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▲

本日のプログラム
　「風邪の日にちなんで」浮田實 会員
　「禁酒の日にちなんで」大澤俊哉 会員

▲

2月2日のプログラム
　「生命保険の日にちなんで」
　小橋雅治 会員，伊藤京亮 会員

「職業奉仕月間にちなみ」 赤松興一 職業奉仕委員長

1月12日のプログラム

　職業奉仕について定めたロータリークラブの定款を確認すると，「会員の職業
倫理を高めること」が重要である旨が述べられているのみであり，奉仕活動のや
り方が具体的に示されているわけではありません。定款を何度読んでもその意味
を正確に理解することは難しく，米子の研修会で多くの方の話を聞いても，また，
第２回クラブフォーラムで職業奉仕に関する質問にお答えしたときにも自分自身で
十分納得できる答えは見つけられていませんでした。
　ロータリークラブがシカゴで1905年に発足した数年後，「会員の倫理性を高める
ことが奉仕の第一歩」と言われたわけですが，まさにその言葉はその時代の状況
を反映したものではないかと，ある日はたと思い至りました。
　カリフォルニアがメキシコから割譲された1848年頃より，金を求めてヨーロッパ中から人々が一獲千金を
夢見て入植しました。いわゆるゴールドラッシュです。白人たちのフロンティアの西進は，同時にインディ
アンたちが自らの土地を追われる歴史でもありました。道義を弁えない無法者や悪徳業者も跋扈した西部開
拓時代が終わった1890年頃からわずか10数年後のアメリカでは，無秩序ともいえる身勝手な自由競争が横行
し，職業倫理は地に堕ちたといってもいい状況でした。
　1910年，職業奉仕の父とも言われる A.F.Sheldon が，職業奉仕，職業倫理について講演した際には聴衆で
あるロータリアンから冷笑され，無視されたというその時代，利己主義を抑え，マナーを守って，真っ当に
生業を営むことはそれだけで大きな自己犠牲を伴う奉仕そのものと感じられたのかもしれません。
　そうしてみると，私たちが従来おこなってきた優良事業所訪問は，職業倫理の高い職場を直接自分の目で
見る「百聞は一見にしかず」という科学的な姿勢と「人のふり見てわがふり直せ」という倫理性を含む，自
らの職業倫理を向上させるための活動として，全くふさわしいものであるということが分かります。



例会報告（1/12）

出席報告
　会員数　95名（内出席免除者16名）
　出席者　82名（内出席免除者出席13名）
　出席率　89.13％（前々回訂正後出席率89.47％）
　ビジター　１名

会長挨拶・報告
　皆さん，明けましておめでとうございます。お正月は如何でしたでしょうか。年々正月らしさが無く
なってきているような気がするのは私だけでしょうか。
　今日は，新年なので幹事の方から６分間挨拶の時間を取ってあるので原稿を書いてきてくださいと言わ
れました。
　今年度の私のテーマは，「自主性を持って，進んで参加しよう！」です。このテーマのもとに今年度も前
半が終わりました。納涼特別例会，観月特別例会，年末家族特別例会，鹿児島への親睦旅行では，舟橋親
睦活動委員長はじめ親睦活動委員会のメンバーにはお世話になりました。AED の贈呈では石原委員長はじ
め青少年委員会の皆様にはお世話になりました。後楽園の園遊会では大河原委員長はじめ社会奉仕委員会
の皆様にはお世話になりました。バコロド北 RC への短期留学生交換事業では池田委員長はじめ国際奉仕委
員会の皆様及び高橋会員にはお世話になりました。赤松委員長はじめ職業奉仕委員会の皆様には職場訪問
として備前焼の窯出しに行かせていただきました。
　クラブ奉仕については諸國副会長・クラブ奉仕委員長を中心に各委員長が尽力されています。村松委員
長，更井委員長，若林委員長にはクラブフォーラムでの会員増強についてお世話になりました。大西委員
長には記念日シリーズ等の工夫をされた卓話で例会を盛り上げてくれています。神田委員長には週報の円
滑な発行。松本委員長にはロータリーの友への投稿および HP の更新，近藤委員長には出席率の向上を図っ
ていただき，岡本委員長には補助金事業及びロータリー財団の寄付の集金，黒住委員長にはイム君のお世
話，冨岡副幹事は毎週の例会の司会進行，髙山 S.A.A. と貝原副 S.A.A. にはスマイルを予算以上に，西本会
計には先輩会長としてしっかり支えていただいています。また，荒川直前会長にはいつもアドバイスをい
ただいています。藤井会長エレクトには編成表も承認され次年度の準備も着々と進んでいることと思いま
す。最期に佐藤幹事にはこの挨拶等を含めいろいろご迷惑をおかけしています。
　後半の事業としては来週の新年特別例会をはじめ伊豆ワイナリー・米山記念館訪問・フィリピンからの
留学生受け入れ・チャーターナイトなどがあります。自主性を持って，進んで参加してください。
　最後になりましたが，本年も会員の皆様方にとってよい年となりますように祈念しています。

幹事報告
１．１月のロータリーレートは，１ドル＝116円です。
２．岡山ロータリークラブより，「岡山ローターアクトクラブのご案内」が届きましたので，各テーブル

においております。ご覧ください。
３．次週１月19日の例会は，18：30よりアークホテル岡山にて，新年特別例会となっております。お昼

の例会はございませんので，よろしくお願いいたします。
４．他クラブ週報を回覧いたします。

お 食 事
幕の内，餅入り吸物



第７回理事会報告
１．会費・諸会費の納入について承認されました。準備ができ次第，郵送いたしますので，よろしくお

願いいたします。
２．岡山後楽園和文化フェスティバル園遊会の報告について承認されました。
３．優良企業事業所訪問の報告について承認されました。
４．年末家族特別例会の報告について承認されました。
５．2016年手続要覧購入について承認されましたので，購入後，会員各位にお配りいたします。
６．岡山東 RC 細則改正手続きについて承認されました。
７．2017-18年度 理事および役員，委員会編成について承認されましたので，本日ポスティングしてお

ります。ご確認ください。

米山功労者表彰
　ロータリー米山記念奨学会より，佐々木篤会員に第1回米山功労者の感謝状が届き，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
　１月19日（木）18：30よりアークホテル岡山で新年特別例会が開催されます。ご参加の方はよろしくお願
いいたします。また，本日例会終了後，鷲羽の間で親睦活動委員会を開催いたしますので，関係者の皆さ
んはよろしくお願いいたします。

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１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　　　 井上（英），山田，友野，西本，近藤（聡），近藤（典），池田，貝原，小橋，砂山，日名，

伊東
会員夫人誕生日　諸國，冨山，阿部，武，木村，萱原，神田
結婚記念日　　　池田，児島（正），萱原，貝原，眞殿



●スマイル●
齊藤（博） 明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。私の年度も後半年で

すので頑張っていきます。支援よろしくお願いします。
鳥居 明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。年末の家族会で

は佐藤さんの望遠鏡を譲っていただきました。孫は喜んでおりました。ありがとうござ
いました。

坪井（俊） 昨日，車椅子を100台，岡山県社会福祉協議会へ寄贈いたしました。このチャリティーは
今年で43年目，今まで寄贈してきた台数は累計で2,038台になります。このような活動が
永年にわたってできていることは，ご愛飲者，皆様のご協力の賜物と感謝いたします。

米田 齊藤丸も航海の半分を過ぎ折返しに向っていますが残りも安全に着岸出来る様お祈り申
し上げます。

井上（一） ①クリスマス家族例会でヘアードライアー（青少年委員長賞）が当たりました。　②沢山の
賀状をいただきましたがスマイルで御礼とさせていただきます。

更井 明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。
西本 齊藤会長，理事役員の方々あと半年，健康に留意されてがんばって下さい。
西下 明けましておめでとうございます。本年の皆様のご活躍をお祈り申し上げます。
石井 明けましておめでとうございます。齊藤年度の後半のご活躍を祈念します。
藤井 ①おめでとうございます。今日からひな壇で座らせていただき緊張しています。半年一

生懸命勉強させていただきます。②次年度理事，役員，委員会編成承認いただきポス
ティングしております。各役識，各委員の皆様よろしくお願いします。③１月７日ゴル
フ同好会で２位になりました。

諸國 ①クリスマス例会では，電気ポットが当たりました。クリニックでの生活が向上しまし
た。　②家内の誕生日に会長からプリザーブドフラワーが届きました。よろこんでおりま
した。今年もよろしくお願いいたします。

佐藤 ①年末家族特別例会では親睦活動委員会の皆様にお世話になりました。　②出席委員長賞
をいただきました。　③村松さん写真ありがとうございます。本年もよろしくお願いしま
す。

冨岡 新年あけましておめでとうございます。例会の司会を，あと半年間，しっかりと務めさ
せていただきます。同時に，佐藤幹事に教えを乞い，岡山東 RC の勉強にも精進したい
と思います。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

村松 ①年末家族特別例会では写真を担当させていただきました。　②抽選会では，入会して初
めて当たりました。良い年になりそうです。

大西 ①あけましておめでとうございます。　②後半戦もプログラム委員会へのご協力をよろし
くお願いいたします。

神田 上半期原稿・写真の提供等会報作成へのご協力ありがとうございました。下半期もよろ
しくお願いします。

赤松 年末家族特別例会では，親睦活動委員長よりエスプレッソメーカーを戴きました。昔の
部下が焙煎したコーヒー豆を送ってくれます。それを挽いておいしいエスプレッソを飲
んでいます。ありがとう存じました。

池田 新年あけましておめでとうございます。本日，日経新聞に弊社がとり上げられました。
本年もよろしくお願い申し上げます。

石原 みなさん，明けましておめでとうございます。今年がますますいい年でありますよう。
近藤（聡） ①明けましておめでとうございます。本年もたくさんのご出席よろしくお願いします。　

②年末家族特別例会で会員選考賞をいただきました。更井パスト会長ありがとうござい
ました。

松本 ①明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。　②年末家族特
別例会では社会奉仕委員長賞をいただきました。大河原委員長ありがとうございました。 
③齊藤会長，先日はありがとうございました。

内山（隆） あけましておめでとうございます。同好会ゴルフ，手術をして６ヵ月ぶり最後まででき
るかなと思いましたが無事完走しました。

北村 明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。年末家族
特別例会では会長エレクト賞をいただきました。藤井会長エレクトありがとうございま
した。

森元 年末家族特別例会で会長賞をいただきました。
髙藤 年末より原因不明の食欲減退，39℃の熱，のどの痛みなど体重３kg 減となり，正月明け
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６日に岡山ハートクリニック日名先生に大変お世話になりました。昨日退院しました。
24時間体制で急患診療を行っているすばらしい病院でたのしく静養中でしたが，原因不
明のまま元気になり退院となりました。私はもうすこし居たかったのですが，原因はお
向えが来たのに日名先生が追い返したと思っております。日名先生ありがとうございま
した。スタッフ皆様によろしくお伝え下さい。ありがとうございました。

三垣 新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。年末の家族例会
で職業分類委員長賞いただきありがとうございます。

木村 明けましておめでとうございます。この度，今年度の岡山市と広島県呉市の街造り賞を
授賞いたしました。新年度も頑張りたいと思います。

眞殿 新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。年末家族特別例
会で副幹事賞をいただきました。

根木 年末家族特別例会では佐藤幹事賞をいただきありがとうございました。昨年度で幹事が
終わったのに…まだ幹事がついて来ています。ちなみに今年度は広報委員です。

吉野 １月３日から９日まで，ロースクールの会議で，アメリカ・サンフランシスコに出張に
行っていました。雨の中眠っているホームレスの多さにびっくりしました。トランプ政
権はどうなるのでしょうか。本年もよろしくお願いします。

塩見 年末家族特別例会では大変お世話になりました。ありがとうございました。
斉藤（良） 皆様明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。先月５人目の孫

が生まれました。
高橋 昨年，年末家族特別例会にて，岡山東ロータリー基金横山委員長賞をいただきましてあ

りがとうございました。家族で美味しくいただきました。
大橋 明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。
佐々木 新年明けましておめでとうございます。　①先日の Golf 同好会例会にて優勝してしまいま

した。RC のメンバーに恵まれ感謝です。　②本日米山功労者表彰して下さりありがとう
ございます。

横手 本年もよろしくお願いします。
世良 S.A.A. に協力します。
友野 新年明けましておめでとうございます。齊藤会長年度も後半です，よろしくお願いいた

します。
日名 紅白は落ちましたが，東京で新年を迎えました。（ホテルを予約していたので，やむ負え

ず）特に良いことはありませんがスマイルします。
内山（淳） 明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。齊藤会長，昨日

はお世話になりました。
山下（貴） 新年明けましておめでとうございます。本年初の例会は欠かせないと思いましたが，満

席ということで下で皆様の本年の幸せを祈っております。
大澤 年末家族特別例会ではタニタの体重計をいただきました。いろいろな機能があってまだ

使いこなせていません。しかし，体内年齢が40才と表示され喜んでいます。ありがとう
ございました。

井上（和） クリスマス家族会抽選で青少年奉仕委員長賞をいただきました。誠にありがとうござい
ました。皆様，本年もよろしくお願い申し上げます。

冨山 新年あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。年末は結婚記念
の，昨日は妻の誕生日に花をいただきありがとうございました。

浮田 明けましておめでとうございます。今月も良い事がたくさんあります様に！！　早速昨
日はとてもおいしいソバを食させていただきました。ありがとうございました。

藤岡 ①新年あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。　②年末家族特
別例会にて副 S.A.A. 賞が当たりました。　③１月ゴルフ同好会３位になりました。

小橋 年末特別家族例会にて国際奉仕委員長賞をいただきました。妻も初めて参加させていた
だき，Ｗでうれしい事でした。今年も頑張ります。

末藤 年末家族特別例会では荒川直前会長賞をいただきました。「和」の素敵な器でした。あり
がとうございました。

事務局一同　　年末家族特別例会にご招待いただきありがとうございました。
貝原 あけましておめでとうございます。後半も髙山 S.A.A. をしっかりサポートしながら勉強

していきたいと思います。みなさんよろしくお願いいたします。
髙山 ①クリスマス家族会でプログラム委員長賞ありがとうございました。　②あと半年スマイ

ルよろしくお願いします。
 51件　342,000円



囲碁同好会（1/21）
　１月21日（土）に齊藤年度第２回目の囲碁同好会が稲荷山健康センターにて開催されました。参加者は，
齊藤会長，北村同好会会長，若林会員，仁科会員，近藤（典）会員，幹事佐藤の６名でした。寒波の影響で
雪が心配されましたが，無事開催され，自慢の薬湯でしっか
り温まった中で，白熱した囲碁大会が行われました。優勝は，
仁科会員でした。おめでとうございます。囲碁の後は，新年
会を開催し，ゆっくりと親睦を深めることができました。池
田会員には，大変お世話になり，ありがとうございました。
優　勝　仁科恭一郎 会員
準優勝　北村　正発 会員
３　位　佐藤　英明 会員
 ［文章提供：佐藤英明 幹事・写真提供：若林宣夫 会員］

優勝した仁科恭一郎会員

2017.1.19　第2317例会

2017年　岡山東ロータリークラブ

新年特別例会
於　アークホテル岡山

出席報告
会 員 数　95名（内出席免除者16名）
出 席 者　81名（内出席免除者出席13名）
出 席 率　88.04％（前々回訂正後出席率94.79％）
ビジター　０名

　１月19日（木）18時30分よりアークホテル岡山において，新年特別例会が開催されました。長寿，年男の
皆さん15名を会員総勢81名の皆さんで祝福し，2017年岡山東 RC の幕開けに相応しい，賑々しく，かつ格調
高い会となりました。
　荒川直前会長の乾杯の発声の後は，長寿，年男の皆さんによる鏡開き，吉備津三味線餅つき保存会の皆
様による餅つきがありました。

会長挨拶
　ご長寿ならびに年男の皆様，おめでとうございます。日本人の平均寿命が延びたことで先日の新聞報道
で高齢者の定義を変更することが書かれていました。65歳から74歳までの人を前期高齢者から準高齢者に



するというものであります。私は66歳で丁度該当をしています。今まではシルバーカードも来ましたし，
自分では自覚がないものの世間的には高齢者なんだと思っていましたが，今回の変更で高齢者ではなく準
高齢者ということになり高齢者の一歩前の準高齢者ということになりそうです。これは自分的には歓迎で
きることですが，ちょっと考えると年金の受給資格の引き上げに繋がるのではと穿った見方をしてしまい
ます。
　しかし，呼び方がどうなろうとも寿命が延びたことには間違いないことで本当におめでたいことだと
思っています。今日，お祝いをされるご長寿並びに年男の皆様の今後の健康と活躍を祈念してお祝いの言
葉とさせていただきます。

《長寿（数え年）》
・卒寿（90歳）　坪井俊郎 パスト会長
・喜寿（77歳）　 藤岡千秋 会員，児島正和 会員，西本晃 パスト会長，白髭勇一 会員， 

菅野正則 会員，砂山有生 パスト会長，山田泰照 会員
・古希（70歳）　武和志 会員
・還暦（60歳）　藤井一也 会長エレクト

《年男（とり年生まれ）》
・72歳　仁科恭一郎 会員，山下和也 会員
・48歳　貝原明宏 会員，世良仁 会員，福原弘之 会員

長寿の皆さん。おめでとうございます
長寿を代表して挨拶する

（卒寿）坪井俊郎パスト会長

齊藤会長　挨拶 舟橋親睦活動委員長挨拶 荒川直前会長乾杯



手に手つないで

諸國副会長閉会挨拶お世話になった親睦活動委員会の皆さん吉備津三味線餅つき保存会の皆様による餅つき

鏡開きに登壇。祝福を受ける長寿 ･ 年男の皆さん

年男の皆さん。おめでとうございます
年男を代表して挨拶する
藤井一也会長エレクト


