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▲

本日のプログラム
　「お祝い行事」
　「就任挨拶」
　赤松興一 職業奉仕委員長，大河原喬 社会奉仕委員長，
　池田博昭 国際奉仕委員長，石原彰二 青少年奉仕委員長

▲

８月18日のプログラム
　「留学先からの帰国報告」
　交換留学生　大橋啓美 さん
　「イニシエーションスピーチ」
　影山修司 会員

　●８月11日は例会休会
　　（定款第６条第１節による）

「就任挨拶」 諸國眞太郎 副会長，髙山眞司 S.A.A.

７月21日のプログラム

●諸國眞太郎 副会長
　今年度，副会長を拝命いたしました諸國眞太郎です。故丹羽国泰パスト会長と
阿部英夫会員にスポンサーをしていただき，平成22年３月に歴史と伝統に輝く岡
山東ロータリークラブに入会させていただきました。まだ，在籍７年目に入った
ばかりの未熟者ですが，歴代の会長・幹事をはじめ多くの地元岡山を中心に幅広
く活動されている会員の皆様との出会いの中で，本業の中では得られなかった新
しい世界を楽しませていただいています。
　齊藤会長には本德年度で副会長，国際奉仕委員長というお互いの立場で，また，
タンザニア・サファリでは寝食を共にした仲間として，公私共にお世話になって
おります。今年度の会長テーマ「自主性を持って，進んで参加しよう！」を旗印に多くの事業が計画されて
います。会長の「笑顔と笑い声」，会員の「笑顔と笑い声」が絶えることの無いように会長を支えます。ま
た，クラブ奉仕委員長としてクラブ内融和を図るように努めます。会員の皆様方には多々ご迷惑をおかけす
ると思いますが，何卒ご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げましてご挨拶とさせていただきます。

●髙山眞司 S.A.A.
　本年度，S.A.A. を担当させていただく髙山です。
　スリーピング状態から，皆さんの広い心で引っ張り上げていただき，石井年度
青少年奉仕委員長，本德年度プログラム委員長，荒川年度副 S.A.A. と３年も続け
て理事を勤めました。もう皆様には出席率でご迷惑をかけることもなくなりまし
た。
　S.A.A. に就任ということで，身の引き締まる思いです。齊藤会長の「自主性を
もって，進んで参加しよう！」のスローガンにふさわしい会場設営，スマイルが
出来ればと思います。



　毎年，多額のスマイルを皆さんからいただいています。本当に頭が下がります。特別会計の職業奉仕，
社会奉仕，青少年奉仕，国際奉仕の活動資金として，岡山東 RC の力の源がここにあると思います。今年も
スマイルよろしくお願いします。
　食事は下町定食シリーズが目玉です。今日が１回目です。コロッケ定食はいかがでしたか。コロッケと，
なつかしいナポリタンスパが工夫したところです。月に１回やります。前の週に予告をしたいと思います。
唐揚げ定食，しょうが焼き定食，煮込みハンバーグ定食等を考えています。ミリオンダラーミールは，カ
レー中心です。８月はカツカレーを予定しています。
　会場監督についても工夫をしていきます。貝原副 S.A.A. と一緒にやらせていただきます。よろしくお願
いします。

例会報告（7/21）

出席報告
　会員数　97名（内出席免除者17名）
　出席者　79名（内出席免除者出席14名）
　出席率　84.04％（前々回訂正後出席率93.75％）
　ビジター　11名

会長挨拶・報告
　いよいよ梅雨も明けて暑くなってきそうな気配です。これからは水分補給等に気を付けなければならな
いでしょう。年配者の方々は家のなかで脱水症状になるそうです。
　先週は，ガバナー公式訪問で夜間例会でした。アルコールが出ない夜間例会もいいものだと思いました。
ガバナーの都合により B 方式になり夜間となりましたが，私が入会して初めての夜間のガバナー公式訪問
でした。
　今日は私の同期の幹事が来られています。温知会といって会長は岡山北西ロータリークラブの岡本さん
です。先日，岡本さんが岡山北西ロータリークラブの会長になられたのでみんなで行ってまいりました。
同期の幹事はいいもので今でも年に数回会って懇親を深めています。当時は毎月，同期の幹事会があり，
いろいろクラブの悩みをみんなで話し合ったことが思い出されます。今でも温知会が続いているのもそう
いった同じ釜の飯を食べた中というのがあるかもしれません。
　尚，来週は今年度初めての夜間特別例会である納涼特別例会です。昼間の例会はございません。服装は
カジュアルでアロハシャツとか浴衣でも結構です。気軽にお越しください。

幹事報告
１．2014－15年度 地区活動報告書の再訂正が届きましたので，本日ポスティングしております。
２．他クラブ週報を回覧いたします。

委員会報告
●親睦活動委員会　舟橋弘晃 委員長
　来週は納涼特別例会です。浴衣など軽装でお越し下さい。

●麻雀同好会「東風の会」　舟橋弘晃 世話役
　本日，例会後この会場にて総会を開きます。関係の方はお集まり下さい。

●青少年奉仕委員会　石原彰二 委員長
　８月28日（日）のスポーツ健康教室当日にお手伝いいただける方を募集しています。13時から17時まで会
場設営・受付・撤収等の作業になります。是非よろしくお願いします。

●広報委員会　松本崇 委員長
 「ロータリーの友」７月号　主要記事のご案内
　（横組み）RI 会長メッセージ　人類に奉仕するロータリー
　　　　　ガバナーの横顔 
　　　　　　　第2690地区庄司尚史ガバナーのご紹介
　（縦組み）わがまちの味　新連載
　　　　　ロータリーアットワーク
　　　　　　　岡山東ロータリークラブとして投稿できる内容を検討

お 食 事
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



国際ロータリー第2690地区　グローバル補助金奨学生紹介
　齋藤（信）カウンセラーより2016－17年度 グローバル補助金
奨学生の班 学人（はん がくと）さんのご紹介が行われ，班さ
んからご挨拶がありました。班さんは８月下旬から来年５月
末までコロンビア大学の大学院で安全保障政策などアメリカ
ならではの公共政策を学ぶ予定です。最後に齊藤会長より激
励の意を込め餞別が贈られました。

短期国際青少年交換プログラム派遣留学生紹介
　国際奉仕委員会の短期国際青少年交換プログラ
ム派遣留学生である高橋 知里（たかはし ちさと）
さんと高橋 凜（たかはし りん）さんが挨拶のため
来訪，お土産用のバッヂなど餞別が贈られました。
お二人は高橋会員のご令嬢で，大変しっかりされ
た方であり，当クラブとしても小さな親善大使と
して，日本国・岡山県を PR していただきたいとの
激励の言葉が池田国際奉仕委員長から贈られまし
た。また，高橋知里さんが留学にかける意気込み
をお話しになり，最後には高橋会員から齊藤会長
をはじめ会員の皆様へのお礼の挨拶がありました。

●スマイル●
齊藤（博） ①幹事の同期会である「温知会」の皆様，岡山東 RC へようこそいらっしゃいました。

ありがとうございます。　②髙山 S.A.A.，気の利いたコメントが書けなくてゴメンナサ
イ。

齊藤会長 同期幹事の会「温知会」11名　　齊藤会長のご活躍を期待しています。失言には気をつけて
お体にも気をつけてがんばって下さい。

西本 齊藤会長ごくろう様です。これから健康に留意されて，しっかり会長職がんばって下さ
い。

諸國 本日，副会長就任挨拶をさせていただきます。
佐藤 ①ガバナー公式訪問，B 日程にもかかわらず多数のご出席ありがとうございました。
 ②班さん，高橋知里さん，凜さん，ようこそ岡山東 RC へ。
黒住 バイクに乗って美星町に星を見に行きました。きれいな星を見ていると，いっぱい蚊に

くわれ，掻きむしると筋状のひっかき傷がたくさんできました。そこで一句。
 満点の星　掻けば身体に　天の川
内山（隆） 髙藤さん，先日は大変楽しいひとときをありがとうございました。
高橋 この度は，私の娘２人が短期国際少年交換留学の資格をいただき，齊藤会長をはじめと

する会員皆様に感謝いたします。佐藤幹事，池田国際奉仕委員長には，娘２人に多大な
ご尽力，お気遣いをいただき感謝しています。

安藤 市内クラブ メークアップ体験では，近藤出席委員長にお世話になりました。集合写真撮
影には間に合わなかったのですが，うまく加工して下さった神田会報委員長ありがとう
ございます。

横手 岡山南 RC 塚本様，ようこそ岡山東 RC へ。
浦上 会長から家内へ「ブリザード・フラワー」が届けられました。私も家内をせいぜいプリ

ザーブするよう心掛けます。
日名 髙藤さん，先日はありがとうございました。腹がパンパンになりました。内山隆義さん

もありがとうございました。本日，都合で早退させていただきます。
井上（和） 坪井パスト会長のアドバイスと猛暑に助けられ，齊藤会長をはじめとするご一緒させて

いただいたメンバーに恵まれ，ゴルフ７月例会で予期せぬ優勝をさせていただきました。
皆様，ありがとうございました。

藤岡 大変良い事がありスマイルします。内容についてはまたお話しします。
貝原 夏休みシーズンでイベント関係も大忙しですが，今年は例会を休まずにがんばります。

S A A 



岡山東RC・バコロド北RC短期国際青少年交換プログラム　出発式（7/24）
　短期国際青少年交換プログラムで７月24日〜８
月22日まで，フィリピン国バコロド市ラサール大
学付属語学学校へ留学される高橋知里さん，高橋
凛さんの出発式を岡山駅で開催しました。早朝に
もかかわらず10名もの会員の皆様が集まってくだ
さり誠にありがとうございました。
　石井パスト会長のご挨拶，諸國副会長が北バコ
ロドローターリークラブ宛の親書（藤岡会員筆）を
高橋知里さんに託し，高橋智里さんによるご挨拶，
藤井エレクトによる激励のご挨拶，そして６時の
新幹線でお二人は出発されました。
　フィリピン国では，北バコロドロータリークラブの会長宅等でホームステイをし，語学勉強はもちろん
のこと，小さな親善大使として日本国，岡山県を PR していただけることと期待し，１か月後に笑顔で帰
国してくださる事願っております。（岡山駅　５時30分集合，参加者：石井，諸国，藤井，高山，冨岡，勘
藤，神田，冨山，高橋，池田）
 ［文章提供：池田博昭 国際奉仕委員長］

2016-17年度�県南17RC正副会長・幹事会（7/27）
　７月27日（水）18時30分より，ホテルグランヴィ
ア岡山に於いて，2016－17年度 県南17RC 正副会
長幹事会が開催されました。岩本一壽第９グルー
プガバナー補佐，下山宏昭第10グループガバナー
補佐，奥村二郎第11グループガバナー補佐を来賓
としてお招きし，県南17RC の会長，副会長，幹
事，副幹事が出席しました。齊藤博臣会長より当
クラブの運営方針とともに，諸國眞太郎副会長，
佐藤英明幹事，冨岡正機副幹事の紹介を行いまし
た。
 ［写真・文章提供：冨岡正機 副幹事］

髙山 ①17日（日）皆生トライアスロンに次男が出場し，リレーの部で優勝しました。円山の水
泳，バイク，ランのトップクラスのチームでした。　②本日 S.A.A. 就任挨拶させていただ
きます。

 16件　104,000円

齊藤博臣会長より岡山東 RC の紹介

8月の月間行事予定  会員増強・新クラブ結成推進月間
例 会 行 事 プ ロ グ ラ ム そ の 他 の 行 事
４日通常例会

11日例会休会
18日通常例会

25日通常例会

・お祝い行事
・「就任挨拶」
　 　赤松興一 職業奉仕委員長，大河原喬 社会奉仕委員長，
　 　池田博昭 国際奉仕委員長，石原彰二 青少年奉仕委員長
・定款第６条第１節による休会
・「留学先からの帰国報告」 交換留学生　大橋啓美 さん
・「イニシエーションスピーチ」 影山修司 会員
・「ちょっと気になるお話」

山陽放送株式会社 アナウンス部長　石田好信 様

４日　・理事会
　　　・第１回 I.D.M.
７日　・雑誌・広報委員長会議

18日　・第１回クラブフォーラム

28日　・ 青少年に AED で大切な命
を守ることを伝える事業

8月の月間メニュー
４日通常例会
11日例会休会
18日通常例会
25日通常例会

・（ミリオンダラーミール）カツカレー，サラダ，コーヒー
・定款第６条第１節による休会
・レバニラ炒め，一口冷麺，中華前菜２種盛り，中華スープ，御飯，ザーサイ
・鯖の味噌煮 白髪ネギ 青身，小鉢一品，温泉卵茶そば，豚汁，御飯



2016.7.28　第2297例会

納　涼　特　別　例　会
於　岡山プラザホテル

出席報告
　会員数　97名（内出席免除者17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90.43％） ご夫人　26名

会長挨拶
　皆さんこんばんは，第49代会長の齊藤でございます。納涼特別例会にご参加くださいましてありがとう
ございます。梅雨が明けてからというもの，大変に厳しい暑さが続いていますがお変わりないでしょうか。
　今日は，ご婦人の方も多数ご出席くださいましてありがとうございます。メンバーだけですといつもと
変わらない例会になってしましますが，女性の参加がありますと何かと華やいだ雰囲気になります。
　今夜の例会は岡山のうらじゃの連の方に来ていただいております。皆さんもご一緒に踊ってみてはどう
ですか。きっと楽しい思い出になること間違いないでしょう。また，カクテルも出張していただいており
ますので，お楽しみください。特にアルコールに弱い女性のためにはノンアルコールのカクテルもご用意
させていただいております。さらに黒毛和牛のステーキも味わってください。
　まだ今年度も始まったばかりで，この１年どうかよろしくお願い申し上げます。

カクテルコーナー（華伝座　野崎様） 豪華！ 最高等級千屋牛ステーキ

ロータリーソング「奉仕の理想」，「岡山東ロータリーの歌」斉唱 舟橋親睦活動委員長 挨拶

齊藤会長 開会挨拶 荒川直前会長 乾杯 司会の影山会員と舟橋親睦活動委員長



“うらじゃ踊り”に興じる会員とご家族の皆さん

ひな壇役員の皆様の踊り披露 踊り連「にわかや」の皆様



お世話になった親睦活動委員会の皆さん 諸國副会長 閉会の挨拶

「自主性を持って，進んで参加しよう！」
（各テーブルでの記念写真）

「手に手つないで」の大合唱




