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本日のプログラム
　「お祝い行事」
　「優良社員表彰」
　「５月１日－６日 憲法週間にちなんで」
　横田 亮 会員

▲

5月18日のプログラム
　「５月16日 旅の日にちなんで」
　弘中 環 会員
　「５月20日 電気自動車の日にちなんで」
　渡辺 学 会員

「本屋大賞について」 渡邊修司 会員

4月27日のプログラム

「2017年本屋大賞」
　去る４月11日（火），第14回目となる「本屋大賞」受賞
作品が発表されました。
　最近，テレビ，新聞等で，「本屋大賞」という言葉を
皆さん，たびたび目や耳にするようになったかと思いま
す。この賞は2004年から始まったもので，全国の書店の
店員が自分たちでノミネート作品を選んで，受賞作を決
定するものです。出版不況と言われる中で，書店員こそ
が本と読者を「最もよく知る立場」にあると位置づけて，

〝打倒直木賞″をスロ－ガンに，選考に「根回し」や「すりあわせ」がない点が特
徴の一つに挙げられます。
　さて，文学賞で有名な賞には，芥川賞や直木賞がありますが，おおまかな選考基準・特徴は次のようなも
のです。「芥川賞」は，純文学作品が対象で，デビュー作でも受賞が可能です。しかし受賞後に活躍できず
に消えていってしまう作家がかなり多くいます。次に，「直木賞」は，大衆文芸作品が対象で，世間で最も
知名度がある賞です。デビュー作での受賞はほとんど不可能です。その作家が受賞後も活躍を続けられるか
どうかまで考慮して選考されるため，受賞後に消えていく作家は，ほとんどいません。そして，「本屋大賞」
は，受賞後に注目度が増し，ベストセラーが約束される賞です。もともと，書店員の売りたい本が直木賞で
選ばれなかった経験をもとに，創設されました。芥川賞，直木賞ともに，賞金は，懐中時計と副賞の100万
円。本屋大賞はクリスタルトロフィーと，副賞の図書カード10万円分です。これだけですと，“儲かる”とは
到底言えませんが，受賞後に爆発的な売れ行きが約束されます。本が売れないこの時代に，有名な直木賞受
賞作品でも，10〜50万部ほどの売れ行きのところ，本屋大賞受賞作品は，100万部の売れ行きが見込めます。
　その他にも，過去の作品も映画化されたり，漫画化されたりと受賞後の爆発的な売れ行きに，更に拍車が
かかります。これが今，一番儲かるといわれる「本屋大賞」です！



　今年の本屋大賞は，恩田陸さんの「蜜蜂と遠雷」が受賞しました。ご自身は２回目の本屋大賞受賞，そし
て作品は，直木賞とのダブル受賞という快挙を成し遂げました。
　今回の受賞作は，一般の読者が面白いと思う作品と，選考作家が評価する作品が初めて，一致したもので
す。皆さん，是非お読みになっていただければと思います。

「４月26日�良い風呂の日にちなみ…風呂リフォーム」 福原弘之 会員

4月27日のプログラム

　皆さんは，お風呂はお好きですか？
　お風呂は自分だけの時間を過ごせる場であり，また子どもたちや，孫たちとのコ
ミュニケーションをとれる場でもあります。
　自分の時間を過ごす場合，大きくは２つの使い方があるでしょう。１つ目は心身
ともにリラックスする。２つめは時間の有効活用で，読書などをする。そういった
憩いの場であるお風呂だからこそ，自分たちに合った多種多様なものが世の中に
は存在します。
　さて，お風呂のリフォームをするにあたり，いくつか注意点がございます。
　１つめは，目的をしっかり持つことです。工法には大きく２つあります。ユニッ
トバス工法と，在来工法です。２つの違いは，ユニットバスはサイズも形もある程度決まったものを浴室の
各パーツ（床，壁，浴槽，天井など）を工場生産しておいて，現場で組み立てる工法です。保温性も高く，掃
除もしやすい，工期も価格も抑えることができるという利点があります。在来工法は，１から設計していく
工法ですので，大きさ，形，素材すべて自由自在に決めることができます。その分工期と費用が掛かってき
ます。どちらの工法もメリット・デメリットがあります。またメーカーにより特徴がありますので何を重視
するかを，しっかり考えておく必要があります。
　２つめは，カタログだけで決めるのではなく，実際に確認できるショールームなどに出向いて自分の目で
確認し，体験することです。実際に見てみると意外と狭いなとか，持ちにくいなとか，感じることがありま
す。床をはだしで乗ってみるのもいいと思います。
　３つめは，チラシの価格に惑わされないことです。安くていいものを求めるのは常ですが，特に工事代な
どは個々の家の様子で大きく変わります。商品価格は目安として参考とし，2社以上の業者に見積もりをし
ていただきましょう。
　まだまだ説明が足りておりませんが，皆様のお風呂のリフォームの参考になれば幸いです。

例会報告（4/27）

出席報告
　会員数　93名（内出席免除者16名）
　出席者　71名（内出席免除者出席13名）
　出席率　78.89％（前々回訂正後出席率94.51％）
　ビジター　１名

会長挨拶・報告
　皆さんこんにちは。いい季節になりました。先日の日曜日に西大寺マラソンがありました。ご協力下さ
いました会員の皆様には感謝申し上げます。私たち岡山東ロータリークラブの会員は救護班でお手伝いを
させてもらっていたのですが，少し擦りむいた程度の方がおられただけで，大した重病人の方がおられず
ホッとしました。
　私はマラソンをしないので，岡山マラソンなんかはエントリーフィーを払ってまで42.195km 走るという
のがよく理解できませんでした。今回の西大寺マラソンではゴールで力走の会員を迎えるために立ってい
ました。そうしたらゴールをする人々の顔が輝いており，マラソンをする人の気持ちが分かった次第です。

幹事報告
１．当クラブが後援をしております，「岡山県立興陽高等学校創立100周年記念・ロータリー財団100周年

お 食 事
特製若鶏竜田揚げ カレーソース ポテトサ
ラダ添え，ミニチャーハン，中華スープ，
杏仁豆腐，デミコーヒー



記念 講演会」のチラシをテーブルの上に置いておきますので，ご覧ください。
２．次週５月４日の例会は，法定休日（みどりの日）となっておりますので，お休みです。次回例会は５

月11日（木）です。
３．他クラブ週報を回覧いたします。

次年度幹事報告
　本日，18時30分より，第２回被選理事会を，開催いたします。次年度理事および役員，委員長の皆様，
よろしくお願いいたします。

ロータリー財団表彰
　ロータリー日本財団より，個人寄付の認証ピンと認証状が届いており，齊藤会長より授与されました。

委員会報告
●国際奉仕委員会　大橋正禎 会員
　５月６日（土）〜６月１日（木）の間受け入れる短期国際青少年交換留学生の滞在先や参加行事などについ
てポスティングしていますので，ご参照下さい。また，留学生との交流等会員の皆様にはご協力をお願い
いたします。

●青少年奉仕委員会　小橋雅治 副委員長
　４月23日（日）開催の西大寺マラソンに多数の会員及び医療機関からのご協力ありがとうございました。
今回は気温が高くなく，無事終了しました。来年も継続しますので，ご協力をお願いいたします。

●写真同好会写友「輪影」　菅野正則 会員
　４月30日（日）に写友「輪影」展の反省会を兼ね親睦会を開催いたします。おいしいワイン，ビール，
バーベキューを用意していますので，出品の有無にかかわらず，ご夫婦でご参加下さい。

●第２回マルチプル・ポール・ハリス・フェロー

山田泰照 会員

●ポール・ハリス・フェロー

齋藤信也 会員

●スマイル●
齊藤（博） 先日，西大寺マラソンにご協力下さいました会員の皆様には本当にご苦労様でした。何

事もなく終ってホッとしています。
更井 先週末麻雀同好会「東風の会」が開催されました。他の行事と重なり若干参加者が少な

く，淋しい会となりましたが，それでも楽しい遠征大会となりました。重複行事を押し
て参加下さった皆様に感謝。

藤井 ①麻雀同好会 東風の会で初めて役満（国士無双）を上がりましたが，その夜の番外戦で，
西下さんに国士無双を振り込みました。　②翌日の西大寺マラソンでは，神田さん，安藤
さん，三垣さんが10㎞完走。皆様に拍手です。

佐藤 西大寺マラソン多くのご参加ありがとうございました。来年は藤井エレクトが10㎞走る
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そうです。応援します！
冨岡 ４月25日（火）次年度 仁科出席委員会，次年度 堀広報委員会，次年度 冨山米山記念奨学

会委員会の初顔を開催していただきました。委員長をはじめ，委員会メンバーの皆様に
は，大変多くの出席をいただきました。ありがとうございました。

神田 ①先日の「東風の会」遠征例会では更井同好会会長，三垣さん，同行の皆様大変お世話
になりました。コテンパンにやられて断トツ“ビリ”でした。　②西大寺マラソン完走しま
した。途々で応援いただき元気が出ました。事務所スタッフの応援にも感謝！！

岡本 西大寺マラソン長男３㎞完走でした。石原委員長，焼肉ゴチになりました。
斉藤（良） 誕生日のプレゼントありがとうございます。まだいただいていませんが。
安藤 ４月23日おかやま西大寺マラソンで10㎞，ボランティアスタッフのみなさんのおかげで

無事に完走できました。お世話になりました。三垣さん，神田さん，山下さん，大塚さ
んお疲れさまでした。

横手 ①坪井パスト会長，先日はありがとうございました。　②東風の会（４月22日）真庭にて２
位で楽しい１日でした。

齋藤（信） S.A.A. の見習いをさせていただきました。ポールハリスフェローに加えていただきあり
がとうございました。

土井 ①日名先生，先日はお世話になりました。おかげでもうひとふんばりする元気と勇気を
いただきました。　②髙山さん，大勢の新入社員に新聞購読を継続していただきありがと
うございます。社員教育にお役に立つと確信しています。

渡邊（修） 本日「本屋大賞」の卓話をさせていただきます。よろしくお願いいたします。
弘中 ①髙山さん，先日はご利用いただき誠にありがとうございました。　②過日，妻の誕生日

に花が届きました。ありがとうございました。
宮本 桜の季節が終り，一番好きな新緑の春がきました。心うきうきのロータリーにスマイル

します。
朝霧 西大寺マラソンへのご協賛ならびに多数のご協力，ありがとうございました。業務のた

め早退します。
福原 本日，卓話をさせていただきます。よろしくお願いします。
貝原 今日は髙山 S.A.A. がお休みなのでピンチヒッターで齋藤信也先生にお願いしました。来

期からのコンビです！
 18件　82,000円

次年度広報・出席・米山記念奨学会合同委員会（4/25）
　４月25日（火）18時30分より串揚「山留」にて，藤
井会長エレクト，藤岡次年度副会長，冨岡次年度幹
事，貝原次年度 S.A.A. のご出席もいただき，総勢
13名で，次年度広報・出席・米山記念奨学会合同委
員会が開催されました。藤井会長エレクトの挨拶の
後，各委員長が抱負を述べ，各々の事業計画を元に
活動方針について議論を行いました。
　2017－18年度クラブ活動方針「楽しもうロータ
リー，深めよう友情の輪」に向けて，各委員長から
方針の表明があり，具体的な事業提案を含めた和気
藹々とした場が持たれました。
 ［文章・写真提供：横田 亮 会員］



2017－2018年度第２回被選理事会（4/27）
　４月27日（木）18時30分から「ブラン ドゥ ブラン」において，第２回被選理事会が，次年度の理事役員と
オブザーバー出席の委員長を合わせて23名の参加により開催されました。
　藤井次年度会長の挨拶に続き，浮田次年度国際奉仕委員長及び三垣次年度親睦活動委員長，冨岡次年度
幹事より審議事項の発表があり，つづいて冨岡次年度幹事より報告・確認・依頼事項の発表がありました。
それぞれ質疑を経て承認された後，齊藤会長の挨拶により理事会が閉会しました。その後の懇親会では横
山パスト会長の乾杯により始まり，藤井次年度会長を中心に理事役員，各委員長がリード役となって，お
互いの親睦を深め，藤井次年度会長の挨拶をもって閉会となりました。

（出席者） 藤井・舟橋・貝原・齋藤（信）・齊藤（博）・近藤（典）・糸島（代理：井上（一））・和氣・三垣・大澤・
大塚・大西・渡邊（修）・浮田・諸國・小橋・冨岡・内山（淳）

（欠席者）藤岡
（オブザーバー出席者）山下（和）・仁科・堀・冨山・横山

４RC合同ゴルフコンペ並びに第8回ゴルフ同好会（4/29）
　４月29日（土・祝）に，赤坂レイクサイド・カントリークラブで，４RC 合同ゴルフコンペ並びに第８回例
会が開催され，４RC（岡山東・備前・岡山丸の内・赤磐）から，総勢56名が参加し，例会同様に盛大なイベ
ントとなりました。
　天候は，途中，雨雲も接近しましたが，すぐに退散。絶好のゴルフ日和でした。４RC の個人戦は，ダブ
ルぺリア競技により，優勝：近藤会員，準優勝：北村会員，第３位：藤井会長エレクトとなり，その後８
位まで当クラブが占める優秀な成績となりましたが，団体戦は，残念ながら僅差で敗れ，岡山丸の内が優
勝となりました。
　また，理事長賞として，坪井パスト会長より，キャディバッグをいただき，当日賞とさせていただきま
した。
　同時競技，32名のメンバーで行われた第８回例会で優勝されたのは，飛距離がグングンアップ中の髙藤
会員でした。準優勝は，岡﨑会員，第３位は，クラブにも理事長賞を用意していただいた坪井パスト会長
でした。おめでとうございます。ゴルフを通じで親子クラブである４RC の会員相互の親睦を深めることが
できました。
 ［文章提供：佐藤英明 幹事・写真提供：末藤達也 会員］

（第８回例会） OUT IN GROSS HC NET
優勝　髙藤　祚嗣 会員 42 44 86 19 67
２位　岡﨑　秀紀 会員 40 41 81 11 70
３位　坪井　俊郎 会員 55 55 110 36 74
ＢＧ　三垣日出人 会員 36 42 78 ＋1 79



写友「輪影」親睦会（4/30）
　４月４日〜９日まで開催された
第28回写友「輪影」展の反省会を
兼ねた親睦会が，４月30日（日）山
田泰照会員の山荘「黄鶴亭」で写
友「輪影」会員ら25名が参加して
開催されました。反省会では欠席
の砂山写友「輪影」会長に代わっ
て，武 同好会幹事から写真展が
成功裏に終わったことへの感謝の
言葉に始まり，顧問の津嶋先生か
らは，以前と比べて明らかに写真
の質が上がっているという評と，
流れる水を撮る際はシャッタースピードが重要であること，また，しっかり脇を締めて手ぶれを防ぐこと
の重要性をお話しいただきました。
　続く懇親会は，美しい新緑に囲まれ，おいしい初鰹のたたきや絶品のローストビーフ，吉田牧場のチー
ズなど盛り沢山の料理，差し入れでいただいたワインなどを楽しみました。また，そこここでできた会話
の輪が非常に盛り上がり，全員で「かえるの歌」を大合唱するなど，屋外ならではの開放感を満喫しまし
た。何から何まで準備していただいた山田会員ご夫妻には心より厚くお礼申し上げます。

東 RC1位
髙藤祚嗣 会員

東 RC2位
岡﨑秀紀 会員

東 RC3位
坪井俊郎 パスト会長

東 RC 理事長賞
内山　淳 会員

４RC1位
近藤聡司 会員

４RC2位
北村正発 会員

４RC 3位
藤井和也 会長エレクト

４RC ベスグロ
三垣日出人 会員



バコロド北RC短期国際青少年交換留学生お出迎え・歓迎食事会（5/6）
　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バコロド北 RC の派遣留学生 Alan 
Paul T.Nuega さんと，Nestor Gabriel L.Jalandoni さんの２名が５月６日（土）来岡しました。高橋会員御夫
妻が関空よりアテンドし，17時30分頃岡山駅に到着したのを齊藤会長，池田国際奉仕委員長他総勢15名で
お出迎えしました。
　続いて，イオンモール６階の「アルバータ」に
場所を移し，歓迎の食事会が開催されました。食
事会は齊藤会長の挨拶の後，Alan Paul T.Nuega さ
んと，Nestor Gabriel L.Jalandoni さんがそれぞれ
日本語で自己紹介と挨拶を行い，石井パスト会長
が留学生を激励した後，おいしい料理とワイン等
を楽しみながら懇親を深めました。我が岡山東 RC
からバコロド北 RC に派遣された高橋 知里さんと
高橋 凜さんも同席し，留学生と旧交を温めるなど
したため，これから始まる留学生活への期待がま
すます高まったようでした。最後は諸國副会長の
挨拶により，歓迎の食事会が終了しました。 お出迎え

齊藤会長挨拶 留学生の自己紹介

5月の月間行事予定  
例 会 行 事 プ ロ グ ラ ム そ の 他 の 行 事
４日例会休会
11日通常例会

18日通常例会

25日通常例会

・法定休日
・「お祝い行事」・「優良社員表彰」
・「５月１日－６日 憲法週間にちなんで」

横田 亮 会員
・「５月16日 旅の日にちなんで」

弘中 環 会員
・「５月20日 電気自動車の日にちなんで」

渡辺 学 会員
・「建設産業構造改善推進週間にちなんで」

石原彰二 会員
・「５月31日 世界禁煙デーにちなんで」

冨谷拓真 会員

６日　　　・ バコロド北 RC 留学生出迎え ･ 歓迎食事会
11日　　　・理事会
　　　　　・ 「そうだロータリーの森，行こう。」
13〜14日　・遠征ゴルフ
18日　　　・ 第６回クラブ協議会（新旧合同）
21日　　　・ 次期地区会員増強・R 財団合同セミナー

（倉敷アイビースクエア）

25日　　　・新入会員歓迎会
27〜28日　・ 職業奉仕 職場訪問（中伊豆ワイナリー）
　　　　　・ バコロド北 RC 留学生湯原訪問
31日　　　・ バコロド北 RC 留学生お別れ会

5月の月間メニュー

４日例会休会
11日通常例会
18日通常例会

25日通常例会

・法定休日
・松華堂，味噌汁
・ スタミナ豚肉丼（豚肉，卵，ニンニク芋入り），中華スープ，春雨サラダ，ザーサイ，アイスク

リーム
・ （下町メニュー）ハンバーグステーキ デミグラスソース，千切りキャベツとケチャップナポリタ

ンスパゲッティ ポテトフライ添え，御飯，味噌汁，コーヒー



ロータリーの目的

　ロータリーの目的は，意義ある事業の基礎として奉仕
の理念を奨励し，これを育むことにある。具体的には，
次の各項を奨励することにある。
第１　 知り合いを広めることによって奉仕の機会とする

こと
第２　 職業上の高い倫理基準を保ち，役立つ仕事はすべ

て価値あるものと認識し，社会に奉仕する機会と
してロータリアン各自の職業を高潔なものにする
こと

第３　 ロータリアン一人一人が，個人として，また事業
および社会生活において，日々，奉仕の理念を実
践すること

第４　 奉仕の理念で結ばれた職業人が，世界的ネット
ワークを通じて，国際理解，親善，平和を推進す
ること

四つのテスト

言行はこれに照らしてから

１．真実かどうか　　　　　　　
２．みんなに公平か　　　　　　
３．好意と友情を深めるか　　　
４．みんなのためになるかどうか


