・ご
鞭撻をよろしくお願いします。
　本日，18：30より岩本ガバナー補佐訪問があります。ジャケット・ネクタイを着用の上ご参加ください。
尚，フレッシュ会員はオブザーバー出席となっておりますのでご参加のほどよろしくお願いします。

幹事報告
１．７月のロータリーレートは，１ドル＝102円です。
２．本日，2016－17年度『クラブ活動・運営計画報告書』と「会員名簿」をポスティングしております

ので，ご確認ください。
３．本日，17：15よりフレッシュ会員研修会を開催いたします。出席予定の方は『2013年手続要覧』と

本日お配りしております『クラブ活動・運営計画報告書』をご持参ください。よろしくお願いいた
します。なお，引き続きまして18：30より岩本一壽ガバナー補佐訪問クラブ協議会を開催いたしま
す。関係各位は，『クラブ活動・運営計画報告書』をご持参の上，上着，ネクタイ着用をよろしくお
願いいたします。

４．ガバナー月信のバインダーをお配りしております。お持ち帰りください。
５．他クラブ週報を回覧いたします。

第１回理事会報告 
１．上半期会費・諸会費の納入について，承認いただきましたので，手続きにはいります。
２．地区大会への登録について，承認され，全員登録ではありませんが，積極的な登録・参加をお願

いいたします。
３．「友愛の広場」展示パネルについて，クラブで制作し展示することが承認されました。
４．ゴルフ同好会の予算の増額が承認されました。
５．出席委員会によるメークアップ体験のご案内が報告され，ポスティングをしています。
６．ガバナー公式訪問例会ならびにガバナー補佐訪問クラブ協議会時の上着・ネクタイ着用について

申し合わされました。
７．慣例にしたがい，暑中見舞い自粛について申し合わされました。

委員会報告
●親睦活動委員会　舟橋弘晃 委員長
　本日，例会後瀬戸の間で親睦活動委員会を開催します。関係者の方はお集まりください。

●出席委員会　近藤聡司 委員長
　メーキャップ体験のご案内をポスティングしています。フレッシュ会員をはじめ，奮ってご参加下さい。

お 食 事
幕の内，汁



●青少年奉仕委員会　石原彰二 委員長
　「青少年に AED で大切な命を守ることを伝える事業」の一環として，８月28日（日）に西大寺緑化公園・
百花プラザでスポーツ健康教室を開催しますので，奮ってご参加下さい。募集締め切りは７月29日（金）で
す。併せてポスターを配布していますので，周知のご協力をお願いします。

感謝状の贈呈
　齊藤会長より，荒川謙三 直前会長，舟橋弘晃 直前副会長，根木克己 直前幹事，三垣日出人 直前
S.A.A. に感謝状と記念品が贈呈されました。

お祝い行事
会員誕生日　　　高橋，藤岡，仁科，髙藤，冨山，宮本，内山（隆），根木
会員夫人誕生日　岡本，山下（和），松本，安藤，朝霧，浦上，塩見，貝原
結婚記念日　　　堀

ゴルフ同好会へ本年度年間優勝賞品の贈呈式
　齊藤会長より，本年度優勝賞品（名前・顔写真入
り純金製記念プレート）の目録がゴルフ同好会横山
会長に贈呈されました。

米山記念奨学金の授与
　米山奨学生のイム ヒョン ソップさんに齊藤会長
より７月の奨学金が授与されました。

●スマイル●
齊藤（博） いよいよ新年度が始まりました。今後１年間よろしくお願い申し上げます。
頼実 輝かしき齊藤丸の船出に万歳！　会長様はじめ理事役員様には御身体を御自愛下さり，

御活躍の程を祈念いたしております。少額ながらスマイルをさせていただきます。追伸，
犬島のキャンプで大変お世話になった孫が今年，京大に合格いたしました。

鳥居 齊藤丸の出航をお祝い申し上げます。一年間のご活躍を期待しております。
坪井（俊） 齊藤丸の無事の航海を祈ります。また理事，役員，委員長の皆様，一年間よろしくお願

いいたします。
横山 齊藤会長外理事・役員の方，一年間，御苦労様です。よろしく御願いします。
砂山 齊藤丸の出航です。一年間お身体に気を付けて頑張って下さい。多くの事業をなしとげ
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１年後には無事着岸されること希望します。
米田 齊藤丸の無事出港をお祝いします。
井上（一） 齊藤丸の船出を祝って
更井 齊藤会長はじめ理事，役員の皆様一年間よろしくお願いします。
糸島 齊藤丸の船出を祝して
西本 齊藤丸いよいよ出帆。無事なる１年間の航海祈っています。
西下 齊藤丸の楽しい航海をお祈りします。
石井 齊藤丸の船出を祝して。昨日ゴルフ同好会の下部団体の煩悩の会が設立されました。皆

様のご支援，ご指導をよろしくお願いします。
本德 齊藤会長年度がどうか活力に満ちた有意義な活動年度でありますように。大いなるご活

躍を期待します。
荒川 齊藤年度の華々しい門出を祝します。（佐藤幹事，舵取りをよろしく！！）
藤井 齊藤丸出航おめでとうございます。１年間そばで勉強させていただきます。
諸國 齊藤年度，副会長を拝命いたしました。一年間会長を支え，クラブ内融和に努めたいと

思います。よろしくお願い申しあげます。
佐藤 一年間よろしくお願いします。
冨岡 本年度，副幹事を務めさせていただきます。佐藤幹事に教えを乞い，岡山東 RC をしっ

かり勉強する１年間にしたいと思います。また本日より例会の司会をさせていただきま
す。皆様よろしくお願いいたします。

村松 一年間よろしくお願いします。
舟橋 １年間よろしくお願いします。
大西 齊藤会長の方針のもと，プログラム委員長として粉骨砕身努力します。入会年次の新し

い方を中心に，多くの方にスピーチ願いたいと考えています。会員の職業にちなんだ記
念日シリーズが目玉です。

神田 会報委員会で一年間お世話になります。皆様のご協力ぜひよろしくお願いいたします。
赤松 お役に立てますかどうか，本年度もよろしく御願いいたします。
大河原 齊藤会長の方針のもと社会奉仕委員長として活動します。今年度皆様の御指導よろしく

御願い申し上げます。
池田 本年度，国際奉仕委員長を拝命した池田でございます。微力ですが，活発な委員会にし

ていきたいと思います。どうぞ御協力の程お願い申し上げます。
岡本 一年間よろしくお願いします。
石原 一年間よろしくお願いします。
近藤（聡） 本年度，出席委員長の近藤です。一年間よろしくお願いします。
松本 今年度，広報委員長という大役をさせていただきます。勉強しながらがんばります。一

年間よろしくお願いします！
黒住 米山記念奨学会委員長拝命し，２年間御指導お願い申し上げます。
内山（隆） ニギヤカ齊藤丸の出発を祝って。井上一先生大変お世話になります。
近藤（典） ①齊藤丸・役員の方々の舟出を祝して。　②本日は七夕・ゆかたの日です。先日岡山中央

中学校で１年生全員ゆかた着装の指導をしてきました。ボランティアです。講師謝礼は
ありませんでしたが，スマイルします。山陽新聞，テレビで放映されました。

北村 齊藤丸の出帆を祝して！
阿部 齊藤会長おめでとうございます。新年度のスタートを祝いまして。
三垣 齊藤会長，理事役員の皆様，ガンバロー！
木村 新年度を迎えおめでとうございます。
斉藤（良） 齊藤会長はじめ執行部の皆様のスタートを祝して。１年間よろしくお願いします。
高橋 ①齊藤会長，佐藤幹事，理事役員の方，本年度１年間よろしくお願いいたします。　②坪

井パスト会長，いつも気にかけていただき感謝申し上げます。先日はありがとうござい
ました。

安藤 齊藤会長，佐藤幹事，理事役員委員長のみなさま，一年間よろしくお願いいたします。
勘藤 齊藤年度の理事役員の皆様，一年間ご苦労様です。齊藤年度が輝かしい Rotary Year と

なりますよう祈念いたします。合掌。
仁科 齊藤丸の舟出を祝して。
井上（英） 齊藤丸の門出をお祝いします。
山下（和） 齊藤会長，心してスタートをしてください。協力は惜しみませんよ。感謝感謝。
横手 ①齊藤会長はじめ理事・役員・委員長の皆様，健康に留意されがんばって下さい。　②煩

悩の会で石井会長お世話になります。



フレッシュ会員研修会（7/7）
　７月７日（木）17時15分より岡山プラザホテルにて
荒川ロータリー情報委員長，齊藤会長，藤井会長
エレクト，佐藤幹事及び10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，ロータリークラブの歴史，各ロータリーク
ラブとの関係，規定審議会で採択された立法案の説
明など，多岐に亘りました。最後は活発な質疑が行
われ，大変充実した研修会となりました。

第４回クラブ協議会（岩本一壽ガバナー補佐訪問）（7/7）
　７月７日（木）18時30分より岡山プラザホテルにて，第４回クラブ協議会が岩本 一壽ガバナー補佐，堀川 
辰也随行者の訪問を受けて開催されました。
　齊藤博臣会長，佐藤英明幹事，各委員長より活動計画の発表が行われ，フレッシュ会員10名もオブザー
バー出席しました。岩本ガバナー補佐から，会長方針に沿った積極的な活動計画が組まれており，その成
果を期待している旨の講評をいただきました。最後はフレッシュ会員からの質問に対して，当クラブがフ
レッシュ会員を大切にする姿勢や個々の具体的取り組みは特筆すべきものである旨のお褒めのコメントも
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。

友野 齊藤会長年度スタートをお祝いすると共に一年間のご活躍を祈念いたします。
浦上 齊藤博臣丸の晴やかな出凡を祝します。
日名 ゴルフ同好会取きり戦，頑張ります。
内山（淳） 齊藤会長，佐藤幹事，理事委員長の皆様，一年間よろしくお願いします。
冨山 齊藤会長，佐藤幹事，一年間よろしくお願いいたします。誕生祝いありがとうございます。
藤岡 齊藤年度の出航に際し，最高の年度であります様祈願して。
小橋 ①石井パスト会長，先日はお世話になりました。お陰様で，スコアも108と私のベストス

コアが出ました。　②諸國先生，お陰様で健康診断の結果も異常ありませんでした。これ
で安心して１年間ロータリー活動も楽しめます。ありがとうございました。

末藤 齊藤会長の新年度船出をお祝い申し上げます。本年度，親睦活動委員会副委員長として
頑張ります。菅野さん，良いお店を紹介いただきありがとうございました。

坪井（二） 先日は，家内のバースデーのお花，誠にありがとうございました。又，昨日は煩悩の会
にて大変貴重なお話ありがとうございます。今後もご指導よろしくお願いします。

岡﨑 荒川直前会長，先日は大変お世話になりました。木村先生，本当にありがとうございま
した。

影山 今年度もよろしくお願いします。
辻 入院などもあり，しばらくロータリーの活動を休んで皆様に御迷惑をおかけいたしまし

た。良くなりましたので，よろしくお願いします。
貝原 一年間よろしくお願いします。
髙山 一年間よろしくお願いします。
 59件　461,000円

岩本ガバナー補佐挨拶と講評 クラブ協議会会場齊藤会長の挨拶



第１回ゴルフ同好会（7/10）
　７月10日（日）赤坂レイクサイドカントリー
クラブにて，ゴルフ同好会第１回例会が開催
されました。朝から快晴の天気に恵まれ総勢
30名のメンバーが参加して齊藤（博）年度最初
のゴルフ同好会コンペが行われました。
　坪井パスト会長・齊藤（博）会長の挨拶を号
令に，気温30度超下で珍プレー・好プレーが
続出する中，見事に優勝されたのは井上和宣
会員でした。おめでとうございます。
　また，坪井パスト会長が理事長を務められている当カントリークラブより，ゴルフバックを提供して戴
き，理事長賞（17位）として冨谷会員が獲得されました。
　そして，荒川会長年度の優勝経験者で争う取り切り戦は，髙藤会員が見事栄冠に輝き，荒川直前会長か
ら賞品を授与されました。おめでとうございます。
　第２回例会は，９月19日（月・祝）岡山 CC（桃の郷）にて行いますので奮ってご参加お願いします。今年度
は，親睦活動委員会の末藤・岡崎・影山でゴルフ同好会の担当をさせていただきます。皆様よろしくお願
いします。 ［文章提供：影山修司 会員・写真提供：末藤達也 会員］

（第１回例会） OUT IN GROSS HDCP NET
優勝　井上　和宣 会員 54 47 101 28 73
２位　斉藤　良仁 会員 47 46 93 18 75
３位　貝原　明宏 会員 49 46 95 20 75
ＢＧ　三垣日出人 会員 34 44 78 ０ 78

（取り切り戦） OUT IN GROSS HDCP NET
優勝　髙藤　祚嗣 会員 52 50 101 20 81

オブザーバー出席のフレッシュ会員 荒川直前会長の乾杯 和やかな懇親会

理事長賞（当日賞17位）　冨谷拓真 会員

優勝　井上和宣 会員

取り切り戦優勝　髙藤祚嗣 会員

２位　斉藤良仁 会員 ３位　貝原明宏 会員


