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▲

本日のプログラム
　「指名委員会・会員選挙について」
　「お祝い行事」
　「『戦時下における国民生活』について」
　坪井俊郎パスト会長

▲

９月８日のプログラム
　「吉備の国の宝と名人達」
　元岡山県農協中央会会長
　岡山農村地域研究所 代表理事　村上進通 様

「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

石田好伸 様

8月25日のプログラム

　私どもアナウンサーは言葉で情報を伝える仕事をしています。そして，「どんな
テーマで何を伝えるか」が最も大切な事です。しかし，どんなに有益な話をして
も，視聴者，聴取者の皆さんに受け取って貰えなければ話になりません。そこで，
何を話すか以上に大切とも言えるのは，「どんな風に話すか」です。話をする時の
空気感や伝え手の印象がコミュニーケーションの深さに関わって来ます。
　場を和ませ，人々の心を惹きつけるためにとても有効なツールが笑顔や笑い声
です。笑顔で話しましょう。最初は作り笑いでも構いません。それだけで自分も
楽しい気持ちになるよう脳はプログラミングされています。また，声が明るくな
るとその人の印象がガラッと変わります。例えば，笑顔で歌うとカラオケが上手
く聞こえるかもしれません。笑う事でその人の魅力がぐっとアップするのです。
　実は，人の内面は外見の印象より，発する声によって推し量られていると言われます。発声・発音練習は
音声を明瞭にするだけでなく，内面の魅力のブラッシュアップでもあるのです。卓話では，複数のコンテス
トで受賞したドキュメンタリー作品の一部をご覧いただき。審査員を惹きつけたポイントをナレーターサイ
ドから解説します。そして，私が出会った笑顔の達人たちをご紹介します。ぜひ，笑顔で福を呼び込んでく
ださい。

例会報告（8/25）

出席報告
　会員数　97名（内出席免除者17名）
　出席者　78名（内出席免除者出席12名）
　出席率　84.78％（前々回訂正後出席率93.68％）
　ビジター　０名

お 食 事
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



会長挨拶・報告
　リオのオリンピックも終わりました。熱帯夜と深夜放送で寝不足の人も多いのではないでしょうか。私
は気が付いたら夏の高校野球が終わっていました。それだけマスコミの報道はこの半月はオリンピック一
色だったような気がします。
　一昨日，高橋親睦副委員長の娘さんが短期留学先のフィリッピンから帰国しました。無事に帰国できた
ことはクラブとしては一安心です。何かあればクラブの責任であり，会長の責任でもあるので胸を撫で下
しています。
　今度の日曜日には，青少年奉仕委員会主催のスポーツ健康教室が開催されます。お手伝いをされる会員
の皆様にはよろしくお願いします。

幹事報告
１．８月20日（土）米子全日空ホテルにおいて，地区青少年交換学生帰国報告会がありましたので，大橋

啓美（ひろみ）さんと齊藤会長と私で出席してまいりました。同日，第１回青少年交換委員会も開催
されましたので，小橋地区青少年委員がご出席されました。

２．８月22日（月），６RC 幹事会が開催されましたので出席してまいりました。
３．８月23日（火）短期交換留学生として，フィリピン バコロド市に派遣されました，高橋知里さん，高

橋 凜さんが帰国されました。
４．８月28日（日）に青少年奉仕委員会事業「スポーツ健康教室　AED で大切な命を救うことを伝える事

業」が西大寺百花プラザにて開催されます。準備は，13時より，会は14時から16時までとなってお
ります。ご参加よろしくお願いします。

５．探鳥同好会で８月28日（日）に企画しておりました，「ツバメのねぐら探鳥会」はツバメの減少により
中止となりました。ご注意ください。

６．他クラブ週報を回覧いたします。

ロータリー財団表彰
　ロータリー日本財団より，個人寄付の認証状並びに記章・認証ピンが届き，齊藤会長より授与されまし
た。
● ベネファクター認証状＋記章 

及び 第２回マルチプル ･ ポー
ル ･ ハリス ･ フェロー認証ピン

● ポール・ハリス・フェロー認証
状＋認証ピン

● 第１回マルチプル・ポール・ハ
リス・フェロー認証ピン

齊藤博臣 会長 佐藤英明 幹事 髙山眞司 S.A.A.

委員会報告
●親睦活動委員会　舟橋弘晃 委員長
　親睦旅行（９月24・25日）のご案内をポスティングしています。鹿児島・知覧方面で見所も多いので，是
非ご家族・ご夫人と一緒にご参加下さい。

●国際奉仕委員会　池田博昭 委員長
　８月23日（火）に短期交換留学生としてフィリピン国バコロド市ラサール大学付属語学学校で勉強されて
いた，高橋知里さんと高橋凜さんが無事帰国されました。齊藤会長，諸國副会長を始め総勢９名の皆さん
にお出迎えいただきありがとうございました。また，留学生のお二人には，９月中旬に帰国報告をしてい
ただく予定です。
※併せて，高橋会員よりお礼のご挨拶がありました。

●青少年奉仕委員会　石原彰二 委員長
　本日例会終了後４階葵の間にて第３回青少年奉仕委員会を開催します。
　８月28日（日）のスポーツ健康教室にご参加の皆様は当日12時50分にロータリークラブのポロシャツ着用・
上履き持参の上集合してください。駐車場は130台駐車できますが，周辺駐車場の方が込まずに便利と思わ
れます。また，参加予定者のキャンセルが入ったため，追加の募集をしていますので，ご協力をお願いい
たします。



●麻雀同好会「東風の会」　佐々木篤 世話人
　８月27日（土）13時00分より，第１回競技会を（下中野）ロイヤル麻雀クラブで行います。

●スマイル●
齊藤（博） 28日の青少年奉仕委員会のスポーツ健康教室へご参加の会員の皆様，どうかよろしくお

願いします。
更井 ①先週のクラブフォーラムにはパネラーを仰せつかっていながら，急用の為，欠席し，

申し訳ありませんでした。　②糸島先生に大変にお世話になりました。
石井 ゴルフ同好会夏季特別例会に，多数参加いただきありがとうございました。又，齊藤会

長，藤岡会員のお気遣いに感謝申し上げます。ちなみに私はＢＢ賞を取り返しました。
諸國 石田アナウンス部長，御無沙汰しております。卓話楽しみにしております。
佐藤 ①石田様ようこそおこし下さいました。　②第１回クラブフォーラムご参加ありがとうご

ざいました。　③煩悩の会ではお世話になりました。（煩悩部会ベスグロだそうです）　④
大西さんお世話になりました。

舟橋 ①ゴルフ同好会夏期特別例会（煩悩部会）で準優勝させていただきました。　②元米山奨学
生チレッキさんに多くの会員の方から激励金をいただきました。本人から最大の感謝の
気持ちをお伝えするよう依頼されました。しばらくは私費研究生として岡山大学に滞在
されることになりました。

大西 石田様，本日の卓話楽しみにしています。
近藤（聡） 決算が赤字でした。髙山 S.A.A. これが最後になりそうです。ごめんなさい！
近藤（典） ①本日のゲスト石田好伸 RSK アナウンサーようこそ。卓話楽しみにしています。　②納

涼特別例会，多くの方々にゆかたを着ていただきありがとうごございました。　③備前伊
里中学校へゆかたの着方教室100名の指導をしてまいりました。米国人留学生10名程いま
した。嬉んでいただきました。

森元 髙山 S.A.A. お気遣いありがとうございます。
木村 誕生月の御祝をありがとうございました。後期高齢者の２回生（76）になりました。健康

で長生きしたいものです。
菅野 妻の命日にお花ありがとうございました。
斉藤（良） ①21日の真庭カントリーでの突然の大雨について，晴男として責任を感じ，スマイルし

ます（ちなみに成績は３位だそうです）。　②４人目の孫が生まれました。
高橋 ①８月23日　22時40分，無事岡山駅に到着。岡山に帰国しました。夜遅くにも関わらず

齊藤会長をはじめ諸国副会長，佐藤幹事，冨岡副幹事，貝原副 S.A.A.，近藤出席委員長，
神田会報委員長，冨山会員，堀会員の皆様にお迎えをいただき，また石井パスト会長か
らは伝言をいただき感謝いたします。短期留学の経験は本人達のこれからの人生に大き
く役立つ事と思います。後日，本人達から報告があると思います。最後に留学事業につ
き全力で取り組んでいただいた池田委員長，横手会員にも感謝いたします。　②先般，渡
邊修司会員には大変お世話になりました。ありがとうございました。

勘藤 赤松さん，先週はありがとうございました。今月のスマイルとさせていただきます。
横手 石田様，ようこそ本 RC へおこし下さりありがとうございます。昔，石田様が RSK に入

社の頃，岩根宅で食事をしたことがなつかしく思っております。
世良 S.A.A. に協力します。
内山（淳） 齊藤会長には先日大変お世話になりありがとうございました。
藤岡 先日真庭 CC で岡山東 RC 特別例会に出席し，２番ホール PAR-５で第３打が入りイーグ

ルとなりました。だいたい年１回程度イーグルが出ており，今年のノルマが達成出来ま
した。

弘中 藤井会長エレクト，先日は大学での同窓会でご利用いただき，ありがとうございました。
岡﨑 先日のゴルフ同好会夏季特別例会：煩悩部会で優勝させていただきました。前泊の食事

会も本当に楽しかったです。関係者・メンバーの皆様，大変お世話になりました。
宮本 真庭では大変お世話になりました。マージャンもゴルフも楽しく遊ばせていただきまし

た。明日は，うれしい事があります。楽しみです。
辻 のどの手術も無事におわり１つずつ問題を解決しています。皆様には御心配と御迷惑を

おかけいたしました。今後ともよろしくお願いいたします。
貝原 齊藤会長，先日は大変お世話になりました。
髙山 先週のクラブフォーラム急用の為，欠席し申し訳ありませんでした。
 25件　136,000円
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短期交換留学生高橋知里さん，高橋凜さん帰国（8/23）
　2016年度短期国際青少年交換留学事業の留学生，
高橋知里さん・高橋凜さんが，８月23日関西空港
経由にて，新幹線で帰岡され，齊藤会長，諸国副
会長，佐藤幹事他会員８名で出迎えました。
　短期留学ではありましたが，留学期間中はバゴ
ロド北 RC 会長他会員の方との交流や，ラサール
大学での勉強，現地のボランティア活動等もあり，
また，岡山東 RC の親善大使を務めるなど，いろん
な経験をされて成長された様子がうかがえました。
この経験を生かして，これからの活躍が楽しみに
なりました。
 ［文章提供：冨山直司 国際奉仕副委員長］

麻雀同好会「東風の会」第１回競技会（8/27）
　８月27日（土），ロイヤルマージャンクラブにて
本年度第１回競技会が開催されました。16名の同
好会員の参加をいただき，激しい舌戦も加えて熱
戦が繰り広げられました。今年度は開催回数も増
え，ますます盛り上がりを見せています。成績は
下記の通りです。
優　勝　石井英行 会員
２　位　木村　旭 会員　
３　位　西本　晃 会員
Ｂ．Ｂ　池田博昭 会員

9月の月間行事予定  基本的教育と識字率向上・ロータリーの友月間
例 会 行 事 プ ロ グ ラ ム そ の 他 の 行 事
１日通常例会

８日通常例会

15日特別例会
22日例会休会
29日通常例会

・指名委員会・会員選挙について
・お祝い行事
・「『戦時下における国民生活』について」

坪井俊郎パスト会長
・「吉備の国の宝と名人達」

元岡山県農協中央会会長・　　　　　　  　
岡山農村地域研究所 代表理事　村上進通 様

・観月特別例会（於 岡山プラザホテル）
・法定休日
・「未定」 森　一朗 様

１日　　　・理事会

11日　　　・ クラブ米山記念奨学会委員長研修会
および米山記念奨学生・米山学友親
睦会

14日　　　・ フレッシュ会員のためのメークアッ
プ体験（岡山ロータリークラブ）

19日　　　・ゴルフ同好会
　　　　　　（岡山 CC 桃の郷）
24・25日　・親睦旅行
　　　　　　（鹿児島，知覧，他）

9月の月間メニュー
１日通常例会

８日通常例会
15日特別例会
22日例会休会
29日通常例会

・ 牛肉とピーマン細切り炒め，中華前菜２種，シューマイとサラダ，豆腐と野菜のスープ，御飯，
ザーサイ

・幕の内，汁
・観月特別例会（於 岡山プラザホテル）
・法定休日
・幕の内，中華スープ



スポーツ健康教室（8/28）
〜子どもたちにAEDで大切な命を救うことを伝える事業〜

　８月28日14時より東区の百花プラザ多目的ホールにおいて児童83名，父兄70名，会員41名が参加
して“スポーツ・健康教室”を行いました。
　この事業は AED の役割・活用方法を次世代を担う青少年に啓発することによって緊急時におけ
る AED の処置率の向上を図るとともに青少年に尊い個々の命の大切さに気付いてもらうことを目
的としております。齊藤会長のあいさつに続き岡山済生会総合病院の副院長の大澤俊哉会員による

“AED 使用の意義と目的”を講義していただき，その後フクダ電子株式会社様により“もしもの時の
救命処置”，花岡会員とアーク株式会社様により“体力増幅！夏に起こりやすい病気を防ぐストレッ
チ教室”を行いました。
　多くの児童父兄，また“自主性をもって進んで参加しよう”のスローガンのもとに多くの会員の方
に参加して頂き，有意義な事業とすることが出来ました。 ［文章提供：石原彰二 青少年奉仕委員長］

齊藤博臣会長 挨拶
　皆さんこんにちは，岡山東ロータリークラブ会長の齊藤です。夏休み最後の日曜日に集
まってくれてありがとう。今日は暑さも少し和らいでいますが，まだまだ暑い日が続いてい
ます。体調にはくれぐれも気を付けましょう。
　今日は，その運動中における体調管理についての研修になります。もしもの時の救命処置
と AED の使い方についての研修と夏に起こりやすい病気を防ぐストレッチについて教えてい
ただきます。しっかり勉強をして帰って実践をしましょう。
　最後になりましたが，今回の健康教室をやらせていただいたのは，ロータリークラブです。
このクラブはアメリカのシカゴで始まり今では世界中に広がっています。皆さんも大きく
なったらロータリークラブへ入って奉仕活動をしましょう。

講習内容
●講義「AED 使用の意義と目的」
　講師　大澤俊哉 会員
　皆さんこんにちは。夏休み最後の日曜日に多数お集まりいただきありがと
うございます。
　AED の使い方を学ぶことがどうして必要か少し話させていただきます。さ
て，皆さんは，心臓を知っていますか。小学生なら１年生でもわかりますよ
ね。それでは心臓は何をしているか知っていますか。ちょっと難しくなった
かもしれません。心臓は，全身に血管という管を通して血液を送り込んでい
る臓器です。皆さんが走ったり，手を動かしたり，しゃべったり，考えたりするための栄養や酸素
を送り込んでくれているのです。リズム正しく，その時に必要な量を送り込んでくれているのです。
そう，真っ赤な血液を送り出すポンプの働きをしています。もし，心臓が，止まったり，リズム正
しく動かなくなったりしたら，どうなってしまうでしょうか。そう，死んでしまいます。
　心臓も無理をさせたり，強い衝撃を与えたりすると規則正しい動きができなくなって，全身に血
液を送り込めなくなってしまうのです。しかし，短時間で元のように動けるように戻してあげたら，
死なないで助けてあげることができます。そして，今日皆さんが使い方を勉強する AED がまさに
心臓をそして命を助けるための道具になるのです。基本は，大人の人が使うと思いますが，誰もい
なければ君たちが使わなければなりません。いつどこで起こるのかわかりません。子供に起きる心
臓しんとうという状態もあります。そんな時は君たちが友達の命を救わなければいけないかもしれ
ません。その意味でも今日は，一生懸命勉強してください。 ［文章提供：大澤俊哉 会員］

特集



●体験　もしもの時の救命処置
　（使用方法の説明　フクダ電子株式会社様）

●体験　体力増幅！夏に起こりやすい病気を防ぐストレッチ教室
　（指導　花岡正敬会員とアーク株式会社トレーナーの皆様）

AED 練習キットの説明

ストレッチのお手本

司会の小橋会員

キットを使った蘇生の練習

ストレッチ体験する参加者

受付の横手会員と井上（和）会員

多数の子どもと会員の参加で大盛況！お疲れ様でした！！

AED２台を東区体育協会連合会に
寄贈，謝辞を受ける齊藤会長

会員も積極的に参加

坪井パスト会長提供のヤクルトを
喜んで飲む子どもたち


