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▲

本日のプログラム
　「岡山後楽園の今昔」
　岡山県 後楽園事務所長　野崎正志 様

▲

10月27日のプログラム
　「社会保険労務士の業務」
　神田豪 会員
　「司法書士の今とこれから」
　朝霧元晴 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・高橋凜 様

10月13日のプログラム

　岡山東 RC 国際奉仕委員会の事業として，フィリピ
ンバコロド北 RC との短期国際青少年交換留学事業に
参加させていただきました。７月24日に岡山東 RC の
方たちに見送られ岡山駅を出発した私たちは，約12
時間かけてフィリピン共和国のバコロド市に到着し
ました。滞在期間中には，岡山東 RC の親善大使とし
てバコロド北 RC の例会に出席し，岡山県の PR や目
録，バッチ，バナーの進呈をしました。その他，献血
のお手伝い，子供達への支援活動や日本語学校の先生
など貴重なボランティア経験をさせていただきました。
ホームステイ先である会長のアランさん，パスト会長
のジュンジュンさんの家族は，私たちを本当の家族のように受け入れてくださり，毎日の学校への送り迎
えや日常生活を支えてくださいました。私たちが通ったデ・ラサール大学付属語学学校は，大学生と留学
生が入り混じったキャンパスでたくさんの友達と国際交流もできました。英語学習は，月〜金マンツーマ
ンレッスンが４時間，グループレッスンが２時間あり計６時間勉強に費やします。特にグループレッスン
では，美術館や映画館，近隣の名所を巡るというプログラムもあり，様々なフィリピン文化にふれあうこ
とができました。最後の夜には，バコロド北 RC の方がお別れパーティーを開いてくれ，その際のスピーチ
では皆さんに対する感謝の気持ちがあふれ涙が止まらなかったです。たくさんの思い出を作った私たちは
８月23日帰岡しました。岡山駅には夜遅くにも関わらず岡山東 RC の方々が出迎えてくださり，途中体調
不良などで多大な心配をお掛けしましたので，元気な姿で無事を報告できて本当に嬉しい気持ちでいっぱ
いでした。私たちが海外で安心して留学生活が送れるようたくさんの方の支えがありましたことに感謝し，
心よりお礼申し上げます。岡山東 RC の皆様本当にありがとうございました。



「ディスプレイについて」 松本崇 会員

10月13日のプログラム

　ディスプレイやサイン（看板）は不特定多数の方が目にします。それに加え，歩
きながら，または車を運転しながら等，止まっていない状況で見る場合も多いで
す。
　歩行者が目を動かしている範囲は水平方向に約20度，垂直方向で15度と言われ
ています。それ以外の範囲は目に入っているという状況で，何かあるということ
は分かってもはっきりと認識はされない状態です。また，人の目は１ヵ所にじっ
としていることは難しく，１ヵ所にとどまる時間は意識しない限り0.3秒といわれ
ています。0.3秒で読むことが出来る文字数は日本語で15文字程度。このようなこ
とを考えると，屋外サインは特に，シンプルなデザインが適していると言えます。
　さらに「色」はとても重要になってきます。色合いのことである「色相」，明るさの「明度」，鮮やかさ
の「彩度」というものがあります。この三つをどう組み合わせるかによって，人の目がひきつけられ，的
確に発信できるかが決まってきます。目立つ色使いのポイントは，背景の色と文字に明度差（色の明るさの
差）をつけること，さらに黄色やオレンジ，赤といった暖色系の色を使うことです。
　この他にも看板やディスプレイは，周辺の景観，照明等に関しても考えてデザインします。街にたくさ
ん看板・ディスプレイはありますので，これから街を歩いたりするときは，割と楽しく歩けると思います
ので，是非注目してみてください。

「ロゴマークについて」 大塚学 会員

10月13日のプログラム

　デザインの日にちなんで，ロゴマークについてのお話をしたいと思います。
　ロゴマークとは，辞書によると「企業やブランドのイメージを印象づけるよう
に，ロゴタイプやマークを組み合わせて図案化したもの」と書かれています。つ
まり，ロゴマークとは，見た人が，企業等のイメージを印象的に受け取れるもの
ということです。ちなみに，ロゴマークという言葉は和製英語で，海外では通用
しません。
　ロゴマークの役割は，『どんなことをしている会社なのか？』といった企業その
もののイメージを相手に伝えることです。経営理念やポリシー，ビジョンなどの
思いが，デザインとして表現されている物がロゴです。いわば会社の顔であり，
象徴なのがロゴマークというわけです。
　そんなロゴの意味や由来，そこに込められた思いを知ると，意外な発見があったりします。例えば，
amazon のロゴには「a」から「z」にかけてオレンジ色の矢印が描かれていますが，これは「A から Z まで
何でも揃う」ということを表しています。またアーチ型の矢印には，顧客の満足した笑顔が表現されてい
ます。また国際宅急便の FedEx のロゴは「E」と「x」の間の隙間に「→」（矢印）の形が隠されています。
これはスピードや会社の先見性などを表しています。
　生活の中でいろいろなロゴを見かけますが，ロゴに隠された意味を調べてみるのも面白いものです。

例会報告（10/13）

出席報告
　会員数　96名（内出席免除者16名）
　出席者　74名（内出席免除者出席13名）
　出席率　79.57％（前々回訂正後出席率93.48％）
　ビジター　２名

会長挨拶・報告
　皆さんこんにちは，10月に入っても暑い日が続いていましたが，やっと涼しくなり秋らしくなってまい
りました。
　旧暦の10月は神無月といって神社に神様が居られなくなる月です。最近では新暦の10月を指すことが多
くなってきました。では，神様はどこに行かれたのかというと出雲です。だから出雲地方は神在月と申し

お 食 事
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



ます。この旧暦の10月は神迎神事・神迎祭が出雲大社で行われます。大社から西方１km の稲佐の浜に弁天
島がありそこに神様をお迎えして大社までお連れする神事です。私は３年前にこの神事に行かせもらいま
した。大変厳かな神事でした。

幹事報告
クラブ週報を回覧いたします。

委員会報告
●国際奉仕委員会　冨山直司 副委員長
　11月16日（水）にバコロド北 RC 短期留学事前視察団の歓迎会を開催します。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。

●スマイル●
齊藤（博） 今日は S.A.A. がお休みで副 S.A.A. にスマイルを発表していただきます。所謂スマイルデ

ビューです。貝原さん！はりきって発表して下さい。
木村（岡山市東区体育協会連合会）
 本日は AED を寄贈いただきありがとうございます。有効に使わせていただきます。
岡崎（岡山 RC 幹事）・岸本（岡山 RC 出席委員長）
 先日は岡山 RC の例会にご来訪いただきありがとうございました。来月は岡山 RC からお

邪魔させていただきますので，よろしくお願いいたします。
糸島 家内が先日のゴルフ例会で優勝しました。皆様のお世話になりました。ありがとうござ

いました。
西本 ①石原青少年奉仕委員長，この度 AED を色々お世話になりました。いつでもメーカーが

ご説明にご訪問いたします。　②和氣会員増強委員，この度新設オープンおめでとうござ
います。いつもお世話になっています。

石井 スポンサークラブの岡山 RC の岡崎幹事，岸本出席委員長ようこそお越し下さいました。
藤井 貝原副 S.A.A.，初予行演習頑張って下さい。岡山 RC 岡崎さん，岸本さん，ようこそ。
諸國 本日は，日本脈管学会の総会でシンポジウムの発表があるため欠席します。
佐藤 岡山市東区体育協会連合会 木村会長，秋山理事，岡山 RC 岡崎幹事，岸本出席委員長，

ROTEX 大橋様，交換留学生 高橋知里さん，高橋凜さん，ようこそ東 RC へ。９月18日
付日経新聞にて舟橋親睦活動委員長の不妊治療についてのコメントが掲載されてました
ので報告します。

冨岡 岡山市東区体育協会連合会会長 木村龍彦様，理事 秋山満様，岡山 RC 幹事 岡崎正裕様，
出席委員長 岸本浩二様，ROTEX 大橋啓美様，岡山東 RC 短期国際青少年交換留学生 高
橋知里様，高橋凜様，ようこそお越しいただきました。また，髙山眞司 S.A.A. の代理と

S A A 

メーキャップのお礼
　岡山ロータリークラブから岡崎正裕幹事と岸本
浩二出席委員長が来訪され，岡崎幹事より９月14
日（水）に当クラブの事業として行った「フレッ
シュ会員のためのメークアップ体験」による訪問
に対するお礼のご挨拶をいただきました。

AED贈呈式
　我が岡山東 RC が実施した国際ロータリー第
2690地区ロータリー財団補助金事業，「青少年に
AED で大切な命を守ることを伝える事業」の一環
として，岡山市東区体育協会連合会に AED を贈
呈しました。連合会会長木村龍彦様と理事の秋山
満様にご来訪いただき，木村会長様よりお礼の挨
拶がありました。



岡山中央ロータリークラブ創立30周年記念式典（10/16）
　10月16日（日）ホテルグランヴィア岡山にて「岡
山中央ロータリークラブ創立30周年記念式典」が
開催され，鳥居パストガバナー，齊藤会長，幹事
佐藤が参加してまいりました。総勢約134名の参加
者を迎えられ，山下会長のご挨拶にはじまり，式
典及び懇親会が行われました。姉妹縁組をされて
いるタリーロータリークラブ（オーストラリア）及
び台湾土城中央扶輪社（台湾）から参加があり国際
色豊かな盛大な記念式典が行われました。
　また，記念式典に先立ちまして，記念講演とし
て，九州大学大学院教授 黒木先生の「日本人の心
の深層」と題した講演，記念演奏会として，ヴァイオリンとピアノによる演奏会も開催され素敵な午後の
時間を過ごすことができました。 ［文章・写真提供：佐藤英明 幹事］

して，S.A.A. 行事のお役目 貝原明宏副 S.A.A.，よろしくお願いいたします。
舟橋 もうだいぶん前になりますが，私共の生殖補助技術者養成の取り組みが日本経済新聞の

全国版で紹介いただきました。職業奉仕でも益々精進させていただきたいと存じます。
大西 高橋知里さん，凜さんの留学報告楽しみにしています。
石原 岡山市東区体育協会連合会 木村会長，秋山理事，今日はよろしくお願いします。
近藤（聡） ①岡崎幹事，岸本出席委員長，岡山東 RC へようこそ !!　この間はお世話になりました。

髙山先輩に恥をかかせない様，しっかりスマイルをして帰って下さいませませ！　②高
橋知里ちゃん，凜ちゃん，今日は頑張ってネ !!

松本 本日，卓話をさせていただきます。大変緊張しております。どうぞよろしくお願いします。
白髭 10月，夫婦の誕生祝い，結婚記念祝いをいただきありがとうございました。
北村 先日のゴルフ同好会の月例で入会以来初めてベスグロ賞をいただきました。
三垣 木村さんようこそ。岡崎さん，岸本さん，先日はお世話になりました。
藤原（唯） 10月10日のゴルフコンペが最悪で，一緒にまわった藤岡先輩，末藤さん，斉藤良仁さん

に大変ご迷惑をおかけしました。特に藤岡先輩は自分のゴルフはそっちのけで私をサ
ポートして下さいました。尊敬，尊敬，尊敬，尊敬，又，感謝，感謝，感謝，感謝の一
言です。

根木 ①東区体育協会連合会 木村会長，秋山理事をお迎えして。　②岡山ロータリークラブ 岡
崎幹事ようこそ。

福武 岡山 RC 岡崎幹事，岸本出席委員長，ようこそお越し下さいました。
高橋 本日，娘達がバコロド北ロータリークラブ短期留学のご報告をさせていただきます。よ

ろしくお願いします。
大橋 本日は姪子の大橋ひろみが高橋姉妹の話を聞きたいと言うことで出席させていただいて

ます。よろしくお願い申し上げます。
山下（和） ①誕生日のお祝いありがとうございます。先日のゴルフ同好会に参加して，違和感があ

りますが無事まわれました。糸島先生の奥様が優勝され万々歳です。感謝感謝。　②木村
さんようこそ。西大寺活性化にご尽力を願います。

齋藤（信） 妻の誕生日にすてきなお花をありがとうございました。
弘中 先日も皆様に当ホテルをご利用いただき誠にありがとうございました。
末藤 岡山ロータリークラブ岡崎幹事，岸本出席委員長，ようこそおいで下さいました。また，

岡崎幹事には日々，日頃よりお世話になっております。感謝申し上げます。
大塚 本日，卓話をさせていただきます。気合いを入れるためにヒゲを剃ってきました。よろ

しくお願いします。
影山 10月９日に長男に長男が誕生しました。これで孫３人のおじいちゃんになりました。少

し落ち着くようにします。
冨谷 先日のゴルフ同好会第３回例会で準優勝させていただきました。当日は眞殿会員，児島

道浩会員，近藤聡司委員長ありがとうございました。
貝原 本日，髙山 S.A.A. の代理で初めてスマイル発表をさせていただきました。いい練習にな

りました。
 32件　188,000円


