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▲

本日のプログラム
　「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）

▲

12月１日のプログラム
　「お祝い行事」
　「地域金融について」山本督憲 会員

「�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」

11月17日のプログラム

　国際奉仕委員会のプログラムである短期国際青少年交換
留学事業で我が岡山東 RC が来年５月に受け入れを予定し
ている留学生の受入体制視察のため，バコロド北 RC の事
前視察団７名が例会訪問をしました。例会では両国の国歌
斉唱に始まり，バナー交換，フィリピン共和国の紹介等を
通じ，親交を深めました。
　視察団は11月15日に来日し，瀬戸大橋・倉敷観光，リサ
イクル施設の見学，留学先である岡山外語学院視察，アー
クホテル岡山で開催された歓迎会出席，翌日は岡山城・岡
山後楽園観光，そして例会参加と盛り沢山の行事をこなさ
れました。また岡山東 RC メンバーとの交流を通じて日本
や岡山が好きになったとの感想をいただきました。

「11月１日�警備の日にちなんで」 堀　善直 会員

11月17日のプログラム

　11月１日の警備の日ということで，警備業についてのお話をさせていただきまし
た。
　まず，警備業の歴史について，警備業の起源，日本においての警備業の変遷に
ついて，三億円事件，阪神大震災・東日本大震災・明石花火大会事故等の警備業
に大きな影響を与えた事件事故に加えて，時代背景を交えたお話をさせていただ
きました。
　続いて，法律で定められている警備業の種類について説明させていただきまし

齊藤会長とアラン会長によるバナー交換



た。皆さんが思い浮かべる警備業務という大きな枠の中で実はそれが，法律で１号業務から４号業務に分け
られ更には，各号業務によりその業務が細分化され，業務毎によりそれぞれに資格がいる場合があるという
ことをご承知いただけたと思います。
　更には，現在における新たな警備業務及び最新の警備システムとその現状について説明させていただきま
した。
　2020年に東京オリンピックを迎えるにあたってのテロ対策用の警備システム。有害鳥獣に対する警備シス
テム。ドローンによる警備，ドローンの侵入に対する警備等昨今の時代背景に伴い，警備業務の範囲が拡大
している等々を説明させていただきました。
　最後に，最新システムは警備業に欠かせないアイテムであり，今後もその活用範囲が拡大されていくもの
の，しっかりとした訓練・教育をされた警備員が時代に影響されることなく警備業の根幹を担っているとい
うお話で締めさせていただきました。

「10月31日�ガス記念日にちなんで」 末藤達也 会員

11月17日のプログラム

　10月31日はガス記念日です（という事実は私も卓話の依頼をいただいて始めて
知った次第ですが），1872年10月31日に横浜市の大江橋から馬車道・本町通りにか
けて十数本のガス灯が灯ったことを記念するものです。
　また，10月10日は LP ガスの日です。昭和39年（1964年）10月10日に東京オリン
ピックが開催された際，メイン会場の国立競技場の聖火が LP ガス（プロパンガス）
で点火されたためです。また数字の「10」と「10」が火で調理をしているときの
音「ジュージュー」と読めることで制定されました。
　岡山市内にもいくつかガス灯がありますが，中国銀行本店前にありますのは私
が若かりし頃設置したものです。中国銀行様ありがとうございます。最近のガス器具で一番家庭で馴染みが
あるのが，エコジョーズだと思いますが，これは熱効率が95％まで高まっており，大変効率の良い給湯器で
す。またガスを利用した家庭用燃料電池であるエネファームも是非知っていただきたい商品です。
　また，最近のガス管は地震などにも大変強い仕組みになっていますので，是非そのことを知って取り替え
の際の参考にしていただきたいと思います。経済産業省も古くなったガス管の更新を促進していますし，省
エネ設備の投資に対する補助金など国の支援策もありますので，興味がある方は是非お声かけください。

例会報告（11/17）

出席報告
　会員数　97名（内出席免除者16名）
　出席者　82名（内出席免除者出席14名）
　出席率　86.32％（前々回訂正後出席率91.49％）
　ビジター　０名

会長挨拶・報告
　皆さんこんにちは。またバコロド北 RC の皆様ようこそいらっしゃいました。昨日は瀬戸大橋・大原美術
館・平林金属の工場見学・岡山外語学院の下見と大変な強行軍でしたがお疲れはないでしょうか。私は今
日で66回目目の誕生日を迎えて昨日の強行軍は正直にきつかったです。今日は朝早くから後楽園と岡山城
の見学をなさって来られてのことですが体調管理には気を付けてください。
　また，先日の13日には後楽園で園遊会があり，たくさんの会員の方々が応援に駆け付けてくださり，本
当にありがとうございました。自画自賛になりますが本当にいい企画だったと思っています。大河原委員
長をはじめとしてたくさんの奉仕委員会のメンバーの方の下準備の賜物でした。

お 食 事
幕の内，中華スープ



幹事報告
１．11月13日（日）の岡山後楽園和文化フェスティバル園遊会にはたくさんの会員皆様にご協力いただき，

ありがとうございました。お陰様で盛会のうちに終わることができました。
２．11月15日に来岡されました，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皆様

が本日例会後，岡山をたち，京都に向かわれます。
３．『2015-16年度　地区活動報告書』が届きましたので，ポスティングしております。
４．他クラブ週報を回覧いたします。

委員会報告
●社会奉仕委員会　大河原 喬 委員長
　11月13日（日）は天候に恵まれ，留学生や子どもに沢山の和文化の紹介ができ，園遊会は大成功でした。
報告及びご協力いただいた皆様にお礼を申し上げます。

●スマイル●
齊藤（博） バコロド北 RC の皆様ようこそいらっしゃいました。私事ですが本日は私の66回目の誕

生日です。これまで病気らしい病気をしたこともなく健康に生んでくれた天国の両親に
感謝です。

坪井（俊） S.A.A. に協力！
井上（一） 後楽園での園遊会ご苦労さんでした。孫にコマ廻しを教えることができました。
石井 フィリピン バコロド北ロータリー アラン会長はじめ多数お越しいただきありがとうござ

います。楽しい旅行を祈念します。
藤井 ①年次総会において理事・役員のご承認ありがとうございます。　②バコロド北 RC の皆

様，ようこそ。昨日はお疲れ様でした。大橋ヒロミさんの英語の発音にビックリしまし
た。１年間の留学の成果ですネ。

佐藤 ① Welcome to OKAYAMA, And member of Rotary Club of バコロド ノース。　②園遊
会では大河原社会奉仕委員長，池田国際奉仕委員長，石原青少年奉仕委員長をはじめ多
くの会員にご参加ご協力をいただきありがとうございました。

冨岡 先日，岡山東税務署より税務署長納税表彰をいただきました。税金の正しい知識を知る
ことが，最も賢い納税に繋がります。ひな壇の３人にて，いつでも租税教室を行います
のでお気軽にご相談ください。

村松 先日の園遊会に出席できず申し訳ございませんでした。後楽園には居たのですが…↓
赤松 バコロド北ロータリーのみなさま岡山にようこそ！
大河原 過日後楽園園遊会が齊藤会長のもとで実施され，岡山東ロータリー皆様の多大な御協力

で成功裡に終ることが出来ました。本当にありがとうございました。
大西 ①園遊会では皆様ごくろう様でした。②舟橋委員長へ　学生たちへの講義はやや緊張し

ましたが，私自身の自己啓発にもつながりました。ひさびさに「清心さ」を感じた一日
でした。

池田 Welcome to Okayama RC of バコロドノースメンバーズ。又，この度バコロド北ロータ
リークラブの訪問団受入れでは皆様に御協力いただき誠にありがとうございました。本
日例会終了後京都へ向かわれます。皆様お見送りもよろしくお願い申し上げます。

内山（隆） ①糸島先生大変お世話になりました。おかげで大変明るくなりました。　②内山淳様大変
お世話になりました。

近藤（典） ①岡山和文化フェスティバル園遊会大変お世話になりました。　②第24代岡山きもの文化
人，山陽新聞に大きく取り上げていただき選考委員長として感謝しております。　③43回
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目の結婚記念日11月11日においしい果物をいただきました。
三垣 ①先日の園遊会お疲れ様でした。　②本日東風の会参加の皆様，よろしくお願いします。
塩見 遅くなり申し訳ありません。納涼特別例会，観月特別例会では大変お世話になりました。

又，誕生日お祝いをいただき，ありがとうございました。
世良 S.A.A. に協力します。
友野 妻の誕生日に綺麗なプリザーブドフラワーが齊藤会長より自宅へ届きました，長持ちす

るようなので玄関へ飾らせてもらっています。ありがとうございました。
高橋 バコロド北ロータリークラブのアラン会長はじめメンバーの皆様，岡山東ロータリーク

ラブへようこそ！！　President Mr. Alan and Bacold north RC members, Thank you for 
come to our Okayama east RC. I was very glad.

大橋 バコロド北ロータリークラブの皆様ようこそ岡山へ
勘藤 バコロド北 RC の皆さま，昨日の歓迎会は大変楽しいパーティーとなり本当にありがと

うございました。Thank you very much. Hope to see you again. And have a nice trip. 合
掌

仁科 ①結婚記念日お祝ありがとうございます。　②先日の園遊会，マラソンの為遅刻して申し
訳ありません。楽しませていただきました。

大澤 皆様の承認をいただき次年度プログラム委員長を努めさせていただきます。ありがとう
ございます。皆様の貴重な時間を有意義に過していただけるよう考えてまいります。よ
ろしくお願いいたします。

弘中 ①お誕生日の祝いをいただきありがとうございます。　②髙山 S.A.A.，ありがとうござい
ました。来年もよろしくお願いします。　③昨日は歓迎会にて皆様にご利用いただきあり
がとうございました。

小橋 先日の総会にて次年度青少年奉仕委員長のご承認いただき，誠にありがとうございまし
た。精一杯頑張ります。

堀 今日は，記念日シリーズと言う事で警備業の話をさせていただきます。お聞きぐるしい
点があるかもしれませんが，ご容赦ください。

福原 みな様園遊会おつかれ様でした。私は失礼しておかやまマラソンに出場させていただき，
なんとか完走することができました。今週末の20日も神戸マラソンに出場します。完走
できるようがんばります。

 27件　154,000円

麻雀同好会「東風の会」第２回競技会（11/17）
　11月17日（木），ロイヤルマージャンク
ラブにて本年度第２回競技会が開催され
ました。凄腕の17名による，熱戦のなか
に，笑いがたえず，終始和やかな雰囲気
で親睦を深めることできました。齊藤会
長の誕生日当日開催を記念して用意され
た副賞が優勝した佐々木会員に贈呈され
ました。
 ［文章・写真提供：佐藤英明 会員］
優勝　佐々木篤 会員
２位　山田泰照 会員
３位　更井正人 パスト会長
ＢＢ　舟橋弘晃 会員



来年５月の交換留学生受け入れ先を視察

●岡山外語学院視察（16日） ●�本年７月岡山東 RC より派遣した２名の短期国
際青少年交換学生を受け入れていただいたバコ
ロド北RCに対し感謝状贈呈

齊藤会長他20名でお出迎え（午後10時10分岡山駅にて） 巨大な瀬戸大橋と多島美に驚く（与島にて）

●お出迎え（15日） ●瀬戸大橋観光（16日）

大原美術館鑑賞と倉敷美観地区の町並み散策 高品質な原料を生み出すリサイクルファーム見学

●倉敷観光（16日） ●平林金属御津工場の訪問（16日）

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受け入れ（11/15〜17）



集合写真

●岡山後楽園と岡山城見学（17日）
　日本三大名園の庭園美と，雄大な岡山城を観
て，日本の文化に触れました。

●お見送り（17日）（午後３時岡山駅にて）
　池田国際奉仕委員長他多数の会員で見送りました。

●歓迎会（16日）
　岡山東 RC 会員51名，バコロド北 RC７名が参加
し，アークホテル岡山にて歓迎会が開催されました。
齊藤会長とバコロド北 RC アラン会長の挨拶の後，
感謝状の贈呈等歓迎の催しが行われ，祝宴では，荒
川直前会長令夫人智子様と坂本千明様による琴の演
奏でおもてなしをし，続いてカラオケで大いに盛り
上がりました。最後に諸國副会長の日本語及び英語
による閉会の挨拶で，参加メンバーの記憶に残る国
際色豊かな歓迎会の幕を閉じました。 齊藤会長挨拶 アラン会長挨拶

琴の演奏でおもてなし 歓迎会の会場


