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▲

本日のプログラム
　「お祝い行事」
　「10月　新聞週間にちなんで」
　土井雅人 会員

▲

10月13日のプログラム
　「バコロド北 RC 短期国際青少年交換プログラム報告」
　高橋知里 様，高橋凛 様
　「10月１日　デザインの日にちなみ」
　　「ディスプレイについて」　松本崇 会員
　　「ロゴマークについて」　大塚学 会員

「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

9月29日のプログラム

　2013年夏から2014年春まで，秀桜基金留学賞にて主にオランダ，イギリスを遊
学してきました。この際に備前焼という焼物を紹介したところ，多くの方が興味
を持ってくれました。しかし，見たり，触れたりする機会はないとのことだった
ので，ぜひそのような機会を作りたいと様々な活動を行ってきました。本日は今
までに行なってきた，３つの事例についてお伝えします。
　まずは，2014年のリサーチプロジェクト“Dishscape of Dutch”では，一週間備
前のプレート皿を無料でレンタルし，その間のその器に乗った料理を撮影しても
らうという試みをしました。オランダ人は何を食べ，どのような食生活を送って
いるのか，見えて来た事をお伝えします。
　次に，英国でのプロジェクト“THE POWER OF BIZEN”について。
　2015年６月に５名の備前の若手作家と共に，作品展示，スライドレクチャー，ワークショップを開催して
きました。この，見て，学べて，感じることのできる企画は，海外展開において大変効果的であったように
思います。特に，ワークショップは作家ならではの交流方法で，意義深かったです。しかし，今後の継続的
な海外展開を考えると，見直さなければならないことが多く，ここで得たことと課題についてお伝えします。
　次に，オランダ／アムステルダムでの MONOJAPN（日本のものだけの展示即売会）に参加した事。ここ
では販売という側面から海外に出てみて，見えてきた課題についてお伝えします。
　最後に今後の展開についてお伝えします。

例会報告（9/29）

出席報告
　会員数　96名（内出席免除者16名）
　出席者　76名（内出席免除者出席12名）
　出席率　82.61％（前々回訂正後出席率93.68％）
　ビジター　０名

お 食 事
幕の内，中華スープ



会長挨拶・報告
　昔から，暑さ寒さも彼岸までと言われていますが，このところ暑い日が続いています。この時期には夏の
疲れが出る頃ですが体調にはお気をつけください。
　観月特別例会では，たくさんの会員及びご夫人のご参加をいただきありがとうございました。今年の観月
特別例会は，大人のムードで生のジャズ演奏でした。照明も暗く，とてもいい例会だったと評判をいただい
ています。
　また，クラブの親睦旅行で九州の鹿児島に行ってきました。とても暑くゴルフ組は大変だったと思いま
す。観光組も移動の度に皆さん暑い暑いと言っておられ，確かに日差しは岡山よりもきつかったと思いま
す。皆さんはさすがに南国の日差しですねと言われていました。知覧の特攻基地見学と武家屋敷は全員で見
学をしましたが，翌日の観光組はゴルフ組と別れて見学に行きました。私は鹿児島２回目でしたが最初の時
は，仕事で行ったので観光はなく泊まったところも天文館のビジネスホテルでした。今回は城山観光ホテル
で目の前に桜島が見えとてもいいところに泊まらせてもらい，いい旅だったと思っています。最後に勤王の
志士が読まれた歌をご紹介させていただきます。

「我が胸の　燃ゆる思ひに比ぶれば　煙はうすし　桜島山」平野国臣（福岡藩士）

委員会報告
●親睦活動委員会　末藤達也 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。

●社会奉仕委員会　大河原喬 委員長
　11月13日（日）岡山後楽園和文化フェスティバル園遊会を開催いたします。当日は多数のご参加をお待ちし
ています。

●探鳥同好会　山田泰照 会員
　10月２日（日）に予定していたタカの渡りの観察会を悪天候予報のため中止いたします。来年また開催しま
すので，その際はご参加をお願いいたします。

リオ2016パラリンピック報告
　日本パラリンピック委員会より，リオ2016年パラリンピック競技大会日本代表
選手団本部役員トレーナーに任命され，９月７日より18日までの12日間ブラジ
ル・リオ ･ デ ･ ジャネイロへ派遣されていた花岡会員より，パラリンピックでの
担当業務について報告がありました。併せて，10年前にトレーナーに任命された
経緯，トレーナーを続けている理由等を交えてパラリンピックについての様々な
情報提供と，東京パラリンピックに向けた決意表明がありました。

●スマイル●
齊藤 森さんようこそいらっしゃいました。９月24・25日と親睦旅行に行ってきました。ご参

加された会員及びご夫人には感謝申し上げます。
鳥居 鹿児島行の親睦旅行では皆さんにお世話になりありがとうございました。

S A A 

幹事報告
１．本日の例会でクールビズは終わりです。10

月より上着ネクタイ着用をお願いします。
２．10月のロータリーレートは，１ドル＝102円

です。
３．他クラブ週報を回覧いたします。

葬儀お礼
　故本德義明パスト会長のご令室靖子様と，親族
代表の本徳誠人様から，生前の厚誼並びに葬儀参
列等に対するお礼のご挨拶がありました。故本德義
明パスト会長のご冥福を心よりお祈りいたします。

ロータリー財団表彰
　ロータリー日本財団よ
り，諸國副会長に第１回
マルチプル・ポール・ハ
リス・フェロー認証ピン
が届き，齊藤会長より授
与されました。

諸國眞太郎 副会長

花岡正敬 会員



横山 鹿児島親睦旅行では，皆さんにお世話になりました。
井上（一） 鹿児島旅行では，会長，親睦活動委員，横手会員に大変お世話になりました。
石井 ①山下和也会員にはお世話になりました。　②第一回囲碁同好会で三位になりました。　③

花岡会員リオ2016パラリンピック本部トレーナーご苦労様でした，2020東京大会では金メ
ダルが獲得できるよう頑張ってください。　④九州親睦旅行では，齊藤会長，藤岡会員，横
手会員にはお世話になりました，ゴルフでは BB 賞がとれました。末藤会員ありがとう。

荒川 先日のゴルフ例会で３位入賞しました。優勝でもなく HD が少なくなったことが残念です。
諸國 ①親睦旅行，今の幸せを改めて考えさせられました。舟橋委員長，委員会のメンバー，

齊藤会長，佐藤幹事ありがとうございました。　②早いもので，岡山第一病院に戻りまし
て20年がたちました。本日地域医療事業功労知事表彰をいただくことになりました。

佐藤 観月例会，親睦旅行と親睦活動委員会の皆様大変お世話になりました。また，たくさんの
ご参加ありがとうございました。ゴルフ同好会，ハンデ30にて優勝させていただきました。

冨岡 先日の親睦旅行，遅れて夜から参加させていただきました。齊藤会長，佐藤幹事，舟橋
委員長をはじめ親睦活動委員会の皆様，そして横手さん，お世話になりました。ありが
とうございました。

村松 先日の親睦旅行では，大変お世話になり，ありがとうございました。平和記念館で献花
の際に齊藤会長が述べられた言葉が今でも胸にグッときています。

舟橋 ①観月特別例会と親睦旅行には多数ご参加いただきありがとうございました。親睦活動
委員会の皆様ご助力お疲れ様でした。ありがとうございました。　②先日のゴルフ同好会
で２位に入賞させていただきました。

大西 森様のスピーチ楽しみにしています。
神田 ①岡山 RC メーキャップでは近藤出席委員長にお世話になりました。　②親睦旅行では齊

藤会長，舟橋親睦活動委員長をはじめ，多くの皆様にお世話になりました。　③この３週
間で多くの出来事があり，写真や原稿で多数のご協力をいただきました。ありがとうご
ざいました。

赤松 本日は，森一朗氏に，備前焼作家としての国際交流の経験を話していただくことになり
ました。11月には，窯出しも見学させていただきます。よろしくお願いいたします。

大河原 齊藤丸と舟橋親睦軍団の鹿児島への２日間の旅，大変楽しくありがとうございました。
池田 ①親睦活動委員会の皆様，観月特別例会の段取りお疲れ様でした。　②花岡会員お帰りな

さい。
石原 ①藤岡さんありがとうございました。サンポ－エンジニアリングの社運隆盛を祈念しま

す。　②花岡さん，テレビ写りがいいですね。　③妻の誕生日に花をいただきありがとう
ございました。

若林 ①藤岡さん，先日は新社屋の落成まことにお目出とうございました。　②鹿児島旅行で
は，親睦活動委員長ほか皆さんに大へんお世話になりました。感謝です。

近藤（聡） ①去る９月14日 岡山ロータリークラブへメーキャップ体験に行ってきました。大変勉強
になりました。参加をして下さった皆様ありがとうございました。　②秋の親睦旅行の有
志コンペで９月23日，25日と連続優勝させていただきました。北村さんをはじめとする
同伴競技者の方々お世話になりました。

松本 親睦旅行楽しかったです。残念ながら翌日早朝に帰岡した為，観光などはあまり出来ま
せんでしたが，家庭不和も回避出来ました。

黒住 旅行で女房がお世話になりました。２日間すべての食事はカップヌードルのみを食べ，
空き容器を食卓に積み重ねておきました。帰ったとき女房は申し分けないと，また家庭
内の立場が強くなりました。

内山（隆） 九州旅行に参加させていただきありがとうございました。久し振りの遠出で多少自信が
つきました。

北村 熊本－鹿児島旅行，大変楽しかったです。関係者の方々ご苦労をおかけしました。あり
がとうございました。近藤聡司会員の連続優勝のお伴ができました。おめでとう！

三垣 ①少し前になりますが，岡山ロータリーにメーキャップに参加させていただきました。
近藤聡司委員長，武さん，福武さんお労れ様でした。　②先日の親睦旅行では，石井パス
ト会長，横手さん，そして舟橋親睦活動委員長はじめ担当の皆様には大変お世話になり
楽しい思い出がたくさんできました。ありがとうございます。

藤原（唯） 藤岡千秋会員，新社屋完成おめでとうございます。大吟醸「千秋照山」おいしかったです。
安藤 親睦旅行では大変お世話になりました。会長，ごちそうさまでした。
横手 ①更井パスト会長，石井パスト会長，齊藤会長，藤岡さんこのたびの親睦旅行でいろい

ろご配慮いただきありがとうございました。　②25年ぶりにカープが優勝しました。
日名 ９月18，19日同窓会コンペで，三垣さん，髙藤さんお世話になりました。あいにくの台

風でしたが，皆喜んで帰ったので，私も鼻高々でした。ありがとうございました。



内山（淳） 鹿児島への親睦旅行では，齊藤会長，佐藤幹事，舟橋親睦活動委員長をはじめ親睦活動
委員会の皆様，横手さんには大変お世話になりました。楽しい旅行をありがとうござい
ました。また前日の熊本でのゴルフでは石井パスト会長にごちそうしていただきまして
ありがとうございました。

浮田 私は特にうれしい事もないのですが，藤岡さんの良いことづくめにあやかりたいです。
藤岡さんおめでとうございます。

藤岡 ①先日の親睦旅行に女房と一緒に参加させていただきました。回復したとはいえ，まだ
足の不自由な女房でしたが，同行の皆様のお力添えにて楽しい旅行ができ感謝しており
ます。最後に親睦活動委員会の皆様本当にありがとうございました。　②先般糸島パスト
会長のお世話で健康診断を受診するよう言われ，９月26，27，28日で全ての検査を終了
できました。加齢のこともあり，何か引っかかると覚悟して臨みましたが，全て問題な
くパスすることができました。持病の糖尿病があり，これは正面から立ち向かい治療し
ます。10月24日から２週間入院します。大腸，胃の内視鏡，ペット，MRI，エコー等し
ました。　③今期８月末の39期決算を無事終えました。

弘中 過日に行われました囲碁同好会で大きなハンデにより優勝させていただきました。あり
がとうございました。

小橋 秋の親睦旅行では，石井パスト会長，齊藤会長，髙山 S.A.A.，藤岡さん，横手さんそし
て多くの方にお世話になりました。旅行中は，お酒の飲みすぎで声がガラガラでした。
楽しい旅行でした。本日は途中退場いたします。すみません。

堀 大河原さん，先日はありがとうございました。先日，古武道祭に行ってきました。大河
原さんの流派，初實剣 理方一流（しょじつけん りかたいちりゅう）大変すてきでした。祭
典の中で，唯一甲冑を付けた演舞で歴史と伝統を感じました。

横田 昨日，日本政策金融公庫岡山支店で，中小企業のための海外展開セミナーでのベトナム
労働法講師を務め，何とか好評に終わりました。安藤様，宮本様，影山様，情報提供感
謝します。

花岡 本日，リオパラリンピックの報告をさせていただきました。2020東京オリパラに向け，
より尽力してまいりますので，引き続き御指導お願いいたします。

宮本 組合始まって最大の１社で29名の実習生が入国しました。菅野さん，山下先輩ご協力あ
りがとうございました。

朝霧 藤岡さん，おいしいお酒をいただきありがとうございました。
事務局一同　　先日の観月夜間例会にはご招待いただきありがとうございました。
貝原 ①先日の観月特別例会では飛入り S.A.A. コントにみなさんお付き合いいただきありがと

うございました。　②鹿児島親睦旅行では昼食，会長ごちそう様でした。また佐藤幹事，
親睦活動委員会のみなさん大変お世話になりました。

髙山 ①観月例会サプライズコントお騒がせしました。　②鹿児島親睦旅行皆さんにお世話にな
りました。

 41件　235,000円

10月の月間行事予定  経済と地域社会の発展月間・米山月間
例 会 行 事 プ ロ グ ラ ム そ の 他 の 行 事
６日通常例会

13日通常例会

20日通常例会
27日通常例会

・お祝い行事
・「10月　新聞週間にちなんで」土井雅人 会員
・「 バコロド北 RC 短期国際青少年交換プログラム

報告」 高橋知里 様，高橋凛 様
・「10月１日　デザインの日にちなみ」
　　「ディスプレイについて」 松本崇 会員
　　「ロゴマークについて」 大塚学 会員
・「後楽園の今昔」 後楽園事務所長　野崎正志 様
・「士業シリーズ」ベンチマーキング的お話
　　「社会保険労務士」 神田豪 会員
　　「司法書士」 朝霧元晴 会員

６日・理事会
　　・第１回指名委員会
　　・第２回 I.D.M.
10日・ゴルフ同好会（後楽 GC）
16日・岡山中央 RC 創立30周年記念式典

20日・第２回指名委員会
　　・第２回クラブフォーラム（18：30〜）
30日・地区大会（境港市航空自衛隊美保基地）

10月の月間メニュー
６日通常例会
13日通常例会

20日通常例会
27日通常例会

・ビーフカレー，サラダ，コーヒー
・ 秋刀魚塩焼き 紅葉卸し スダチ あしらい，小松菜とちりめんじゃこのお浸し，茶碗蒸し，御飯，

味噌汁，漬物
・ステーキ丼，キノコ サラダ，味噌汁，漬物，コーヒー
・（下町メニュー）焼きギョーザ，チャーハン，酢の物，ワカメスープ，デミコーヒー


