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▲

本日のプログラム
　「職業奉仕月間にちなみ」
　赤松興一 職業奉仕委員長

▲

1月19日のプログラム
　「新年特別例会」
　（於　アークホテル岡山）

あけましておめでとうございます
明るい一年にしましょう

 会長　齊藤博臣　



「約半年を経過して…雑感」 米山奨学生　イム ヒョン ソップ 様

12月15日のプログラム

１. 自己紹介
　私の名前はイムヒョンソップと申します。生まれた日は1982年（昭和57年）です。
結婚は去年の２月14日で覚えやすいバレンタインデーです。 韓国の実家は全羅北道
群山市というところです。全羅北道群山は韓国の真ん中から西南のほうにある人
口約30万人ぐらいのところです。群山で生まれて小学校・中学校・高校を通って
大学も群山にある群山大学校で勉強しました。また，2008年度に学部４年生の時
はいい機会があって神戸大学の海事科学部で短期留学生として１年間留学したこ
とがあります。留学が終わってから韓国に戻って勉強をやり続け，同じ大学の大
学院に進み，マスターを取って今はドクターコースで岡山大学の自然科学研究科で伝熱工学について勉強し
ています。家族関係はお父さん，お母さん，妻と妹です。
２．研究紹介
　近年，夜間の余剰電力を熱エネルギーに変換して貯蔵する蓄熱技術の活用が盛んです。安価で環境汚染
がなく安全である水を蓄熱媒体とし，その温度変化を用いた顕熱蓄熱技術が主流となっていますが，最近で
は，相変化による潜熱を用いた潜熱蓄熱技術への関心が高まっています。潜熱蓄熱技術は，従来の顕熱蓄熱
技術と比較し，単位体積当たりの蓄熱量が大きく，融解の温度近傍ではほぼ一定温度の熱出力が得られるな
どの利点があるため，蓄熱型の空調システムの小型化，蓄熱効率の向上を図ることが可能です。本研究では
潜熱蓄熱物質を内包したマイクロカプセルをスラリー化し，蓄熱媒体として用い，矩形流路において自然対
流と強制対流が共存した複合対流の流動挙動および熱伝達特性の解明を目的として研究を行っています。

「イニシエーションスピーチ」 冨谷拓真 会員

12月15日のプログラム

　「イニシエーション　スピーチ」は現在勤務している「三井生命勤務地での歴
史」について紹介をさせていただきます。私の出身は，北海道の千歳市であり昭
和39年５月に生まれ，その当時の日本は高度経済成長の真っ只中で，「東京オリン
ピックの開催」や「東海道新幹線の開通」があった年でした。昭和62年４月に三
井生命札幌支社に入社しました。その当時の日本は「バブル」であり生命保険が
飛ぶように売れていた時代です。札幌支社には10年勤務して郡山支社会津若松に
勤務しました。会津地方は「会津の三泣き」という言葉があり，四方を山に囲ま
れた会津は，昔から独自の生活文化と「ならぬことはなりませぬ」という，かたく
なな気風をもっています。その後東京・函館の転勤となり，2009年に福山支社で初めて支社長という職務に
就きました。２年間勤務して，その後長野支社に異動となりました。長野県は戦国時代から分裂しており，
甲斐の武田と越後の上杉謙信で対立しており，５回の川中島の戦いを繰り広げることになりました。また今
でも激しい地域対立が続いており，県民意識の一体性を高めることが現代に至るまでの大きな課題となって
いる様です。その後愛知県岡崎支社へ異動となりました。愛知県内でも三河・尾張と呼ばれており，お互い
に文化圏が違うと言われております。尾張人は三河人を見下す傾向にあるが，他県にはその境界線さえわか
らない。三河は家康の出身地，尾張は信長，秀吉の出身地。尾張人は三河人を見下す傾向にあるので，トヨ
タでさえもつい最近まで名古屋財界では二流扱いされていた。名古屋財界というもの自体しょぼい。ほとん
どの工業出荷額をトヨタに頼っている。「三河」とか「尾張」が全国共通語だと思っている…など土地や地
域によって過去の歴史から分かることが多くあります。その地域に住んでみないと分からないことや，その
地域の良さを知ることが出来，転勤をプラス思考で考えるようにしております。



例会報告（12/15）

出席報告
　会員数　97名（内出席免除者16名）
　出席者　73名（内出席免除者出席12名）
　出席率　78.49％（前々回訂正後出席率91.67％）
　ビジター　０名

会長挨拶・報告
　皆さんこんにちは。寒くなってきましたが如何お過ごしでしょうか？　先週の日曜日にゴルフ同好会の
コンペがありました。その日の夕方，家で食事をした後，熱がありそうなので計ってみたら38.8度ありまし
た。近くの日赤の救急外来へ行ったのですが，急患とか重篤な患者が先に回されて私の順番がなかなか来
ないので家に帰りました。そこで体温を計ってみたら37.7度に下がっており安心しました。皆さん風邪が流
行っているようなのでお気を付け下さい。
　又，来週は皆さんが楽しみの年末家族特別例会です。私の今年度のテーマにもありますように「自主性
を持って，進んで参加しよう！」を実践していただきたいと思っています。

幹事報告
１．12月11日（日）に岡山コンベンションセンターにおいて，次期クラブロータリー財団委員長研修会が

開催されました。藤井会長エレクト，冨岡次期幹事，諸國次期ロータリー財団委員長が出席されま
した。

２．次週は18：30より岡山プラザホテルにおいて，年末家族特別例会となっておりますので，お昼の例
会はございません。なお，次回通常の例会は１月12日（木）となっております。１月５日（木）は例会
休会です。

３．2017年６月10日（土）〜14日（水）にアメリカ・アトランタで開催されます国際大会についてですが，
登録日によって登録料が変更となりますので，登録を希望される方は早めに事務局までご連絡くだ
さい。

４．新天地育児院より「新天地だより」が届きましたので，ポスティングしております。
５．福原弘之（ふくはらひろゆき）新入会員の住所等を本日，ポスティングしておりますので，会員名簿

にお貼りください。
６．他クラブ週報を回覧いたします。
７．本日，最後の例会出席予定でした浦上会員ですが，かぜのため欠席されました。退会の言葉を代読

させていただきます。

岡山中央リルトリーグ野球協会例会訪問
　岡山中央リルトリーグ野球協会の会長 西川智晴様と事務局長 
田岡良一様にお越しいただきました。この度，在籍する小学生が
中学に進学するに伴い，会員数がゼロとなり，実質的に解散状態
となることのご報告と，長年にわたる岡山東 RC からの支援に対
する感謝のお言葉をいただきました。

お 食 事
（下町メニュー）肉じゃが，ニラ入り厚焼
き玉子の卸しアンカケ，しじみの味噌汁，
御飯，漬物



ロータリー財団表彰
　ロータリー日本財団より，世良仁会員に第４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。

委員会報告
●親睦活動委員会　舟橋弘晃 委員長
　12月22日（木）の年末家族特別例会は沢山の方がお見えになりますので，時間に余裕を持って少し早めに
集合いただきますようお願いいたします。

●スマイル●
齊藤（博） 仕事でいい事がありました。具体的にいろいろ話をしたいのですが，私達には守秘義務

があってお話をすることができません。スマイルします。
坪井（俊） 結婚記念日にお花をくださりありがとうございました。小生，結婚して62年目を迎えま

した。お陰様で昔のことわざでいう「空気と水のような存在」という状態です。
糸島 倉カンのゴルフで誤って優勝しました。温かく着込んで行ったのと，一緒に回って下

さった，佐々木さんと仁科先生と家内に励まされたのが良かったです。
西川会長，田岡事務局長（岡山中央リトルリーグ野球協会）　　例会の貴重のお時間をいただいてご

挨拶させていただきます。
藤井 西川さん，田岡さんようこそ。
佐藤 ①浦上会員，花岡会員お世話になりました。　②ゴルフ同好会にて，大きく大きくたたき

ましたが，横山パスト会長，齊藤会長，影山会員にはご迷惑をおかけしました。
冨岡 岡山中央リトルリーグ野球協会より，会長　西川智晴 様，事務局長　田岡良一 様，よう

こそ岡山東 RC へお越しくださいました。
大西 イム ヒョン ソップ様の卓話を楽しみにしています。
赤松 先週は，備前焼に気をとられてスマイル忘れていました。写友「輪影」の忘年会で津嶋

賞をいただきました。遅ればせながらスマイルいたします。
池田 ①田岡さんご無沙汰しています。睦公会ではお世話になります。　②大澤先生，嫁がお世

話になっております。黒住先生の息子さんにもお世話になっています。よろしくお願い
します。

黒住 イム ヒョン ソップ様，卓話楽しみにしています。
北村 辻先生，大変お世話になりました。（イボのようなものを多数）取っていただきました。

今年最後のスマイルをさせてもらいました。
三垣 ①先日のゴルフ同好会でベスグロいただきました。ありがとうございます。　②西川様，

田岡様ようこそ。
福武 西川さん，田岡さん，リトルリーグのお世話大変お疲れ様でした。
斉藤（良） スマイルに協力します。
仁科 先日のゴルフコンペ，同伴者に恵まれ久しぶり３位になりました。ありがとうございま

す。
井上（英） 先週欠席したために遅くなりました。①家内の誕生日祝いありがとうございました。 

②井上一先生に絵を寄贈していただき外来にかかげております。　③藤井会長エレクト，
冨岡さん，渡辺さん，お世話になりました。

S A A 



岡山南ロータリークラブ創立60周年記念式典（12/18）
　12月18日（日）岡山コンベンションセンターにて

「岡山南ロータリークラブ創立60周年記念式典・記
念祝賀会」が開催され，鳥居パストガバナー，令
夫人弘子様，齊藤会長，幹事佐藤が参加してまい
りました。総勢約253名の参加者を迎えられ，大和
会長のご挨拶にはじまり，式典及び祝賀会が行わ
れました。「ONE LOVE, ONE HAERT．ひとつの
愛，ひとつの心，つながって60周年。」というテー
マを掲げ60周年を祝い，記念プロジェクトとして，
①〈官民連携〉2020東京パラリンピック事前合宿誘致・障がい者競技スポーツ支援　②〈産官学連携〉障がい
者スポーツ支援とまちづくり　③岡山の障がい者スポーツの PR と課題発見をそれぞれ５年間にわたって行
うことが発表がされました。 ［文章・写真提供：佐藤英明 幹事］

第６回ゴルフ同好会（1/7）
　１月７日（土）岡山ゴルフ倶楽部帯江コースにて
ゴルフ同好会第６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24名が参加してゴルフ同好
会コンペが行われました。
　横山ゴルフ同好会会長による年頭の挨拶に続き，
新春の初打ちに相応しい快晴のゴルフ日和のもと
楽しく賑やかにプレーが行われました。

山下（和） 先日プラザホテルで社員と共に75周年を祝う事が出来ました。社員の皆さんに感謝，感
謝。

浮田 又々，お遊びの集まりで，山陽新聞に顔がバレバレのクラリネットを持った写真を載せ
ていただきました。お恥しい！　でも，土井さんありがとうございました。

弘中 先日は多くの会員の皆様に当ホテルをご利用いただきありがとうございました。
小橋 ①西川先輩，田岡先輩，ようこそ岡山東ロータリーへ。　②友野さんいつもお世話になり

ます。
坪井（二） このたび児島支店と２か店を兼任することになり，岡山，児島の往復で少しへたれてい

ます。しかしマーケットもようやく明るさがみえてきました。ご迷惑おかけしておりま
すがよろしくお願いします。齊藤博臣会長オーダーシャツありがとうございました。

岡﨑 ①先の第５回ゴルフ同好会で，第２位を頂戴いたしました。同伴競技者の皆様には大変
お世話になりました。　②石井パスト会長，お世話になりました。赤松先生，ありがとう
ございます。

影山 本日は，S.A.A. のお手伝いで，生意気ですが最前列に座っています。居心地は…。計算
間違いのないよう頑張ります。

髙山 ①西川君，田岡君ようこそ。　②影山会員，たびたびピンチヒッターありがとうございま
す。頼りにしています。

 25件　143,000円



　このような中，佐々木篤会員が見事にベストグロス賞を獲得しての完全優勝に輝きました。おめでとう
ございます。
　なお，第７回例会は，３月20日（月・祝）にたけべの森ゴルフ倶楽部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。また，２月に第２回ゴルフ同好会煩悩部会例会も開催します。
 ［文章提供：影山修司 会員・写真提供：末藤達也 会員］
（第６回例会） OUT IN GROSS HDCP NET
優勝　佐々木篤 会員 37 44 81 ８ 73
２位　藤井一也 会員 46 54 100 22 78
３位　藤岡千秋 会員 42 45 87 ７ 80
ＢＧ　佐々木篤 会員 37 44 81 ８ 73

岡山プラザホテル駐車場出入口ゲート新設について
　昨年末より次のとおり駐車場が有料化されていますので，ご注意下さい。
１　運用開始日　　平成29年１月１日（日）より
２　駐 車 料 金　　30分ごと300円 昼間最大3,000円　午前７時から午後11時まで
 夜間最大1,000円　午後11時から午前７時まで
３　割引サービス　　ご宿泊 無料
　　　　　　　　　　レストラン ２時間まで無料
　　　　　　　　　　ご婚礼 ･ ご宴会 ５時間まで無料
　　※割引サービスについての補足
　　　 　例会は，宴会扱いとなります。昼間最大料金が3,000円（５時間）となるため，結果として例会日について

は駐車料金が発生しないこととなります。
　　※上記以外の利用および詳細についてはホテルまでお問い合わせ下さい。

1月の月間行事予定  職業奉仕月間
例 会 行 事 プ ロ グ ラ ム そ の 他 の 行 事
５日例会休会
12日通常例会

19日特別例会
26日通常例会

・例会休会（定款第６条第１節による休会）
・お祝い行事
・「職業奉仕月間にちなみ」赤松興一 職業奉仕委員長
・新年特別例会（於　アークホテル岡山）
・「“風邪の日”にちなみ」大澤俊哉 会員
・「“禁酒の日”にちなみ」浮田實 会員 

７日　・ゴルフ同好会
　　　　（岡山 GC（帯江））
12日　・理事会

26日　・第３回クラブフォーラム

1月の月間メニュー

５日例会休会
12日通常例会
19日特別例会
26日通常例会

・例会休会（定款第６条第１節による休会）
・幕の内，餅入り吸物
・新年特別例会（於　アークホテル岡山）
・ （下町メニュー：唐揚げ定食）鶏唐揚げとコールスロー ポテトサラダ添え，春菊・木の子 黄身卸

し和え，御飯，味噌汁，漬物，デミコーヒー

優勝・BG　佐々木篤会員 準優勝　藤井一也会員 ３位　藤岡千秋会員



2016.12.22　第2315例会

2016年　岡山東ロータリークラブ

年  末  家  族  会
（於　岡山プラザホテル）

　12月22日（木）18時30分より岡山プラザホテルにお
いて，ご家族を含め総勢184名が出席して「年末家族
特別例会」が開催されました。
　今年は声楽家の栗木深香様と柾木和敬様，熱田昭
夫様（クラリネット），永田大将様（パーカッション），
角田奈名子様（ピアノ）をお迎えして，様々なクリス
マスソングを楽しんだほか，恒例の大抽選会など舟
橋弘晃委員長をはじめとする，親睦活動委員会の皆
さんの趣向を凝らした運営により，楽しく大いに盛り上がった家族特別例会となりました。

齊藤会長挨拶
　皆さんこんにちは。今日は年に一度の家族の方との夜間特別例会です。子どもさん方も多く参加されて
いてとてもうれしく思っています。
　昨日は冬至でした。一年で昼間が一番短い日でした。でも寒さはそれほど厳しくなくむしろ暖かい方で
した。これからは体調管理が大切になってくるでしょう。
　子どもさん方には今日はサンタクロースからいろいろプレゼントがありました。私もこの歳になっても
ジングルベルが聞こえてくると何もいいことがないのに，うれしくなり誰も見ていなかったらスキップで
もしたくなります。日本におけるクリスチャンは数パーセントしかいないにも関わらず日本人はクリスマ
スが好きです。でも，欧米人は元日よりもクリスマスだと聞いていますが，日本人はやはり新年を祝う方
が大きいと思っています。どちらにしても年末から元旦にかけての気分はやはり改まるものがあります。
どうか家族会を楽しんで帰ってください。

新入会員の紹介と挨拶　福原弘之会員

素晴らしい歌声 ･ 演奏をお届けいただいたメンバーの皆様

齊藤会長　開会挨拶

奉仕の理想斉唱

舟橋親睦活動委員長挨拶 荒川直前会長挨拶

出席報告
　会員数　97名（内出席免除者16名）
　出席者　84名（内出席免除者出席15名）
　出席率　87.50％（前々回訂正後出席率91.49％）
　ご家族　100名



「手に手つないで」の大合唱

お世話になった親睦活動委員会の皆さん 諸國副会長閉会挨拶

迫力のバームロール 大抽選会で見事に「齊藤会長賞」を射止めた森元会員

「ふわふわ」で大はしゃぎの子どもたち
司会の辻会員と

岡﨑親睦活動副委員長

「風になりたい」に手拍子で参加 かわいいトナカイのバルーンアート

大人気！千屋牛のステーキ


