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▲

本日のプログラム
　「バコロド北 RC　短期国際青少年交換留学事業における
　事前視察団例会訪問」
　「10月31日 ガス記念日にちなんで」末藤達也 会員
　「11月１日 警備の日にちなんで」堀善直 会員

▲

11月24日のプログラム
　「生き残りをかけた養鶏経営」
　アルム株式会社 代表取締役社長
　荒嶋望 様（岡山岡南 RC）

「クラブ年次総会」
11月10日のプログラム

　クラブ細則第５条第１節に基づくクラブ年次総会が開催され，2017－2018年度 理事・役員の候補者が選
出され，下記の通り承認されました。

2017－2018年度 理事・役員

会長 藤井　一也
会長エレクト 舟橋　弘晃
副会長 藤岡　千秋
幹事 冨岡　正機
副幹事（理事） 内山　　淳
S.A.A. 貝原　明宏
副 S.A.A（理事） 齋藤　信也
直前会長 齊藤　博臣
会計 近藤　典博
会員選考（理事） 糸島　達也

会員増強（理事） 和氣　伸吉
親睦活動（理事） 三垣日出人
プログラム（理事） 大澤　俊哉
会報（理事） 大塚　　学
職業奉仕（理事） 大西　直規
社会奉仕（理事） 渡邊　修司
国際奉仕（理事） 浮田　　實
ロータリー財団（理事） 諸國眞太郎
青少年奉仕（理事） 小橋　雅治

議長　齊藤博臣 会長 藤井一也 次期会長荒川謙三 指名委員長 舟橋弘晃 会長エレクト



「イニシエーションスピーチ」 辻和英 会員

11月10日のプログラム

　歴史と伝統のある岡山東ロータリーに入会させていただいき，丁度一年になり
ます。途中，体調不良で出席がままならず，ご迷惑をおかけしたにもかかわらず，
皆さまより温かいお言葉をかけてくださり深謝申し上げます。
　私には，生まれながらに大きなアザがありまた。そんなことから，親は，野口英
世のようにハンディがあっても人の役に立つようにと“英”の一文字を名前につけ
たそうです。完全に，名前負けしておりますが。浪人生活を経て，岡山大学医学
部に入学させていただき，ソフトテニス部に所属，学生時代に，大先輩である荒
川パスト会長にアザの手術をしていただきました。そのご縁もあり皮膚科に入局
させていただいたのですが，世の中捨てたものでなく，こんな私でもよいと言って
くれる女性が現れ，荒川先生ご夫妻の仲人で結婚式を挙げさせていただきました。
大学院では，免疫学教室で腫瘍免疫を学び，学位を取得後，アメリカメリーランド州にある FDA 附属研究
所に３年間留学いたしました。在米中には，論文ではなく，長男・長女が誕生しました。皮膚科では，アト
ピーなどのアレルギー疾患やメラノーマの腫瘍免疫などを得意としていましたが，野口英世のようにはなれ
ず，８年前に西川原皮膚科を開設しました。まだまだ未熟者で，RC の諸先輩方から，色々とご教示いただ
きながら立派なロータリアンになりたいと思いますので，今後とも何卒よろしくお願いいたします。

例会報告（11/10）

出席報告
　会員数　97名（内出席免除者16名）
　出席者　87名（内出席免除者出席14名）
　出席率　91.58％（前々回訂正後出席率94.74％）
　ビジター　０名

会長挨拶・報告
　皆さんこんにちは，日に日に寒くなってきていますが，如何お過ごしでしょうか。体調管理には気を付
けてください。今週の月曜日は立冬でした。立冬とは初めて冬の気配が現れてくる日で，秋分と冬至の中
間でこの日から立春の前日までが冬となるそうです。
　先日は，地区大会が境港でありました。ご参加された会員の皆様には本当にご苦労様でした。自衛隊の
基地内で行われたので，珍しくはあったのですが，一部の人からは外へ出られなくて不便でしたという声
もありました。
　また，今度の日曜日は園遊会があり，16日からはフリッピンのバコロド北ロータリークラブの人たちが
来られます。いろいろ行事がありますが会員の皆様のご協力をお願い申し上げます。

幹事報告
１．先日行われました地区大会において，ガバナー事務所が鳥取県中部地震の義援金を募りましたとこ

ろ，193,654円集まりました。被害の大きい倉吉地区の３クラブ（倉吉・倉吉東・倉吉中央）に会員数
に応じて分配し，お見舞いとしてお届けしました。との報告がございました。

２．11月13日（日）10：00〜15：00　岡山後楽園において，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。ご参加される予定の方で，入園チケット・お弁当券をもらわれていない方は，大河
原社会奉仕委員長までお知らせください。

３．11月16日（水）18：30〜アークホテル岡山において，バコロド北 RC 短期国際青少年交換留学事業にお
ける事前視察団の歓迎会を開催いたします。出席のご返信がまだの方は事務局までお願いします。

４．他クラブ週報を回覧します。

理事会報告
１．2015-16年度 決算の承認について，承認されました。
２．2017-18年度 理事および役員（案）について，承認されました。
３．新入会員の入会の承認及び委員会配属について，福原弘之会員の入会が理事全員の賛成により承認

され，親睦活動委員会に配属されます。
４．I.M. 全員登録について，承認されました。全員登録になります。登録料は後期会費で集めます。
５．青少年に AED で大切な命を守ることを伝える事業の報告について，承認されました。
６．親睦旅行の報告について，承認されました。

お 食 事
黒豚ミンチのハンバーグステーキ デミグ
ラスソース 温野菜添え，スープ，サラ
ダ，ライス，コーヒー



新入会員入会式
　福原　弘之（ふくはら　ひろゆき）会員
　昭和44年８月２日生まれ
　株式会社フクトヨ　代表取締役
　建築リフォーム工事業
　推薦者：藤井一也 会長エレクト，
　　　　　冨岡正機 副幹事

表彰状伝達式
　10月30日（日）の地区大会本会議で行われた表彰の伝達式が行われました。

＜2015-16年度における地区表彰＞

　・ロータリー財団大口寄付（レベル３）藤岡千秋会員，（レベル２）坪井俊郎パスト会長

委員会報告
●親睦活動委員会　舟橋弘晃 委員長
１． 年末家族特別例会のご案内をポスティングしています。“ロータリーファミリー・ファーストの年末家

族会”ですので，是非ご家族共々ご参加下さい。
２．本日例会終了後瀬戸の間で親睦活動委員会を開きますので，関係者の皆様はご参集下さい。

●社会奉仕委員会　大河原喬 委員長
　皆様の大変なご協力で開催される11月13日園遊会は，天気が良いと見込まれていますから，是非多数の
ご参加をお願いいたします。なお，当日は岡山マラソンが開催されますので，交通規制にご注意の上早め
のご来場をお願いいたします。

●国際奉仕委員会　池田博昭 委員長
　11月15日より17日までバコロド北 RC の皆様が来訪されます。16日18:30よりアークホテル岡山で歓迎会

地区ガバナー感謝状を授与された鳥居パストガバナー

　・ 地区ガバナー感謝状　鳥居滋パストガバナー
（2013年・2016年規定審議会代表議員としての
貢献に対し）

地区表彰を受賞した荒川謙三直前会長

　・ 米山記念奨学会寄付達成クラブ賞　第３位感謝状
　・ 地区目標達成賞（米山記念奨学会　普通寄付5,000

円／人・年，かつ特別寄付10,000円／人・年）
　・ 地区目標達成賞（ロータリー財団　年次基金へ

の寄付において１人当たり150ドル以上達成）

「地区表彰」（R 財団大口寄付レベル３）を受賞した
藤岡千秋会員

「地区表彰」（R 財団大口寄付レベル２）を受賞した
坪井俊郎パスト会長



を開催しますので多数のご参加をお願いします。また17日には７名が例会にも参加されます。英語ができ
る方は特にご参加をお願いいたします。

●写真同好会 写友「輪影」　横手典明 会員
　12月５日（月）の忘年会と来年１月27日〜29日の撮影旅行（上海 ･ 蘇州・周庄）のご案内をポスティングし
ています。是非ご参加下さい。

米山奨学金の授与
　第１例会ですので，齊藤会長より米山奨学生のイム ヒョン ソップさんに11月の奨学金が授与され，イム
さんからお礼のご挨拶がありました。

お祝い行事
会員誕生日　　　横山，大塚，岡本，萱原，西下，森元，齊藤（博），塩見，弘中
会員夫人誕生日　近藤（聡），山本，友野，藤岡，髙藤，森元，高橋，舟橋，池田
結婚記念日　　　 児島（道），和氣，横山，石井，佐々木，冨岡，武，宮本，糸島，近藤（典），福武， 

齋藤（信），坪井（二），石原，山田，仁科，西下

●スマイル●
齊藤（博） 地区大会にご参加された会員の皆様ありがとうございました。又，今度の13日日曜日に

開催される園遊会へご参加される会員の皆様にはよろしくお願いします。
鳥居 先日の地区大会において，EMGA（大口寄付アドバイザー）の任期終了につき感謝状をい

ただきました。この７日からは EMGA メンターを仰せつかりました。今後共ご支援ご協
力の程お願い申し上げます。

横山 満84才の誕生日（11月１日）56回目の結婚記念日（11月３日）を迎えました。結婚記念のお
祝をいただきありがとうございました。

藤井 福原さんのスポンサーをさせていただきます。よろしくお願いいたします。
諸國 福原さん，ご入会おめでとうございます。
佐藤 地区大会たくさんのご参加ありがとうございました。菅野さん，冨岡副幹事お世話にな

りました。福原さんこれからよろしくお願いします。
冨岡 ①先日の地区大会のバスでは，佐藤幹事の代理として，貝原副 S.A.A. とともにお世話を

させていただきました。皆様のご協力のもと，天候にも恵まれ，事故もなく，安全に岡
山に戻りましたことに深く感謝いたします。また菅野さん，お世話になりました。　②福
原弘之（ふくはらひろゆき）新会員，ご入会おめでとうございます。仲間が増え，本当に
うれしい限りです。

池田 11月15日〜17日までバコロド北 RC 短期国際青少年交換留学事業事前視察訪問団が岡山
に来岡されます。16日には，歓迎会をアークホテルで，17日には，例会に出席させてい
ただきます。何卒，御参加の程よろしくお願い申し上げます。

近藤（聡） ①地区大会へ行ってきました（初です！）。齊藤会長，佐藤幹事お疲れ様でした。また冨
岡副幹事，貝原副 S.A.A.，当日バスの中，現地ではお世話になりました！ご苦労さまで
した。　②弊社，11月４日で創立50周年を迎えました。こんな職業でも続くものですね！

阿部 ゴルフ同好会にてベスグロで準優勝となりハンデ８となりました。ますます精進します。
菅野 地区大会で境港へのバスのご利用ありがとうございました。ご参加皆さんのご協力のお

陰で予定通り無事に帰って来れました。特に少し酔っ払っていた佐藤幹事，冨岡副幹事，
貝原副 S.A.A. お世話になりました。ありがとうございました。

和氣 福原さんご入会おめでとうございます。
髙藤 第４回ゴルフ同好会で３位になりました。
藤岡 10月24日から２週間済生会病院に入院し糖尿病，高血圧の教育を受けました。非常に苦

しい思いでしたが，お蔭で正常な生活になりつつあり本当に良かったと思っております。
糸島先生に感謝しております。

小橋 石井パスト会長，昨日はお世話になりました。色々話が出来て良かったです。
朝霧 ６日のゴルフ同好会，たくさんのハンデと同じ組の友野さん，斉藤先生，近藤さんのア

ドバイスのおかげで優勝させていただきました。感謝をこめてスマイルします。
辻 齊藤会長をはじめ皆様には，鳥取の地区大会ではお世話になりました。ありがとうござ

いました。本日イニシエーションスピーチよろしくお願いいたします。
福原 岡山東ロータリークラブに入会させていただき，ありがとうございます。皆様よろしく

お願いいたします。ところで13日は岡山マラソン出場のため失礼ながら園遊会は欠席し
ます。目標タイムをめざして完走してまいります。

貝原 本日入会の福原さんおめでとうございます。同じ年（47才）が増えて心強いです。
髙山 先月の下町定食シリーズ失敗しました。固い冷めた焼ぎょうざ，すみませんでした。今

月24日「下町シリーズ」豚汁定食です。
 20件　113,000円

S A A 



岡山後楽園和文化フェスティバル
園　遊　会（11/13）

　11月13日（日）岡山後楽園にて岡山後楽園和文化フェスティバ
ル園遊会が開催され，第24代岡山きもの文化人の表彰式や，岡
山後楽園内の各施設で様々な和文化に関係する行事が行われま
した。大河原園遊会実行委員長から，秋晴れの絶好の日和のな
か和文化を精一杯楽しんで欲しいとの挨拶。我が岡山東ロータ
リークラブでは園内茂松庵では茶席を，寒翠細響軒では生け花，
観騎亭ではお手玉・カルタなど，東広場では竹馬・けん玉・コ
マ回しなどのコーナーを設け，園内一帯で多彩な催しを繰り広
げて園遊会を盛り上げると共に，留学生や青少年を中心とする
ご招待者に和文化を紹介しました。

和文化フェスティバル園遊会主催者挨拶
　皆さんこんにちは，今日は園遊会においでになりありが
とうございます。先ほど実行委員長より挨拶がありました
が，本日はいい日和となっています。只，岡山マラソンが
行われていて交通規制が引かれています。
　今日の主催者として一言挨拶をさせていただきます。私
たちのロータリークラブはアメリカのシカゴで始まりま
した奉仕団体で，世界中における200以上の国と地域に広
がっています。
　今回の園遊会においても，当クラブの社会奉仕委員会・
国際奉仕委員会・青少年奉仕委員会が主体となって活動を
しています。そのため，近隣の小中学生と外国からの留学生をご招待しております。これら
の招待者に後楽園を知ってもらういい機会になればと思っています。
　本日，ご参集の皆様には後楽園を楽しんでお帰り下されば幸いに存じます。

＜各会場と行事＞

能舞台上で挨拶を行う齊藤会長

特集

●後楽園案内ツアー
　担　当　者　大河原喬 社会奉仕委員長
　催 事 内 容　 後楽園の意味 ･ 範囲・成り立ち

などについて会員に説明

●茂松庵
　担当責任者　渡邊修司 社会奉仕委員
　催 事 内 容　 茶席（１回40名をご案内し，５

回開催。計200名ご招待）

大河原園遊会実行委員長挨拶

後楽園案内ツアーに参加の皆さん 大盛況の茶席



●寒翠細響軒
　担当責任者　冨山直司 国際奉仕副委員長
　催 事 内 容　 生け花教室（１回６名をご案し，

５回開催。計30名ご招待）

●会場誘導
　担当責任者　舟橋弘晃 親睦活動委員長

●東広場　
　担当責任者　小橋雅治 青少年奉仕副委員長
　催 事 内 容　竹馬 ･ けん玉・コマ回し他  

●観騎亭
　担当責任者　石原彰二 青少年奉仕委員長
　催 事 内 容　百人一首 ･ お手玉・カルタ

●廉池軒（本部・ロータリーサロン）
　廉池軒責任者　池田博昭 国際奉仕委員長

生け花に挑戦する鳥居パストガバナーと横田会員

会場案内をする舟橋親睦委員長 会員昼食 ･ 休憩・打合せに活用

和文化フェスティバル園遊会に参加の皆さん

お手玉を楽しむ子どもたち


