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▲

本日のプログラム
　「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

▲

5月25日のプログラム
　「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…たばこと保険」
　冨谷拓真 会員

「優良社員表彰」 赤松興一 職業奉仕委員長

5月11日のプログラム

　５月11日例会場にて，会員から推薦された優良社員３名の表彰が行われ，齊藤会長より表彰状と記念品が
授与されました。これは，職業奉仕委員会（赤松興一委員長）が本年度の優良社員の表彰事業として，会員皆
様の事業所で活躍されている優良社員を表彰し，今後のモチベーションアップを図り，更なる事業の発展に
繋ぐために企画されたものです。表彰された皆様のますますのご活躍を祈念いたします。
　優良表彰された方々は下記のとおり。

●あいの里クリニック・歯科 院長　山本道代 様（推薦者：糸島達也 パスト会長）
（推薦理由）歯科医師が持つ技術を提供すべく不断の努力を払い，誤嚥性肺炎の予防に優れた成果を収めたこ
と。また，外来診療の傍ら入院患者の訪問診療を手がけ，患者さんが美味しく安全に食べられるように口腔
内の健康維持に努められたこと。

●旭川荘療育・医療センター 歯科衛生士主幹　高城美恵子 様（推薦者：井上英雄 会員）
（推薦理由）障害児・者医療福祉への高い使命感と熱意をもって永年に亘り重症心身障害児の困難な歯科医
療に携わり，専門職として研鑽を重ねるとともに医師との緊密な協力の下にチームを指導牽引されてきたこ
と。

●齊藤博臣税理士事務所 所長代理　佐藤基一 様（推薦者：齊藤博臣 会長）
（推薦理由）齊藤博臣税理士事務所開所以来30年の長きに亘り誠実に勤務され，事務所発展に対する貢献度は
誠に大なるものがあったこと。



「５月１日－６日�憲法週間にちなんで」 横田　亮 会員

5月11日のプログラム

　そもそも憲法とは何なのか確認してみたいと思います。
　どの時代のどこの場所であっても適用できる憲法の定義としては，「統治権が誰
に帰属し，どのように行使されるべきかを定めた法規範」となります。この定義で
あれば，君主・元首が，自分が法であるといって思うままに振る舞える国家にも憲
法はあります。
　もちろん我々が思い浮かべる憲法は，このような憲法ではありません。イギリス
やフランス，あるいはイギリスから独立したアメリカで，国家によって人が人間と
して扱われる権利を確認する章典が，単一の成文章典か否かは別として，作られ
るようになります。
　これらに共通の内容は，国家によって人が人間として人間らしく扱われるべき権利としての人権保障が認
められ，かつ人権保障を統治機構的に実効性を確保する権力分立の原理に支えられたものでなければならな
い，という立憲主義の考え方にあります。
　最高裁判所の判断の中にも，日本国憲法の依拠する立憲主義の考え方が明確に反映されています。
　GPS 捜査についての最高裁判所平成29年３月15日大法廷判決を説明します。
　憲法35条は「住居，書類及び所持品について，侵入，捜索及び押収を受けることのない権利」を規定しま
す。
　最高裁判所は，憲法35条の保障対象には，「住居，書類及び所持品」に限らずこれらに準ずる私的領域に

「侵入」されることのない権利が含まれるものと解するのが相当とします。
　そして，個人のプライバシーの侵害を可能とする機器をその所持品に秘かに装着することによって，合理
的に推認される個人の意思に反してその私的領域に侵入する捜査手法である GPS 捜査は，個人の意思を制
圧して憲法の保障する重要な法的利益を侵害するものとして，刑事訴訟法上，特別の根拠規定がなければ許
容されない強制の処分に当たり，現行犯逮捕の場合を除けば令状がなければ行うことのできない処分と解す
べきことを明らかにしました。
　この最高裁判決は犯罪捜査の局面において，国会が刑事訴訟法等の特別の根拠規定を与え，裁判所の令状
発付におけるチェックを経なければ，現行犯逮捕の場合を除いて，人権侵害に該当する捜査方法はなしえな
いという立憲主義憲法の下における国家運営の在り方を，改めて確認するものとなっています。
　今回の卓話で述べたいことは，何ゆえか近年，立憲主義が引き合いに出されていますが，特定の政治問題
に限局した立憲主義に対する両極端な対応を避けたいということです。

山本道代 様（左），高城美恵子 様（中），佐藤基一 様（右）



例会報告（5/11）

出席報告
　会員数　95名（内出席免除者16名）
　出席者　79名（内出席免除者出席12名）
　出席率　86.81％（前々回訂正後出席率91.01％）
　ビジター　０名

会長挨拶・報告
　皆さんこんにちは。如何お過ごしでしょうか。本当にいい季節になりました。この頃，人に会うとこう
いった挨拶をしますが，その後で必ずと言っていいほど次の言葉が続きます。それは「すぐに暑くなって
きますよね。いい季節は長く続かないものです。」といった会話がよく交わされています。
　私はこういった会話が交わされるといつも思うことがあります。それは春とか秋といった季節は本来な
くて，日本の季節は四季ではなく冬と夏の２シーズンであり，その移行の瞬間に春と秋という一時期があ
るだけです。そう思えばいい季節は短いということではなく一時的だということがよくわかり前段の不満
はある程度，解消すると思います。だから，その短い春と秋を不満を言うのではなく楽しんでみては如何
でしょうか。

幹事報告
１．５月13日・14日開催の「第22回 RI 日本青少年交換研究会・米子会議」に当クラブより，地区青少年

交換委員の小橋雅治会員，ROTEX の大橋啓美さんが出席の予定です。
２．５月のロータリーレートは，１ドル＝110円です。
３．他クラブ週報を回覧いたします。

第11回理事会報告
１．糸島パスト会長受章祝賀会について承認されました。６月22日開催予定です。
２．新会員の入会の承認及び委員会配属について承認されました。
３．職業分類の新設について承認され，シール印刷業と人材サービス業が新設されました。
４．職業分類の変更について，塩見会員の職業分類 人材サービス業への変更が承認されました。
５．新会員選挙について承認されましたので選挙に移行します。
６．おかやま西大寺マラソン大会協賛並びにロータリー財団100周年広報事業について報告され，承認

されました。

次年度幹事報告
　本日，次年度会員名簿校正の締め切り日となっております。「訂正がない」，場合におきましても，事務
局迄，必ずご返信をお願いいたします。また，今回，写真を変更される方は，提出をお願いいたします。

新入会員入会式
　松平　歩（まつだいら あゆみ）会員
　昭和42年９月４日生まれ
　いちよし証券株式会社 岡山支店 支店長
　証券業
　推薦者：西下裕平 パスト会長，髙藤祚嗣 会員

お 食 事
松華堂，味噌汁



　中井　拓司（なかい たくじ）会員
　昭和60年３月10日生まれ
　弁護士法人南方法律事務所 所属弁護士
　民事弁護士
　推薦者：齊藤博臣 会長，舟橋弘晃 親睦活動委員長

委員会報告
●社会奉仕委員会　大河原喬 委員長
　本日例会終了後，「そうだ ロータリーの森 いこう」事業を行います。市役所前の広場に設置した記念碑
の見学と清掃を行いますので，ご参加の方はよろしくお願いいたします。

●国際奉仕委員会　冨山直司 副委員長
　短期国際青少年交換留学事業でフィリピンより来
日した留学生 Nestor Gabriel L. Jalandoni（ネストー
ル ガブリエル エイル ジャランドニ）さん（21歳）と
Alan Paul T. Nuega（アラン ポール ティー ヌエガ）
さん（14歳）が５月６日より６月１日まで齊藤会長及
び高橋会員宅にホームステイし，岡山外語学院で語
学研修を行います。

（留学生のお二人からは猛勉強した日本語でご挨拶
をいただきました）

●次年度プログラム委員会　大澤俊哉 委員長
　次年度プログラムの参考とするため，アンケート用紙をポスティングしています。是非ご回答下さい。

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５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　　　齋藤（信），冨谷，井上（一），大橋
会員夫人誕生日　大西，浮田，内山（隆），松平，西下，山下（貴）
結婚記念日　　　大河原，髙山，斉藤（良），日名，佐藤，弘中，大西，朝霧，内山（隆）

●スマイル●
齊藤（博） ①今日入会された中井さんのスポンサーをさせていただきました。　②当事務所の職員が

従業員表彰を受けさせていただきます。　③４RC 合同ゴルフコンペでは申し訳ありませ
んでした。

井上（一） 糸島先生，旭日双光章授章おめでとうございます。
西下 新会員，松平歩さんをよろしくお願いいたします。
藤井 第２回被選理事会無事終了。次年度も近づいてまいりました。理事，役員，委員長の皆

様，ご協力よろしくお願いします。
諸國 ①山田会員，奥様，大変お世話になりました。また，本日は記念の冊子最高です。　②新
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入会員　松平歩さん，中井拓司さんようこそ。　③フィリピン　バコロドからの留学生
ギャブさん，ジェイアールさん楽しんで下さい。

佐藤 ①本日は，優良社員の表彰として山本様，高城様，佐藤様，バコロドより留学生のガブ
さん，ジェイアールさんようこそ東 RC へ。松平さん，中井さん入会おめでとうござい
ます。写友「輪影」打ち上げ，山田さん，武さんお世話になりました。

冨岡 ４月27日（木）に開催されました第２回被選理事会に於いて，理事および役員，委員長出
席のもと，すべての審議を了承していただきました。ありがとうございました。また，
齊藤博臣会長には，次年度へはなむけのありがたいお言葉をいただきました。本当にあ
りがとうございました。

舟橋 本日ご入会の中井拓司さんのスポンサーをさせていただきます。どうぞよろしくお願い
申し上げます。

神田 ①写友「輪影」親睦会では武同好会幹事，山田会員ご夫妻にとてもお世話になりました。
料理がすごくおいしかったです，　②５月３日〜４日で娘と「おかやま24時間100㎞走行」
に出ました。84㎞でリタイアしましたが，とても良い思い出になりました。来年またリ
ベンジします。石原さん写真ありがとうございました。　③中井さん入会おめでとうござ
います。

池田 ①本日，交換留学生のお２人がご挨拶させていただきます。よろしくお願い申し上げま
す。　②５月６日の留学生の岡山駅でのお出迎え大勢の皆様にお越しいただきありがとう
ございました。

近藤（聡） 去る４月29日の４RC 合同ゴルフコンペにて良き同伴競技者と多大なるハンディに恵まれ
て優勝することができました。ありがとうございます。小橋君お世話になりました！　
スコア？　そりゃ〜言えねぇ!!

松本 先日の写友「輪影」親睦会反省会では，楽しいバーベキューありがとうございました。
来年は写真展に出せるようにカメラの腕をみがきます。

北村 過日の４RC 合同ゴルフ会にて，ハンディーに恵まれ，準優勝になりました。同伴競技者
の方々お世話になりました。

武 ４月30日写友「輪影」の親睦会，25名の参加をいただき盛会でした。黄鶴亭亭主山田先
輩，奥様には大変お世話になりました。おまけに写真集まで作っていただきありがとう
ございました。

髙藤 本日入会されました松平歩「いちよし証券岡山支店長」のスポンサーです。皆さんよろ
しくお願いいたします。と，29日ゴルフ同好会で優勝させていただきました。ありがと
うございます。

三垣 ①ちょっと前になりますが，東風の会の遠征で初優勝させていただきました。　②そして
その翌日の西大寺マラソンではスポットスポットにメンバーの明るい笑顔があって，お
かげで完走できました。　③日本スポーツマスターズでは不甲斐ない成績でした。　④４
RC 合同ゴルフコンペ，ベスグロいただきました。　⑤写友「輪影」の反省会，山田さん，
武さんお世話になりました。

斉藤（良） 写友「輪影」の親睦会では山田さん御夫妻にはたいへんお世話になりました。段取りし
ていただいた皆さんありがとうございました。

佐々木 日名先生，先日は大変お世話になりました。
井上（英） 本日は優良社員の表彰をしていただきありがとうございます。大変よろこんでおります。

なお一層，障害児の医療と福祉に努めて参ります。
横手 山田さん，先日は山荘で楽しい１日をありがとうございました。奥様にもお世話になり

ました。
友野 結婚記念日のお祝いに美味しいメロンをありがとうございました。
日名 米田さん，先日は重ねて大変お世話になりありがとうございました。またお願いします。
内山（淳） ①第８回ゴルフ同好会で理事長賞をいただきました。坪井パスト会長ありがとうござい

ました。　②写友「輪影」親睦会では山田会員ご夫妻をはじめ皆様に大変お世話になりま



「そうだロータリーの森，行こう」（5/11）
　５月11日（木）例会終了後，社会奉仕委員会による「レガ
シーを探訪し，クラブの歴史と伝統を学ぶ事業」の第２弾
として，岡山市役所南庭の「ロータリーの森」を齊藤博臣
会長，大河原喬社会奉仕委員長他総勢20名で探訪しました。
これは，1969年（昭和44年）２月８日，「岡山東・北・西南 ･
ロータリークラブ認証状合同伝達式記念事業」として岡山
市に寄贈されたもので，まさに我が岡山東 RC の歴史を物
語る記念碑となっています。
　ロータリーの森では，大河原職業奉仕委員長の指揮の下，
記念碑付近の清掃活動を行い，諸先輩の功績に敬意を表し
ました。

参加の皆さん，お疲れ様でした。（左下がロータリーの森に設置された記念碑）

記念碑付近を清掃

した。
大塚 先日の写友「輪影」の親睦会では山田さん，武さん，みなさんに大変お世話になりまし

た。ワインを飲みすぎました。反省してます。
横田 糸島先生，旭日双光章受章おめでとうございます。また，本日卓話の機会をいただきあ

りがとうございます。
岡﨑 先日の赤坂レークカントリークラブでのゴルフ例会で，運良く第２位をいただきました。

同伴競技者の皆様に感謝申し上げます。
冨谷 ４RC 合同ゴルフコンペではニアピン３ついただきありがとうございました。引き続き精

進して参ります。藤岡会員昨日は大変お世話になりました。ありがとうございました。
松平 本日より岡山東ロータリークラブにお世話になります。皆様よろしくお願いいたします。
中井 歴史と伝統に輝く岡山東ロータリークラブに入会させていただきました。
髙山 ４月末に東京ドーム，ポール・マッカートニー公演行ってきました。大興奮の２時間半

でした。
 30件　153,000円



第22回RI 日本青少年交換研究会・米子会議（5/13－14）
　５月13日（土）〜14日（日）鳥取県米子市において第22回国際ロー
タリー日本青少年交換研究会・米子会議が開催されました。私は
地区の青少年交換委員として，また2015〜2016年度岡山東ロータ
リークラブ派遣学生の大橋啓美さんと参加してきました。
　13日は，基調講演「ポリオのこれまでとこれから」，分科会は
青少年交換プログラムの現状と課題，一般社団法人 ROTEX の
現状，「IA・RA・RYLA・RYE のあり方について」，その後懇親
会，青少年交換学友交流会と13時から21時までみっちり開催され
ました。また14日は８時30分から全国青少年交換員長会議，本会
議と昼まで青少年交換留学の現状や問題点など普段とは違う学び
の経験ができました。 ［文章・写真提供：小橋雅治 会員］

第９回ゴルフ同好会（大山遠征）（5/13－14）
　５月14日（日）大山アークカントリークラブにてゴルフ同好会第９回例会が開催されました。
　清々しい五月晴れに木々と芝生の新緑が美しい最高のゴルフコンディションのもと，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21名が参加して楽しく賑やかにゴルフ同
好会コンペが行われました。
　珍プレー好プレーが発生するなか，仁科恭一郎会員が見事に優勝の栄冠に輝きました。また，ベストグ
ロス賞を三垣日出人会員が獲得しました。おめでとうございます。
　また，前日の13日には，競技力・マナー向上と益々の親睦の深化を目的としたゴルフ同好会特別例会（煩
悩部会例会）が開催されました。12名のメンバーが参加して賑やかに楽しくプレーが行われたなか，三垣日
出人会員が見事に優勝およびベストグロス賞の栄冠に輝きました。おめでとうございます。
　なお，第10回例会は，６月４日（日）東児が丘マリンヒルズゴルフクラブ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：佐藤英明 幹事，末藤達也 会員］

（第９回例会） OUT IN GROSS HDCP NET
優勝　仁科恭一郎　会員 45 45 90 17 73
２位　齋藤　博臣　会員 51 47 98 25 73
３位　佐々木　篤　会員 43 36 79 ６ 73
ＢＧ　三垣日出人　会員 36 43 79 ＋１ 80

（煩悩部会例会） OUT IN GROSS HDCP NET
優勝　三垣日出人　会員 39 36 75 ５ 70
２位　佐々木　篤　会員 40 39 79 ８ 71
３位　菅野　正則　会員 48 42 90 19 71
ＢＧ　三垣日出人　会員 39 36 75 ５ 70

第３位　佐々木篤会員優勝　仁科恭一郎会員 第２位　齊藤博臣会長

【第９回例会】



当日賞石井英行パスト会長

当日賞　内山淳会員

BG　三垣日出人会員

BG　三垣日出人会員

特別例会（煩悩部会例会）に参加の皆さん

第９回例会に参加の皆さん

第３位　菅野正則会員優勝　三垣日出人会員 第２位　佐々木篤会員

【特別例会（煩悩部会例会）】


