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▲

本日のプログラム
　「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25日のプログラム
　「笑う門には福来たる」
　山陽放送株式会社 報道局次長兼アナウンス部長
　石田好信 様

「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4日のプログラム

●赤松興一 職業奉仕委員長
　齊藤博臣会長，佐藤英明幹事から指名され，本年度の職業奉仕委員長を務めさ
せていただくことになりました。委員は，佐々木副委員長ほか，阿部，北村，菅
野，髙藤の各ベテラン会員です。一年間よろしくお願いいたします。
　今年度の職業奉仕活動は，主として職場訪問とさせていただいております。一
つは，新進気鋭の若い備前焼作家の卓話を聴いた後に，その作家の窯出しを見学
し ､ 他の一つは，伊豆にある，「中伊豆ワイナリー」を訪れて，ワインについて研
鑽を深めた後，岡山東ロータリークラブだけのためのセレモニーも経験する予定
となっています。
　私は，人様のお世話をするのは大変不得手ですが，佐々木副委員長，各委員のご協力を得て，何とか事
業を進めたいと思っています。会員の皆様には，「進んでご参加」下さいますようお願いいたします。

●大河原喬 社会奉仕委員長
　今年度，社会奉仕委員長を拝命いたしました大河原喬でございます。
　齊藤博臣会長の方針であります，「自主性を持って，進んで参加しよう！」の達
成を目標に社会奉仕活動を展開していく所存です。
　第一の目標は，11月13日（日）の和文化を楽しむ園遊会を国際奉仕委員会と青少
年奉仕委員会の皆様のご協力のもとで実施することです。
　私達，岡山東ロータリークラブと岡山後楽園とは地域的にも大変近い関係にあ
りますので，私達は，岡山東ロータリークラブを学ぶと共に岡山後楽園について
も学ぶべきと思います。岡山後楽園は，日本三大名園に数えられそのトップクラ
スに位置していること，その昔は練兵場でしたが合戦がなくなり大名庭園として成長したこと，そしてそ
の庭園は，時の産業の代表的技術が配備されましたことが大きな特徴です。時の産業の代表的技術とは池



田藩政の米作り技術ですが，それは水の利用方法が重要なポイントです。竜の口から引かれた岡山後楽園
用水は蓬莱川の川底を交差して岡山後楽園に水を引くサイホン方式が取られております。
　また，鶴見橋にも特徴が有ります。上路キャンチレバープレートガーターという形式で構造的には珍し
い橋であるよう思われます。今は廃線になりました路面電車の番町線の後楽園前駅で下車して岡山後楽園
に行っていた折の賑わいは大きいものがありました。
　最後に私達，社会奉仕委員会のメンバーは副委員長が近藤典博さん，委員は弘中環さん，井上英雄さん，
仁科恭一郎さん，渡邊修司さんの皆様です。
　よろしくご指導，ご鞭撻の程，お願い申し上げます。

●池田博昭 国際奉仕委員長
　この度，国際奉仕委員会を仰せつかりました池田でござます。
　委員会メンバーは，冨山副委員長，勘藤会員，齋藤（信）会員，大橋会員，花岡
会員の皆様でございます。委員会の皆様，そして会員の皆様のご理解を得て国際
奉仕活動をしていきたいと思います。
　今年度の国際奉仕委員会活動は，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，岡山東 RC・フィリピン国バコロド市にあるバコ
ロド北 RC と短期国際青少年交換プログラムの概要に基づき，クラブ間で相互に
派遣留学を行います。
　公募をした結果，我がクラブから，高橋会員の御令嬢が選ばれ，７月24日にフィリピン国に出発しまし
た。フィリピン国では，ラサール大学付属語学学校で勉強し，ロータリー活動にも参加されます。帰国は，
８月23日予定です。
　また，社会奉仕委員会，青少年奉仕委員会，ロータリー財団委員会の皆様との連携活動も計画しており
ます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

●石原彰二 青少年奉仕委員長
　本年度青少年奉仕委員長を務めさせていただきます，石原彰二です。一年間ど
うぞよろしくお願いいたします。
　本年度事業として，
１　 青少年に AED で大切な命を守ることを伝える事業（ロータリー財団・地区補

助金申請事業）
２　 和文化フェスティバル遊園会（社会奉仕委員会と国際奉仕委員会との合同プロ

ジェクト）
３　 西大寺会陽「少年はだか祭り」への支援活動
４　 「おかやま西大寺マラソン」への支援活動
を引きつづき行う予定にしております。
　その AED についての事業には齊藤会長のスローガンである“自主性を持って，進んで参加しよう！”とい
う今年のスローガンのもとで皆さんに参加を求めたところ延38人の会員の方に参加していただく事になり
ました。大勢の会員の方に自主性を持っての参加をしていただくことになり大変ありがとうございます。
　齊藤博臣会長の下一生懸命頑張りますのでご指導ご鞭撻のほどお願いいたします。

例会報告（8/4）

出席報告
　会員数　97名（内出席免除者17名）
　出席者　86名（内出席免除者出席14名）
　出席率　91.49％（前々回訂正後出席率92.71％）
　ビジター　６名

会長挨拶・報告
　いよいよ本格的な夏がやってまいりました。毎日30度を超す日々が続いています。熱帯夜で睡眠不足に
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ならなければと思っています。会員の皆様，体には十分お気を付け下さい。
　先週は，今年度初めての夜間特別例会である納涼特別例会がありました。たくさんの会員およびご夫人
のご参加をいただきありがとうございました。特にアルコールを召しあがれないご夫人にはノンアルコー
ルのカクテルは好評だったと聞いております。また，黒毛和牛のステーキも良かったのではないでしょう
か。次回の夜間特別例会は９月15日の観月特別例会となっています。ご夫人をお誘いの上，奮ってご参加
ください。
　来週は，お盆前で法定休日となっていますので例会はございませんのでお気を付けください。

幹事報告
１．ロータリー日本財団より，確定申告用寄附領収証が届きましたのでポスティングしております。ご

確認ください。なお，領収証は再発行できないとのことですので，確定申告時まで大切に保管して
ください。

２．本日18：30より，第１回 I.D.M. をアークホテル岡山にて開催いたします。出席予定の方はよろしく
お願いいたします。

３．他クラブ週報を回覧いたします。
４．次週８月11日（木）の例会は，法定休日でお休みです。次回例会は，８月18日（木）です。

第２回理事会報告 
１．観月特別例会について，上程され承認されました。
２．親睦旅行について，上程され承認されました。

来賓挨拶
　備前ロータリークラブから岡本富美子会長，岸
本泰子幹事他２名が来訪され，岡本会長より就任
の挨拶をいただきました。

　岡山丸の内ロータリークラブから宗政省作会長
と儀間剛幹事が来訪され，宗政会長より就任の挨
拶をいただきました。

「第２回西大寺市民大学」のご案内
　西大寺青年会議所 理事長 藤本成浩 様，会員創
造委員会 委員長 谷政道 様，及び同副委員長 阿部
哲也 様の訪問をいただき，平成28年９月17日（土）
に西大寺緑化公園百花プラザで開催される，第２
回西大寺市民大学（「古賀稔彦講演会」）のご案内が
ありました。

委員会報告
●会員増強委員会　村松太 委員長
　新会員候補者情報の提供依頼文書をポスティングしています。８月18日（木）までに事務局宛 FAX いただ
くか，８月18日（木）例会時又はクラブフォーラム時に会員増強委員会にお渡し下さい。



●親睦活動委員会　岡﨑秀紀 副委員長
　９月15日（木）18時30分岡山プラザホテルで開催の観月特別例会のご案内をポスティングしています。ご
夫人をお誘いの上，是非ご参加下さい。

●写真同好会 写友「輪影」　藤井一也 会員
　本日例会後，「烏城の間」にて，写友「輪影」の総会を開催します。関係者の方はご参加下さい。

米山奨学金の授与
　第１例会ですので，齊藤会長より米山奨学生の
イム ヒョン ソップさんに８月の奨学金が授与さ
れました。

2008.4－2009.9米山奨学生訪問
　2008年４月から2009年９月までの米山記念奨学
生であるチレッキ メクメット ゼイネルさんにご
訪問いただきました。当時のカウンセラーである
舟橋会員から紹介があり，チレッキさんからご挨
拶をいただきました。

お祝い行事
会員誕生日　　　神田，木村，更井，渡邊（修），吉野
会員夫人誕生日　石井，米田，児島（道），福武
結婚記念日　　　塩見，松本，岡本，髙藤

●スマイル●
齊藤（博） 先週の納涼特別例会は多数のご参加ありがとうございました。特に“うらじゃ”が良かっ

たです。それから親睦活動委員会のメンバーにはお世話になりました。
岡本（備前 RC 会長）　　本日はどうぞよろしくお願い申し上げます。又，今年度も御指導の程，お

願い申し上げます。
宗政（岡山丸の内 RC 会長）・儀間（同 幹事）
 親クラブ岡山東ロータリークラブ様には，日頃より大変お世話になります。今後共，ご

指導ご鞭撻の程よろしくお願いいたします。
（一社）西大寺青年会議所の皆様
 本日はお時間をいただきましてありがとうございます。西大寺市民大学よろしくお願い

します。例会終了後にチケットの販売をさせていただきましてありがとうございます。
米田 西大寺 JC が第２回市民大学 古賀稔彦氏の講演会のあいさつに来ております。よろしく。
西下 丸の内 RC，備前 RC の皆様ようこそいらっしゃいませ。
佐藤 ①備前 RC 岡本会長，岸本幹事，安井出席委員長，徳永青少年奉仕委員長ようこそ東ク

ラブへお越し下さいました。岡山丸の内 RC 宗政会長，儀間幹事ようこそ東クラブへお
越し下さいました。　②短期国際青少年交換留学生事業では，池田国際奉仕委員長をはじ
め多くの皆様にお見送りいただきありがとうございました。　③納涼特別例会では，親睦
活動委員会の皆様には，大変お世話になりました。また，多くの会員・ご夫人にご参加
いただきありがとうございました。近藤典博さん，大河原さん浴衣着付けありがとうご
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ざいました。　④渡邊さんおめでとうございます。
舟橋 ①備前 RC 岡本会長，皆様，岡山丸の内 RC 宗政会長，皆様ようこそ岡山東 RC へ。岡本

会長，同期幹事として応援しています。　②先週は納涼特別例会に多くの皆様のご参加あ
りがとうございました。親睦活動委員会の皆様お疲れ様でした。　③メフメット・チレッ
キさん，ようこそ。

赤松 備前の岡本会長よくいらっしゃいました。11月には職業奉仕で窯出し経験に行きます。
池田 本年度国際奉仕委員長を仰せつかっております池田です。就任挨拶と短期国際青少年交

換プログラムのご報告をさせていただきます。藤岡会員，親書の件ではお世話になりま
した。

石原 ①“ガラケー”からやっと“スマホ”に替えました。　②本日，青少年奉仕委員長の就任挨拶
をさせていただきます。　③西大寺 JC のみなさま，ご苦労さまです。

松本 日名先生には先日大変お世話になりました。ありがとうございました。
白髭 昨年度出席（例会）皆勤賞をいただきました。齊藤会長並びに執行部の皆様のご活躍を期

待しています。
内山（隆） 糸島先生大変お世話になりました。
藤原（唯） 備前ロータリークラブでメークアップさせていただいた時，駐車場から会場までお出迎

えがあり，かつ前の席を用意して下さり大変感謝感激いたしました。直前会長高木様に
よろしくお伝え下さい。

眞殿 西大寺 JC 藤本理事長ようこそ。皆さんよろしくお願いします。
高橋 齊藤会長，交換留学出発当日のお見送りに行けないという事で，齊藤会長自ら個人的に

留学の心構え，またご自身の経験談をレクチャーしていただき，さらに過分なお餞別を
いただきましてありがとうございます。出発当日には，石井パスト会長，諸國副会長，
髙山 S.A.A.，藤井会長エレクト，冨岡副幹事，池田国際奉仕委員長，神田会報委員長，
勘藤会員，冨山会員の皆様には早朝にも関わらずお見送りしていただきありがとうござ
いました。また過分なお餞別をいただいた方々に心よりお礼申し上げます。そして，近
藤聡司先輩，いつも娘たちを気にかけていただきましてありがとうございます。ただい
ま，12日目を迎えております。本人たちも一生懸命，語学を学び，微力ではありますが
我がクラブの親善大使として例会に出席しバコロド北ロータリークラブの方々及びその
ご家族と交流を深めているようです。帰国後，大きく成長した姿で例会にて報告が出来
ると思いますのでよろしくお願いいたします。最後に齊藤会長をはじめ会員の皆様のご
厚情に深く感謝申し上げます。

佐々木 体調が少しずつ回復してきました。短期入院にもかかわらず，多くの方々にお気遣いい
ただき感謝いたします。特に糸島先生，諸國先生にはお世話になりました。

山下（和） ①西大寺 JC 藤本理事長ようこそ。講演会の盛り上げよろしく。感謝感謝。　②米田パス
ト会長，昨日はありがとうございました。

世良 S.A.A. に協力します。
日名 米田さん，昨日は申の会ありがとうございました。チベットの珍味，堪能させていただ

きました。
渡邊（修） 先日，坪井パスト会長が理事長を務められる，赤坂レイクサイドカントリークラブにお

いて，ホールインワンを達成することができました。ゴルフ同好会の方々には，記念に
粗品を用意させていただきましたのでご笑納いただければ幸いです。ちなみにスコアは
104点でした。へたくそでも達成できるようです。

小橋 先日久しぶりに休日が取れ，蒜山に行ってまいりました。その時池田さんにお世話にな
り，妻が「さすがロータリーのつながりね」と感激しておりました。ありがとうござい
ました。

事務局一同　　納涼特別例会にお招きいただいてありがとうございました。
 24件　180,000円



第１回 I.D.M.（8/4）
　８月４日（木）18時30分より，第１回 I.D.M. が
アークホテル「あくら」にて19名の参加で開催さ
れました。
　齊藤会長のご挨拶の後，荒川情報委員長から例
会開催回数に関する解釈等今回規定審議会での決
定内容について解説をいただきました。引き続き
荒川情報委員長の乾杯で懇親会が始まり，終始和
やかに親睦を深めることができました。最後に諸
國副会長が閉会の挨拶をして中締めとなりました。

写真同好会�写友「輪影」2016年度�総会（8/4）
　８月４日（木）例会終了後，岡山プラザホテル「烏城の間」において写友「輪影」2016年度総会が，会員24
名の出席により開催されました（７月１日現在会員数：ご夫人会員２名，協賛会員２名を含む40名）。
　総会は，砂山写友「輪影」会長挨拶のあと，武幹事の2015年度事業報告・決算報告，冨岡監事の監査報
告につづき，2016年度事業計画・収支予算の説明があり，予定していた議案全てが承認されました。本年
度の撮影旅行先は，１〜２月頃２泊３日で十勝，蘇州・上海，屋久島・種子島，マカオが候補地として挙
げられています。その他，忘年会，親睦会，写友「輪影」展なども予定されており，会員数も増加し，創
部35周年を迎えてますます楽しく盛り上がりを見せています。

写友「輪影」砂山会長挨拶 写友「輪影」の総会会場風景

2016-2017年度RI 第 2690地区�クラブ雑誌・広報委員長会議（8/7）
　８月７日（日）に米子全日空ホテル飛鳥の間にて

「2016-17年度　国際ロータリー第2690地区 クラブ
雑誌・広報委員長会議」が開催されました。
　岡田端ロータリーの友地区代表委員の開会のこ
とば，庄司尚史地区ガバナーのあいさつに続き，

「ロータリーの公共イメージ向上とロータリーの
友」の演題で二神典子ロータリーの友編集長の講
演がありました。ロータリーの友の変更点や掲載
されるために大事なこと等詳しくご説明いただき
ました。ロータリーの友は全国のロータリアンを結ぶ架け橋となる大切なツールの１つと認識することが
出来ました。
　続いて，「戦略計画推進と広報」の演題で伊藤文利第３ゾーンロータリー公共イメージコーディネーター
補佐の講演がありました。クラブの発展，ひいてはロータリーの発展に繋がる広報活動を積極的に行い，
公共イメージの向上を目指していくことの重要性の話しがありました。最後に岡空晴夫地区代表幹事の閉
会のことばで会を閉じました。
 ［文章・写真提供：松本崇 広報委員長］


