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▲

本日のプログラム
　「備前焼を海外で伝えて見えてきたこと」
　陶芸作家　森 一朗 様

▲

10月6日のプログラム
　「お祝い行事」
　「生活情報」土井雅人 会員

「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

9月8日のプログラム

　作家司馬遼太郎は，吉備国おかやまについて，「吉備と岡山県人はまた違うで
しょう。だけど重なるところはありますな。非常に聡明という印象をわれわれ他
国人は持ちますね。それだけ大きな文明を持っていたから知的生産に向く人が無
数に出てきた。そういう土壌が吉備にはあったでしょうか。」と述べている。大陸
から伝わった稲作の技術を取入れ，三大河川にも恵まれた下流の沖積平野は，先
進的農耕地帯であった。それで，これを支えたのは，中国山地の鉄であった。こ
の鉄と塩が決め手であり，大和よりも魅力的な古代を持っていたと言える。
　その証は，足守川下流地域であり，注目すべきは上東遺跡。上流に，楯築弥生
墳丘墓，鯉喰神社墳丘墓等の存在。広大な集落遺跡の集中。平野の広がりは，邪
馬台国吉備論につながる。とりわけ，上東遺跡から出土した9,608個の古代桃の種。
　奈良纏向遺跡からの2,765個の桃の種と比較しても，古代，神聖な果物として，呪術にも使われたことか
ら卑弥呼の存在をも予感させる。この３年取組んだのは，この古代桃の再生。大賀ハスに並ぶ発見と千葉
先生と考えたが，現段階では，未達成。
　豊かな吉備国は，自らのことは省みず，社会，経済の変革をめざした多くの先人を生んできた。身近な特
産品「桃」についても，明治初期，小山益太や大久保重五郎の道なき道を切り拓いた人々がいて，今日の日
本の桃がある。吉備国の風土と多くの偉人の足跡を辿り，改めて，吉備国の守るべき宝を再認識したい。

例会報告（9/8）

出席報告
　会員数　97名（内出席免除者18名）
　出席者　79名（内出席免除者出席13名）
　出席率　84.95％（前々回訂正後出席率91.49％）
　ビジター　１名

お 食 事
幕の内，汁



会長挨拶・報告
　暦の上では，もう涼しくなってもいい季節ですが，残暑が続いています。まあ昔から暑さ寒さも彼岸まで
と言われているので彼岸までは残暑が厳しくても仕方がないでしょう。
　いよいよ，来週は夜間特別例会の観月例会です。たくさんの会員と奥様のご参加をお願いします。久しぶ
りの観月特別例会です。風流な例会となるように親睦活動委員会がいろいろな事を企画してくれています。
乞うご期待です。そして，幹事から後で報告があると思いますが，再来週は例会が休会となっていますので
ご注意ください。

幹事報告
１．次週９月15日（木）の例会は，18：30より岡山プラザホテルにおいて，観月夜間特別例会となっており

ます。お昼の例会はございませんので，お間違えのないようにお願いいたします。
２．次々週９月22日（木）は祝日（秋分の日）で例会はお休みです。９月29日（木）は12：30分より通常例会に

なります。
３．９月24・25日の親睦旅行に参加される方へのご案内は，ご自宅へ郵送いたします。
４．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２名に感謝状が届き，齊藤会長より授与されました。
第２回米山功労者マルチプル

諸國眞太郎 副会長

第１回米山功労者

黒住陽一 米山記念奨学会委員長

委員会報告
●親睦活動委員会　岡﨑秀紀 副委員長
　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。

●国際奉仕委員会　池田博昭 委員長
　本日，例会後１階レストランで国際奉仕委員会を開催します。関係者の方はお集まりください。

●囲碁同好会　大塚学 会員
　９月10日（土）10時よりアークホテル岡山で第１回囲碁同好会が開かれます。ご参加の方はよろしくお願い
いたします。

●広報委員会　松本崇 委員長
 「ロータリーの友」９月号　主要記事のご案内
　（横組み）　・ ロータリー雑誌の仲間達（p9〜）　日本の「ロータリーの友」は1953年創刊，95,000部発行。

英国 ･ アイルランド版が1915年発行で最古。
　　　　　　・RI 指定記事（p15〜）　次回国際大会開催都市（アトランタ）の紹介
　　　　　　・基本的教育と識字率向上・ロータリーの友月間にちなむ活動（p29〜）
　（縦組み）　・ クラブを訪ねて（p9〜）　箱根ロータリークラブの取り組み。ロータリーを通じて世界に発信

できる可能性を発見



囲碁同好会（9/10）
　９月10日（土）アークホテル岡山にて，本年度第
１回目の囲碁同好会が開催されました。今回は応
援に駆けつけてくださった冨岡副幹事，内山隆義
会員も含めて，10名の参加となり大いに盛り上が
りました。和気あいあいと親睦を深めながら，激
しい勝負が行われた結果，優勝は弘中会員，準優
勝は北村同好会会長，３位石井パスト会長となり
ました。北村同好会会長をはじめとする有段者が
わかりやすくご指導しますので，初心者の方もぜ
ひご参加をよろしくお願いします。

●スマイル●
齊藤（博） 今度の日曜日には，米山奨学生の林（イム）君と一緒に米子まで行きます。カウンセラー

の研修と親睦会があるそうなので楽しんできます。
米田 本日は我敬愛する村上代表理事のお話が聞ける事を楽しみにしております。
更井 内山隆義会員の無事復帰をお祝いします。
荒川 本日，私の誕生日です。９月末で定年になりますが，１年間延長になりましたので，も

うしばらく頑張ります。
諸國 内山隆義さん，おかえりなさい。
佐藤 妻の誕生日にすてきな花をありがとうございました。
大西 村上様の卓話楽しみにしています。
若林 村上代表理事をお迎えして。創生会当時，大変お世話になりました。
内山（隆） ①皆様，お久しぶりです。本日，無事復帰することができました。又，このひと月，頸

椎症性脊髄症で入院していました。その節は，井上一先生には大変お世話になりました。
大変ありがとうございました。　②報告が遅れましたが，この度藤岡邸の素晴らしい工
事をさせていただきありがとうございました。建設会社冥利に尽きる作品で，わが社に
とって自慢できるものです。藤岡様大変ありがとうございました。

近藤（典） 東風の会（麻雀同好会）初参加。久し振りの麻雀でした。何と18位（最下位）でした。私と
囲むと上位に行けますよ。賞品の半額をスマイルします。

武 先日，糸島先生に大変お世話になりました。ありがとうございました。
藤原（唯） ９月１日家内の誕生日にきれいな花ありがとうございました。
佐々木 妻の誕生日にプレゼントをいただきありがとうございます。本日，出張にて例会を欠席

いたします。
山下（和） 先日，山陽新聞にベトナム事情についての記事を出していただきました。がんばってい

ます。感謝感謝。
日名 ①横手さん，うちの若い女性が大変お世話になりました。とても喜んでました。　②石井

さん，ありがとうございました。　③内山隆義さん，シャバ復帰おめでとうございます。
貝原 先日めずらしく地元で仕事がありました。今週土曜日からおもちゃ王国でお披露目です。

ちなみに NHK の「ワンワンとうーたん」というキャラクターのふわふわを作りました。
髙山 今週ヤフオクドーム　スーパーボックスで観戦してきました。ヤフオクドームは今年３

回目。先月は広島マツダスタジアムも行きました。野球も相撲も，やはり生で見るのが
いいですね。

 17件　128,000円

S A A 

優勝　弘中会員 準優勝　北村会員 ３位　石井会員



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（9/11）
　９月11日（日）に米子全日空ホテルにおいて開催された，標記の研修会並びに親睦会に参加してきました。
　研修会では公益財団法人ロータリー米山記念奨学会の学務・学友担当の武本泰子氏より「米山記念奨学
事業の醍醐味としての国際奉仕と人材育成」と題しての講和がありました。私は，初めての研修でもあり
非常に勉強になりました。米山記念奨学会については知っているつもりでしたが，研修を受けてほとんど
知らないことばかりでした。たとえば管理費は利子収入で賄っているとか，どのようにして奨学生が選ば
れるとかいったことです。
　また，親睦会では他のクラブの人とも交流ができ，いい一日を過ごせたことをありがたく思っています。
 ［文章提供：齊藤博臣 会長］

フレッシュ会員のためのメークアップ体験（9/14）
　９月14日（水）フレッシュ会員のためのメーク
アップ体験会として岡山ロータリークラブを訪問
しました。近藤聡司出席委員長を筆頭に総勢13名
で参加させていただきました。他クラブの運営で，
例会の席（委員会毎のテーブル）や当クラブに無い
委員会（環境保全・高齢者）など知ることができま
した。また最前列にテーブルをご用意いただくな
ど様々なご配慮を頂き楽しいひとときを過ごす事
ができ，大変有意義なメークアップ体験となりま
した。 ［文章提供：冨谷拓真 会員］

第３回ゴルフ同好会（9/19）
　９月19日（月・祝）岡山カントリークラブ桃の里
コースにてゴルフ同好会第２回例会が開催されま
した。台風の接近により例会開催が危ぶまれた中，
齊藤博臣会長の「自主性を持って，進んで参加し
よう！」をスローガンにメンバー25名が参加して
ゴルフ同好会コンペが行われました。
　スタート時点では青空も見えていましたが，午
後からはあいにくの雨空となり，コース上に水た
まりができるなど最悪のコースコンディションと
なりました。そのような中，見事に優勝されたの
は佐藤英明会員でした。おめでとうございます。
　第３回例会は，10月10日（月・祝）に後楽ゴルフ倶楽部にて開催いたしますので奮って参加お願いします。

（第２回例会） OUT IN GROSS HDCP NET
優勝　佐藤英明 会員 53 49 102 30 72
２位　舟橋弘晃 会員 45 45 90 15 75
３位　荒川謙三 会員 43 46 89 13 76
ＢＧ　佐々木篤 会員 41 47 88 ８ 80
 ［文章提供：影山修司会員・写真提供：末藤達也会員］

優勝　佐藤会員 ２位　舟橋会員 ３位　荒川会員 ＢＧ　佐々木会員



本德　義明 会員訃　報�
（昭和18年３月15日生）

　本德義明会員（第47代会長）は，2016年（平成28年）９月10日（土）ご逝去されまし
た（享年74歳）。生前の御遺徳を偲び，謹んで哀悼の意を表しますと共に，心より
ご冥福をお祈り申し上げます。

（通夜　９月11日（日），告別式　９月12日（月）さくら祭典さくらホール十日市，
喪主　ご令室 靖子様）

●ロータリー歴

・2004年（平成16年）７月８日入会
・2005年〜2006年　国際奉仕委員長
・2010年〜2011年　プログラム委員長
・2011年〜2012年　社会奉仕委員長

・2012年〜2013年　会員増強委員長
・2013年〜2014年　会長エレクト
・2014年〜2015年　会長（第47代）
・2015年〜2016年　ロータリー情報委員長

●ロータリー財団表彰
　大口寄付者，ベネファクター特別功労賞
　マルチプル・ポール・ハリス・フェロー　２回

●米山記念奨学会表彰
　米山功労者　３回

●ガバナー特別賞
　ベストクラス　クラブ会長チャレンジ賞

●弔文
「弔辞」
岡山東ロータリークラブ会長　齊藤博臣
　本德義明パスト会長のご逝去に接し，岡山東ロータリークラブを代表して，謹んでお別れの言葉を申し
上げます。
　本德さんの会長の時には，私は副会長をさせていただきました。そのお蔭で世界大会でシドニーへ行か
せてもらい，またグアムの高校生をクラブで招待をするためにグアムへも一緒に行かせてもらうことがで
きました。それも今となってはいい思い出のひとつとなってしまいました。
　そういったことも含めて，会長としていい年度だった思います。それにしても，パスト会長としてこれ
からいろいろと指導してもらえると思っていた矢先にこのような悲しいお別れとなってしまいました。非
常に残念で仕方ありません。
　最後に，クラブとしてはいろいろたくさんの賞を取られた名誉ある会長であり誇りに思っています。こ
こに深く哀悼の意を表しご冥福をお祈り申し上げます。

「本德義明さんを偲んで」
安藤究真
　会長を終えた，ある秋の例会の時のことでした。「最近，食欲がないし，お腹が張った感じがするから，
済生会へ行くことにした。これ（食事）は手をつけていないから，あなた若いんだから食べなさい。」と食事
のお盆を渡されました。「（６月までの）無理がたたったのかもしれませんね。きちんと調べてきてくださ
い。」これが最後の例会出席でした。そして数週間後，済生会病院に入院したという連絡を受け，飛んでい
きました。「ちょっと腫瘍が見つかってね。まぁ，薬で治るみたいだから。でも，お見舞いに来ていただく
のも（対応が）ちょっとしんどいから，口外しないように。年末家族例会はちょっと無理だなぁ。病院通い
が続くから出席免除の申請をしないといけないから用紙を用意しておいて。あ，そうそう，お見舞いで饅

栄えある「意義ある業績
賞」の受賞



頭をもらってね，食べれないから食べなさい。」と，病室で話し込んでから約９ヶ月。あまりに早すぎ，無
念だったろうと思います。
　よく会長幹事は，夫婦の関係に例えられますが，私たちの場合は，完全に“親子”でした。幹事を受けた
時から，二人で行動し，食事をする機会が増えました。その時はいつも「感謝しないといけない」と仰っ
ていました。春が近づくと，毎日，本德さんの職場（学校）に登校しました。当初，会長テーマは「慈愛」
の予定でした。しかし，PETS を終え，第１回被選理事会の直前に，「石井会長がせっかく流れを作って
くださったんだから，私たちもその流れに乗せていただこう。」ということになり，「明るく楽しいロータ
リー」となりました。「明るく楽しいロータリーを感じてもらえるように段取りと心配りをしなきゃいけな
い」とのことで，親睦旅行の下見も行きました。その時には「燃えろ，激しいロータリーになったなぁ」
と冗談半分に言いながらも，本当に楽しい毎日だったと思います。当該年度の松本ガバナーが益田西 RC 出
身ということもあり，何度も足を運びました。私はゴルフをしませんが，益田へ行く途中にゴルフ場があ
るとのことで，阿部さんと一緒に３人で回らせていただきました。
　事業は，会長が方向性を話し，それを元に各委員長にお願いをする，というスタイルでしたので，私は
調整役だけをしていたのですが，チャーターナイト特別例会の打合せ時，「マグロを積んだ舟に乗って登場
したい」と具体的なことを言われました。貝原親睦委員長，弘中親睦副委員長のご尽力のもと，無事に大
漁舟の出し物がなされ，満面の笑みでマグロへ入刀した瞬間を，冨岡さんがカメラに収めてくれました。
その写真は後日，写真立てに入れて渡したところ，学校の理事長室の机上に飾られることになりました。
　会長年度に着工した「朝日医療大学校」は，今年５月に落成の運びとなり，入院中にもかかわらず，落
成式が開催され，パスト会長と当時の理事役員委員長が招待されました。痩せた身体を隠しつつ，これか
ら事業を頑張るぞ，という挨拶でした。
　まだまだやりたいことがたくさんあったと思います。天国でも，きっと休めないでしょうから，大好き
なゴルフをしながら，時々クラブのことも考えながら，明るく楽しく過ごしてください。
　本当にありがとうございました。深く哀悼の意を表しご冥福をお祈り申し上げます。

国際奉仕事業でベトナムの子ども達とのふれ合い

チャーターナイトでマグロに入刀

市内小学校での点字ブロックの啓蒙活動

親睦活動委員会メンバーと一緒に「サライ」の大合唱

在りし日の故人を偲んで



2016.9.15　第2303例会

観 月 特 別 例 会
（於：岡山プラザホテル）

出席報告
　会員数　96名（内出席免除者18名）
　出席者　80名（内出席免除者出席14名）
　出席率　86.96％（前々回訂正後出席率91.58％）
　ビジター　０名

会長挨拶
　今日は，中秋の名月であります。曇っていてよく月は見えないですが，この会場にはいい月が出ていま
す。中秋の名月は十五夜とも呼ばれていて，昔から諸説はあるのですが，稲の豊作を祈る祭りを行ったこ
とが始まりとされています。今年も岡山にはまだ台風が一度も来なくて豊作になると予想されます。本当
に岡山は災害がなくて，ありがたいことだと思っています。
　今夜は特別例会ということで会員だけではなく，ご夫人も参加されています。本当に感謝申し上げます。
親睦活動委員会がいろいろと工夫を凝らした内容となっていますので，今宵も十分に楽しんで帰ってくだ
さい。

舟橋親睦活動委員長挨拶

齊藤会長挨拶 会場風景

荒川直前会長乾杯 世界の名月を投影した会場



諸國副会長閉会挨拶

「手に手つないで」の大合唱

司会の冨谷会員

サックス奏者の入江様（岡山旭川 RC）

大人の雰囲気を演出

コントに応える佐藤幹事と
齊藤会長ご夫妻

ジャズに聞き入る齊藤会長

地産の奈義牛に舌鼓

髙山 S.A.A. と貝原副 S.A.A. による
サプライズコント

入江修トリオ with 丸岡紀里江によるジャズライブ

お世話になった親睦活動委員会の皆さん



秋の親睦旅行
鹿児島 ･ 知覧の旅（9/24〜25）

　９月24日（土）〜25日（日）に親睦活動委員会事業として「鹿児島・知覧親睦旅行」を行いました。本
年度テーマ「自主性を持って，進んで参加しよう」そのままに，会員33名，会員ご夫人７名の参加を
得て，薩摩の秋を堪能し，親睦を深めました。

［１日目］
　岡山から九州新幹線「みずほ」で鹿児島に到着。城山観光ホテルにて桜島をバックに先ずは記念写
真。同ホテルの中華料理（会長主催昼食会）を堪能した後，バスにて知覧へ。
　先ず知覧特攻平和会館を訪問し，特攻平和観音に全員で献花。その後，平和会館の展示を通して，
若くして沖縄近海へ散った方々の想いに琴線が大きく共鳴しました。その後，知覧武家屋敷を訪れ，
地方武士の工夫や庭に対する情熱や風流な心に触れました。鹿児島への帰りのバス車中では，バスガ
イド歴６ヶ月の新米と言う千秋さんの見事な語りに聞き入りました。
　夕食は，鹿児島で有名な「熊襲亭」にて薩摩料理による大懇親会で盛り上がりました。

特集

城山観光ホテルから美しい桜島を望む

熊襲亭での大懇親会

平和への思いを胸に献花



［２日目］
（観光組）
　城山観光ホテルの露天風呂
からちょうど桜島の山頂から
昇る朝日を堪能後，朝食バイ
キングを楽しみました（錦江湾
の鯛茶漬けは美味でした）。そ
の後，城山展望台から改めて
桜島を堪能した後，市内の維
新ふるさと館にて２年後の大
河ドラマで描かれる予定の西
郷隆盛や薩摩出身の志士につ
いてドラマ「維新への道」な
どを通して学びました。その
後，名勝庭園「仙巌園」を訪
れ，世界遺産に登録された「明治日本の産業革命遺産」の一部「反射炉跡」などを見学，桜島と錦江
湾を借景にした見事なお庭で集合写真を撮った後，園内にある展望レストラン松風軒にて錦江湾に浮
かぶ桜島を楽しみながら，薩摩料理膳をいただきました。その後，バスで霧島神宮を参拝し，川内駅
でゴルフ組と合流後に帰路につき，無事に岡山に戻りました。
 ［文章提供：舟橋弘晃 親睦活動委員長］

（ゴルフ組）
　鹿児島「祁答院ゴルフ倶楽部」で11名
がゴルフを楽しみました。
　名門の素晴らしいリゾートゴルフ場で
摂氏32度を超える中，皆さん元気にプ
レーを終え優勝は近藤聡司会員，準優勝
は北村会員でした。
　知覧特攻記念館の訪問の翌日，現在の
平和な日本でゴルフをプレーできること
に感謝しつつ，報告させていただきま
す。

［ 文章・写真提供：末藤達也 親睦活動副
委員長］ 

（先駆けの熊本組視察）
　鹿児島・知覧親睦旅行に先駆けて，石
井パスト会長をはじめ会員11名で９月23
日に熊本入りしゴルフを楽しみ，翌24日
に熊本城，益城町などの被災された地域
へ視察に行って参りました。特に熊本城
の災害の爪痕は大きく，現在でも水害な
どで被害が進行しており復旧には20年と
も30年とも言われていました。
 ［文章・写真提供：貝原明宏 副 S.A.A.］

名勝庭園「仙巌園」を楽しんだ観光組

祁答院ゴルフ倶楽部でのゴルフ組

被災地視察を行った皆さん


