
2016.12.15　第2314例会� No.2166

▲

本日のプログラム
　「約半年を経過して・・・雑感」
　米山奨学生　イム ヒョン ソップ 様
　「イニシエーションスピーチ」冨谷拓真 会員

▲

12月22日のプログラム
　「年末家族特別例会」
　（於　岡山プラザホテル）

「がんばれ中小企業　―岡山県産業振興財団の紹介―」
岡山県産業振興財団 顧問

青井賢平 様

12月8日のプログラム

　昭和61年，岡山県を含め我が国の開廃業率が逆転して以来，約30年間，開業が
廃業を上回った年はなく，現在も産業の空洞化が続いている。（現在：全国開業率
4.6％，廃業率6.1％　岡山県開業率3.9％，廃業率5.4％）
　このため，各地において外発的施策として企業誘致，観光客の増加対策，内発
的施策として新規創業支援，既存中小企業育成支援を行っているものの，県内中
小企業者数は平成26年約55,000社（毎年500社減）まで減少し，県の産業を支える屋
台骨が弱体化されている。
　この中にあって，平成13年に発足した（公財）岡山県産業振興財団の持つ中小企
業支援の役割は一層重要なものとなっている。
　よろず相談・創業支援・人材育成・技術支援・研究開発支援・取引支援・経営改善・再生支援・Ｍ＆Ａ支
援とゆりかごからオペレーションまで“企業の病院”として，約160名の職員が“人と企業を大切に！！”“　頑
張る中小企業の応援団”として利用されている。
　また，現在有効求人倍率が全国第３位　1.76倍と高い中にあって，企業の求めるプロフェッショナル人材
の紹介も活発に行っている。
　県内中小企業の皆さん，岡山県産業振興財団を活用し，将来の道を開いてもらいたい。

例会報告（12/8）

出席報告
　会員数　97名（内出席免除者16名）
　出席者　77名（内出席免除者出席12名）
　出席率　82.80％（前々回訂正後出席率90.53％）
　ビジター　11名

会長挨拶・報告
　皆さんこんにちは，寒さも厳しくなってきました。如何お過ごしでしょうか。
　今日12月８日は昭和16年に大日本帝国海軍の連合艦隊が真珠湾を攻撃して太平洋戦争が始まった日であ

お 食 事
吹き寄せ丼（鮪，サーモン，鰆タタキ，烏
賊），赤だし，漬物，デミコーヒー



ります。今月の26日，27日に安部総理大臣が真珠湾を訪問し慰霊の後，オバマ大統領と会談をすることと
なっています。二度とこのような戦争はしなくなるような世の中になって欲しいものです。

幹事報告
１．本日例会終了後，鷲羽の間にて，第３回クラブフォーラムの打ち合わせをいたしますので，関係各

位はご参集ください。
２．他クラブ週報を回覧いたします。

岡山備南RCメークアップツアー受け入れ
　岡山備南ロータリークラブより，会長 上原和成様，副会長 犬
飼泰助様，幹事 吉永敏貴様をはじめ10名の皆様がメークアップに
お越しいただき，上原会長様よりご挨拶をいただきました。

委員会報告
●親睦活動委員会　末藤達也 副委員長
　来年１月19日（火）18：30よりアークホテル岡山で開催の新年特別例会のご案内をポスティングしていま
す。ご多用の時期ではございますが，是非ご参加下さい。

●会報委員会　神田　豪 委員長
　本日配布の会報の写友「輪影」忘年会記事中に新春撮影旅行のご案内を記載しています。申込み締め切
りは１月８日となっておりますが，正しくは本日12月８日です。まだ申込みをされていない参加希望者の
方は本日中に写友「輪影」武幹事までお申し出下さい。

●職業奉仕委員会　赤松興一 委員長
　先日の備前焼窯出しの見学では34名ものご参加をいただき，ありがとうございました。

退会のご挨拶
　花岡正敬会員が職場及び生活の拠点を東京へ移され，12月末日
で退会することに伴い，ご挨拶がありました。今後のご活躍をお
祈り申し上げます。

●スマイル●
齊藤（博） 岡山備南ロータリークラブの皆様ようこそいらっしゃいました。歓迎します。尚，青少

年奉仕委員長の恩田様は私と同期の幹事です。
上原（岡山備南 RC 会長）　　本日はお招きいただきありがとうございます。少しの時間お世話になり

ます。
若林（岡山備南 RC パスト会長）　　岡山備南からメークアップ返しにこさせていただきました。多く

の知り合いに再会できました。
坂川（岡山備南 RC パスト会長）　　メークアップお世話になります。
犬飼（岡山備南 RC 副会長）　　今日は10名で参加いたしました。今後共よろしくお願いいたします。
吉永（岡山備南 RC 幹事）　　本日はお世話になります。よろしくお願いいたします。佐藤幹事様，今

後共よろしくお願いします。あと半年ちょっとお互い頑張りましょう。
貝原（岡山備南 RC）　　先日は大勢の皆様にお越しいただきありがとうございました。本日は，真に

少数メンバーではありますがお伺いいたしました。よろしくお願い申し上げます。
高旗・山﨑・恩田（岡山備南 RC）　　先日はメークアップにお越しいただきありがとうございまし

た。本日はお世話になります。高旗さん，山﨑さんは初メークアップです。よろしくお
願いいたします。

河口（岡山備南 RC）　　本日のメークアップを楽しみにしていましたが，処用の為欠席になりまし
た。スマイルに協力させていただきます。

横山 旭川荘「車いすの会」の会長を永らく務めさせていただいております。この会は元々健常
者が元気でゴルフを楽しむ事が出来るのに身体不自由児者に少しでも援助しようと云う事
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で，岡山県ゴルフ連盟にお願いして，プレイした方から少額の御寄附をいただいていたも
のです。（現在は徴収していません）今回基金が０になり，会の存続もわかりません。

砂山 ５日に山留で写友「輪影」の忘年会を行い沢山の会員の出席がありました。来年４月に
輪影展があります。奮って参加して下さい。

更井 ①青井様のご来会を歓迎いたします。　②荒川パスト会長にお世話になりました。
西下 上原会長，同期の幹事でした。今日はようこそ。
石井 岡山備南 RC の上原会長をはじめ多数の皆様にお越しいただきありがとうございます。
藤井 ①岡山備南 RC の皆様ようこそ。犬飼さんは同期の幹事です。　②写友「輪影」の忘年

会，楽しい時をありがとうございます。ビンゴゲームでも楽しい景品があたりました。
諸國 ①職場体験では赤松委員長ありがとうございました。40年前の釣友と再会できました。

齊藤会長おみやげありがとうございました。　②岡山備南ロータリークラブの皆様ようこ
そ。　③写友「輪影」忘年会，山田さんお世話になりました。

佐藤 ①青井様本日の卓話楽しみにしています。　②上原会長，吉永幹事をはじめ岡山備南クラ
ブのみなさまようこそ東クラブへ。　③備前焼職場訪問34名の参加ありがとうございまし
た。職業奉仕委員会の皆様お世話になりました。　④武さん，山田さん，写友「輪影」忘
年会お世話になりました。

冨岡 ①岡山備南 RC より，会長 上原和成様，副会長 犬飼泰介様，幹事 吉永敏貴様また当ク
ラブ貝原明宏副 S.A.A. の御母堂 貝原千鶴様をはじめ総勢10名の皆様，ようこそ岡山東
RC へお越しくださいました。　②写友「輪影」の忘年会，山留に於いて，「鴨すき」を大
変美味しゅういただきました。山田泰照会員，ご馳走様でした。

舟橋 岡山備南 RC 上原和成会長ようこそ岡山東 RC へ。上原会長様には，いつも当クラブの会
員ご夫人のお誕生日プレゼントのお花で大変お世話になっており，ありがとうございま
す。今後ともよろしくお願いいたします。

大西 尊敬する青井様，卓話楽しみにしています。
神田 写友「輪影」忘年会では皆様に大変お世話になり，ありがとうございました。これから

写真の練習をはじめます。
大河原 私の誕生日に結構な品をいただいてありがとうございました。
池田 写友「輪影」忘年会では砂山会長，山田会員には，大変お世話になりました。今年は，ビ

ンゴでウェッジウッドのマグカップをいただきました。来年も鴨すき楽しみにしています。
赤松 先日の職場訪問では34名もの多数のご参加をいただき，大変ありがとうございました。

備前焼の原風景のような穴窯からの窯出しは如何でしたか。
近藤（聡） 岡山備南ロータリークラブの皆様，岡山東ロータリークラブへようこそおいでください

ました。いつぞやは大変お世話になりました。
松本 先日の写友「輪影」の忘年会では大変お世話になり，ありがとうございます。今まで食

べたことの無い美味しい鴨鍋でお腹いっぱいいただきました。
山田 写友「輪影」の忘年会で弊店をご利用いただきありがとうございました。料理はお気に

めされましたか？
武 12月５日の写友「輪影」忘年会には大勢の会員の皆様に出席いただき盛会でした。山田

先輩お世話になりありがとうございました。
木村 青井様，今日の卓話楽しみにしています。よろしくお願いいたします。
根木 青井様ようこそ東 RC へ。卓話楽しみにしています。
菅野 ①11月16日国際奉仕，12月１日職業奉仕でのバスのご利用ありがとうございました。 

②12月５日写友「輪影」の忘年会，恒例のビンゴゲームでおもちゃゲット。曾孫が大喜
び。ありがとうございました。

佐々木 先週例会後の備前焼窯出し見学には大変多くの方々がご参加下さり感謝いたします。齊
藤会長，赤松委員長ご配慮ありがとうございました。

世良 S.A.A. に協力します。
友野 髙山さん，弊社トイレの全面改修については大変お世話になりました，環境改善になり

私の残尿感も改善出来るでしょうか？
内山（淳） ①備前焼の窯だし見学で貴重な体験が出来ました。齊藤会長，赤松職業奉仕委員長をは

じめ皆様にお世話になりました。　②先日の写友「輪影」の忘年会では，砂山同好会会
長，武会員をはじめ皆様に大変お世話になりました。また山田会員ご夫妻には美味しい
料理をありがとうございました。

土井 ①髙山さん，社員教育に新聞を活用する NIB を導入いただきありがとうございます。精
いっぱいお役に立てるようがんばります。　②内山隆義さん，先日はお忙しい中，半日お
つきあいいただきありがとうございました。

冨山 恩田様ようこそ岡山東 RC へ
堀 眞殿会員の地元愛とロータリーの絆に感謝します。ありがとうございました。



国際ロータリー第2690地区�次期クラブロータリー財団委員長研修会並びに地区補助金管理セミナー（12/11）
　12月11日（日）14時10分より，岡山コンベンショ
ンセンターに於いて，国際ロータリー第2690地区 
次期クラブロータリー財団委員長研修会並びに地
区補助金管理セミナーが開催され，藤井一也会長
エレクト，諸國眞太郎次年度ロータリー財団委員
長，冨岡正機副幹事が出席しました。まず，池上
正ガバナーエレクトより開会挨拶の後，伊藤文利
地区ロータリー財団委員長より「財団創立100周年
記念を迎えたクラブの役割」についての基調講演
があり，続いて補助金管理セミナーとして，実施プロジェクトの実例，参加資格，具体的な申請様式，ス
ケジュール等の詳細な説明がありました。また，参加者に冊子が配布され，これらを参考に地区補助金プ
ロジェクトの立案・申請等の手続きをスムーズに行いたいと思います。
 ［文章・写真提供：冨岡正機 副幹事］

第５回ゴルフ同好会（12/11）
　12月11日（日）倉敷カントリー倶楽部にてゴルフ
同好会第５回例会が開催され，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26名が参加してゴルフ同好会コン
ペが行われました。
　快晴のゴルフ日和のもと，右に左に・上へ下へ
と師走の字の如く楽しくプレーが行われたなか，
見事に優勝に輝いたのは糸島達也パスト会長でし
た。また，ベストグロス賞を三垣日出人会員が獲得されました。おめでとうございます。
　第６回例会は，１月７日（土）に岡山ゴルフ倶楽部帯江コースにて開催いたしますので奮って参加をお待
ちしております。 ［文章提供：影山修司 会員・写真提供：末藤達也 会員］
（第５回例会） OUT IN GROSS HDCP NET
優勝　糸島　達也 会員 52 49 101 30 71
２位　岡﨑　秀紀 会員 44 45 89 12 77
３位　仁科恭一郎 会員 50 46 96 18 78
ＢＧ　三垣日出人 会員 40 39 79 ０ 79

優勝　糸島達也会員 ２位　岡﨑秀紀会員 ３位　仁科恭一郎会員 ＢＧ　三垣日出人会員

花岡 本日は皆様の貴重なお時間をいただき申し訳ありませんでした。短い間でしたが，本当
にお世話になりました。皆様の御恩に応えるよう，人生を全うできるよう日々尽力して
まいります。

貝原 岡山備南ロータリーの皆さんようこそ！　またいつもお袋がお世話になっております。
犬飼泰介エレクトは高校，大学の同級生です。泰ちゃん来年はしっかりがんばれー！

髙山 ①備前焼大変勉強になりました。会長からおみやげのオチョコ素敵でした。早速使って
います。　②土井さんありがとうございます。
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