
2016.8.25　第2300例会� No.2153

▲

本日のプログラム
　「笑う門には福が来たる」
　山陽放送株式会社 報道制作局　局長代理兼アナウンス部長
　石田好信 様

▲

９月１日のプログラム
　「指名委員会・会員選挙について」
　「お祝い行事」
　「戦争体験（親睦旅行知覧見学にちなみ）」
　坪井俊郎 パスト会長

「留学先からの帰国報告」 交換留学生　大橋啓美 さん

8月18日のプログラム

　2690地区からアメリカのフロリダ州6960地区への派遣を終え先月帰国しまし
た。現地ではエステロ高校で二年生を修了し，部活動はチアリーディング部と
インターアクトクラブに所属していました。派遣期間中には6960地区やエステロ
ロータリークラブが主催しているボランティアに積極的に参加し，一年間でのボ
ランティア合計時間は160時間を超えました。また高校では現地の高校生と同じ学
習プログラムのもと法律や海洋学，アメリカ史などを学び，最終的には National 
Honor Society という全米の学生組織に入ることができました。フロリダ州だけで
はなく西海岸旅行やノースカロライナ州，ニューヨーク州へのホストファミリー
との旅行などを通してたくさんのものを見て，異文化を体験しました。この一年間で経験したことはすべて
普通の日本の学生，普通の留学生にはできないもので，ロータリーの青少年交換留学生だからこそできたも

のだと思います。学んだことをこれからど
のように活かしていくべきか，まだはっき
りとは分かりませんが，小さいことからで
も社会に貢献することを目標にしていきた
いと思っています。岡山東ロータリークラ
ブの皆さんの支えがなければ，これほど充
実した留学生活を送ることはできませんで
した。スポンサーロータリークラブとして
一年間支えていただき，本当にありがとう
ございました。Thank you Rotary.



「イニシエーションスピーチ」 影山修司 会員

8月18日のプログラム

　本年４月に，山下和也会員と佐々木篤会員にご推薦いただき本クラブに入会さ
せていただきました影山修司です。本日は，貴重なお時間をいただきありがとう
ございます。
　私は，昭和40年３月に岡山県北の勝山町（現：真庭市）で生まれ現在51歳です。
家族は，妻，長男，長女の４人ですが，子供達は既に独立し，現在は岡山市中区
海吉で妻と二人で暮らしております。
　昭和58年に地元の高校を卒業後，広島市に本社を置く医薬品の卸売会社へ就職
し，岡山県内の薬局を中心に営業する担当者として７年間在籍しました。その後，
平成２年に今の日本企業振興協同組合に転職し，現在専務理事として勤務しております。
　本組合は，岡山県内にある異業種の中小企業が，高速道路通行料金別納制度を共同利用することを目的
に昭和59年に設立されました。現在は，経済産業省などの９省庁から認可を受け，27都府県に所在する中
小企業約600社で組織されています。なお，高速道路通行料金に関する事業は，ETC カードの利用を前提と
した大口・多頻度割引制度の共同利用となり，現在も本組合の中心事業の一つであります。
　また，平成20年より，外国人技能実習生の共同受入事業を開始し，ベトナムや中国の技能実習生を年間
約100名受け入れております。この事業は，開発途上国の青壮年労働者に日本の最新技術や安全衛生を学ば
せ，それを母国発展に寄与することのできる人材の育成を目的とする国際協力・国際貢献の一翼を担う事
業であります。我が国の実習実施機関においても，経営の国際化・社内の活性化・生産に貢献する等々に
繋がる事業となっております。
　これからも，この二つの事業を主体に，協同組合の基本である「相互扶助の精神」を大切に事業活動を
行って参ります。
　最後になりましたが，岡山東ロータリクラブの一員として，立派なロータリアンになれるよう努力して
参りますので，引き続きご指導ご鞭撻を賜りますよう，よろしくお願い申し上げます。

例会報告（8/18）

出席報告
　会員数　97名（内出席免除者17名）
　出席者　80名（内出席免除者出席10名）
　出席率　88.89％（前々回訂正後出席率93.68％）
　ビジター　０名

会長挨拶・報告
　お盆も過ぎましたが，まだまだ暑い日がつづいています。体調管理が段々と難しくなってきています。
私が子供の頃は，お盆を過ぎる旭川で泳いでいるとお祖母さんが，河童が足を引っ張るから泳ぐのはやめ
なさいと言っていました。これは後で聞いたことですが，そのころになると水温が下がって心臓麻痺にな
るからというのが理由だったそうです。だからそのころはお盆を過ぎると暑さも和らいでいたのでしょう。
　今日は交換留学生の大橋啓美さんの留学先からの帰国報告があります。どんな内容か楽しみにしていま
す。
　また今夕は，第１回目のクラブフォーラムが開催されます。テーマは会員増強と会員維持についてです。
クラブを維持していくためには是非とも必要なテーマです。みんなでこの問題について考えてみようでは
ないでしょうか。奮ってご参加ください。

幹事報告
１．本日，18：30より当ホテル「鶴鳴の間」にて第１回クラブフォーラムが開催されますので，出席予

定の方はご出席をよろしくお願いします。
２．前年度，「平成28年熊本地震」の義捐金を熊本県にさせていただいたお礼状が熊本県知事より届きま

お 食 事
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



したので，回覧いたします。
３．８月７日（日）米子全日空ホテルにおいて，クラブ雑誌・広報委員長会議が開催されました。松本広

報委員長が出席されました。
４．グローバル補助金奨学生の班 学人（はん がくと）さんがコロンビア大学留学のため，８月21日（日）

ニューヨークへ行かれます。
５．短期国際青少年交換プログラムで，バコロド ラサール大学附属語学学校に留学されておりました，

高橋凜（りん）さん，高橋知里（ちさと）さんが８月23日（火）帰国されます。
６．８月８日（月）県南17RC 幹事会が開催されましたので，出席してまいりました。
７．他クラブ週報を回覧いたします。

米山功労者表彰
　ロータリー米山記念奨学会より，米山功労者３名に感謝状が届き，齊藤会長より授与されました。
 ●第３回米山功労者マルチプル ●第１回米山功労者 ●第１回米山功労者

委員会報告
●会員増強委員会　村松太 委員長
　前回配布の新会員候補者リストについて，提出予定がある方は本日のクラブフォーラムにご持参いただ
くか，会員増強委員長又は幹事にお渡し下さい。

●出席委員会　近藤聡司 委員長
　９月14日（水）に岡山 RC を訪問する，「フレッシュ会員のためのメークアップ体験」のご案内をポスティ
ングしていますので，是非ご参加下さい。なお，フレッシュ会員以外でもご希望がありましたら是非ご参
加下さい。

●広報委員会　堀善直 副委員長
 「ロータリーの友」８月号　主要記事のご案内
　（横組み）ロータリー財団の歴史
　　　　　2016年ソウル国際大会について
　　　　　熊本地震に対する支援について
　　　　　ロータリー米山記念奨学事業の基礎知識　
　（縦組み）ロータリーアットワーク
　　　　　　盲学校の畑・花壇整備で共に土を耕す

●スマイル●
齊藤（博） 大橋さん，ようこそいらっしゃいました。20日の土曜日には米子まで一緒に行かせても

らいます。地区の帰国学生報告会をよろしくお願いします。
坪井 今年は終戦71年目であります。８月15日は終戦記念日であると同時に，小生は広島の原

爆を思い出します。８月15日は広島の焼野原でご遺体の処理をしており，天皇のお言葉
はその時聴きました。

更井 過日，小生の誕生日に大変嬉しいことが有りました。

S A A 

齊藤博臣 会長 佐藤英明 幹事 髙山眞司 S.A.A.



第１回クラブフォーラム（8/18）
　８月18日（木）18時30分より岡山プラザホテルにおいて，第１回クラブフォーラムが，会員49名の参加に
より開催されました。
　「会員増強と会員維持について」をテーマとして，カウンセラーに荒川ロータリー情報委員長，パネラー
に若林職業分類委員長，更井会員選考委員長，村
松会員増強委員長がなり，各々の果たすべき役割
について発表がありました。続いて，出席者が５
グループに分かれて①新入会候補者の列挙，②会
員増強のための具体的方策，③退会防止，④その
他（新たな同好会や三木の役割など）について議論
を行い，結果を発表しました。村松会員増強委員
長が，今後発表内容を纏め会員増強の具体的行動
につなげる旨を述べ，荒川ロータリー情報委員長
の「ロータリーは楽しくなくてはいけない，声か
けをして新入会員が孤独にならないようにしよう」
との言葉を持って盛況のうちに散会となりました。

石井 西下パスト会長，藤岡会員には大変お世話になりました。日名先生ありがとうございま
した。

諸國 ①大橋啓美様ようこそ。　②先日は多くの方々に励ましていただきましてありがとうござ
いました。

佐藤 大橋啓美さん，ようこそおこし下さいました。卓話楽しみにしています。内山隆義さん，
世良さんお世話になりました。

冨岡 内山隆義会員，先日は大変お世話になりました。ありがとうございました。
大西 ①大橋啓美さんの帰国報告楽しみにしています。
神田 ①誕生日のお祝いありがとうございました。　②お盆前に週報原稿を出していただいた皆

様ありがとうございました。日程の関係で急がせてすみませんでした。
石原 ①友野会員，先日はありがとうございました。　②坪井パスト会長“ヤクルト”よろしくお

願いします。　③大澤先生，先日はありがとうございました。命びろいしました。
高橋 内山隆義様，先日は大変お世話になりました。ありがとうございました。
大橋 本日，交換留学生の大橋啓美が「帰国報告」をさせていただきます。１年間岡山東ロー

タリークラブのメンバーの方々には，大変お世話になりました。ありがとうございまし
た。

安藤 大橋啓美さん，おかえりなさい。体験談，楽しみにしています。
横手 ①更井さん，森元さん，武さん，石井さん，先日は楽しい会ありがとうございました。　

②内山隆義さん，世良さん，いい花火の会ありがとうございました。
世良 内山隆義さんお世話になりました。
藤岡 建設中の本社第４工場が完成し，９月１日より移転し，業務開始します。建設にあたり，

内山隆義様，石井様に大変お世話様になり落成しました。どうぞお立寄り下さい。
大塚 先日の山陽新聞に長女と長男の描いた絵がそれぞれ掲載されました。親バカです！
影山 ①８月11日に孫が生まれました。3,046g の男の子です。立派なロータリアンになれるよ

う育って下さい。　②本日，イニシエーションスピーチをさせていただきます。最初に
謝っておきます。申し訳ありません。

貝原 先日はクラブより家内の誕生日に花をいただき，ありがとうございました。
髙山 キレイな花火を見る事ができました。内山さんありがとうございました。
 20件　166,000円

会長，カウンセラー，パネラー



A グループ（安藤議長） B グループ（和氣議長）

C グループ（眞殿議長） D グループ（貝原議長）

E グループ（高橋議長） F グループ（池田議長）

地区青少年交換プログラム�RI2690地区2016-17年度受入学生第１回オリエ
ンテーション・歓迎会2015-16派遣学生帰国報告会（米子全日空ホテル）（8/20）

　８月20日（土）11時より米子全日空ホテルにて，RI2690地区
2016-17年度受入学生第１回オリエンテーション・歓迎会2015-
16派遣学生帰国報告会が開催され，帰国 ROTEX 大橋啓美さ
ん，小橋地区青少年交換委員，齊藤会長，佐藤幹事が出席し
ました。大橋啓美さんは，１年間の交換留学の成果を報告す
るとともに，帰国 ROTEX として今年度の受入学生へアドバ
イス等を行いました。 
 ［文章・写真提供：佐藤英明幹事］



ゴルフ同好会夏季特別例会（第１回ゴルフ同好会煩悩部会例会）（8/21）
　８月21日（日）真庭カントリークラブにて，ゴルフ同好会夏季特別例会（第１回ゴルフ同好会煩悩部会例
会）が開催されました。気温30℃を超す残暑のなか，総勢20名の参加を得てゴルフコンペが行われました。
　スコア108切りを目指し，競技力・マナー向上と益々の親睦の深化を目的とした「煩悩部会」に，多数
のゴルフ同好会メンバーも参加してプレーを賑やかに楽しみました。最終ホール間近になって天然のシャ
ワー（突然の豪雨）を浴びたなか，見事に優勝されたのは岡﨑秀紀会員でした。おめでとうございます。
　また，齊藤博臣会長・石井ゴルフ同好会煩悩部会長・藤岡会員より協賛をいただきました。ありがとう
ございました。
　なお，次回ゴルフ同好会特別例会は２月の開催予定となっておりますので，奮ってご参加よろしくお願
いします。
 ［文章提供：影山修司会員・写真提供：末藤達也会員］

（夏季特別例会） OUT IN GROSS HDCP NET
優勝　岡﨑　秀樹 会員 41 46  87 14.4 72.6
２位　舟橋　弘晃 会員 39 49  88 14.4 73.6
３位　齋藤　良仁 会員 51 44  95 20.4 74.6
ＢＧ　三垣日出人 会員 38 44  82  6.0 76.0
煩悩部会ＢＧ　佐藤　英明 会員 53 51 104 25.2 78.8

優勝　岡﨑秀紀 会員 ２位　舟橋弘晃 会員 ３位　斉藤良仁 会員 煩悩部会 BG　佐藤英明 会員


