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▲

本日のプログラム
　「お祝い行事」
　「短期国際青少年交換留学事業 事業報告」
　池田博昭 国際奉仕委員長

▲

6月8日のプログラム
　「チャーターナイト特別例会」
　（於　アークホテル岡山）

　●６月15日は例会休会
　　（定款第８条第１節による）

「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25日のプログラム

　本日は「建設産業構造改革推進週間」についての話をしたいと思います。
　建設業の許可を受けて登録している事業者は，Ｈ11年度の60万社をピークに毎
年減り続け，Ｈ27年度の時点で47万社ということになっています。新規の登録数
は，毎年20,000業者位増えていますが，それ以上に廃業される事業者が圧倒的に
多いということです。いろいろな原因があると思いますが，跡継ぎがいなくて事
業承継ができていないことが大きいと思います。企業を存続させるために，社長
の仕事というのは，社長になった瞬間から次の社長へどのようにしてうまくバト
ンタッチするかを考える，ということだと思います。
　次にこの登録業者に関連して現場で働く人のことをお話ししたいと思います。
　ここでも就業者の方の引き継ぎがうまくいってなく，廃業された時，失業された方が他業種へ行かれた
り，また社会に職人さんを育てる環境がなく，建設業で働こうとする新しい若い人が減っているという状
況があります。50代以上の従業者数は変わっていませんが20代・30代の若年齢者層が半減していて，これ
からの高年齢者層の引退に伴って益々不足していくことが考えられます。20・30代の若年齢層の建設業種
離れは俗にいう３Ｋのイメージが強く，休日の少ない長時間労働が影響していると思います。建設業は社
会の縁の下の力持ちですので，若い人に希望が持てる職業になればと思っています。
　最近の風潮として安ければ何でもいいという会社や一般の住宅でも何社からも見積をとって工事を決め
るところが増えています。適正な価格で工事をしてもらうということは当然なことですが，その適正な価
格を施主さんが判断するのが難しく，往々にしてただ安い業者で施工することがあります。
　我々元請を基本としている会社はいかに特命で工事をいただき，適正な価格でいい仕事をするか，その
為にいかに相手からの信用を得るか日頃から苦心しています。



「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

5月25日のプログラム

　世界保健機関が設立40周年を迎える1988年４月７日が「第１回世界禁煙デー」
と1987年に定められました。続いて1988年に採択された決議では世界禁煙デーを
毎年５月31日とすることが定められております。日本では1992年（平成４年）より，
５月31日から６月６日までの１週間が「禁煙週間」となっております。数十年前，
国鉄の車両の中にも灰皿が用意されていた時代もありました。しかし，時代の流
れと共に長寿健康志向となり，公共的な場所のほとんどで禁煙や分煙が進んでい
ます。禁煙にはストレスが伴いますが，健康上も金銭的にも良い方向へと進みま
す。タバコを吸わない場合に保険料が割引される生命保険も出てきました。
　生命保険は，「相互扶助」，助け合いの精神が根底にあります。そこで，適正な
保険料を設定するために，保険会社は膨大なデータをもとに計算しています。タバコはどうでしょうか？タ
バコは「百害あって一利なし」なんて言われます。実際，喫煙者の方が病気になるリスクは高いのです。タ
バコを吸う人と吸わない人が同じ保険料を支払うというのは不公平になります。昔は喫煙者も多かったので
敢えて分ける必要もなく，今ほど喫煙によるリスクがはっきりしていなかったということもあります。近年，
保険会社では喫煙者と非喫煙者の保険料を区分する保険が出てまいりました。喫煙者より非喫煙者の保険料
は安いですし，可能で有れば禁煙にチャレンジしてみるのも良いです。保険に入って安心するのではなく，
保険を使わなくて済むように，健康に気を遣ってみるのも良いと思います。

例会報告（5/25）

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95.65％）
　ビジター　１名

会長挨拶・報告
　皆さんこんにちは。本当に暑くなってきました。私自身のことで恐縮ですが，先日あることで怪我をし
てしまいました。今まで66年間，一度も手術とか入院とかしたこともなくもちろん怪我で縫ったこともあ
りませんでした。今回14針も縫ったのは初めてのことです。そのことで思ったことがあります。今までは，
自分がそういう事がなかったために，そうなった人のことが理解出来ませんでした。だから，怪我をした
人に向かって怪我をするのは気が弛んでいるからで，しっかり気を張ってことに当たるべきだと言って来
ました。しかし，今回このようなことに自分がなってみると，気がたるんでいたわけではありませんでし
た。そういう事から今後は人に対して優しくなれると思っています。

幹事報告
１．６月より，クールビズとなり，上着，ネクタイ着用免除となります。ポロシャツはご遠慮ください。
２．５月27日〜28日　ロータリーレガシー訪問において，米山梅吉記念館を訪問する際には，上着をご

着用の上，ロータリーバッヂをお付けください。ネクタイは不要です。８：10　岡山駅　新幹線乗
車口集合です。

３．おかやま西大寺マラソン実行委員会より，協賛の御礼と協力の御礼，並びに大会の冊子が届きまし
たので，回覧いたします。

４．いわて GINGA-NET より，感謝のご挨拶が届きましたので，回覧いたします。
５．他クラブ週報を回覧いたします。

お 食 事
（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



次年度幹事報告
　５月21日（日）倉敷アイビースクエアで開催されました RI 第2690地区次期地区会員増強・ロータリー財団
合同セミナーに，藤井一也次年度会長，和氣伸吉次年度会員増強委員長，諸國眞太郎次年度ロータリー財
団委員長，次年度幹事冨岡の計４名で，参加してまいりました。

委員会報告
●親睦活動委員会　舟橋弘晃 委員長
　本日18時30分よりアークホテル岡山で新会員歓迎会を開催します。出席予定の方はよろしくお願いいた
します。

●職業奉仕委員会　赤松興一 委員長
　５月27日－28日の米山梅吉記念館及びヴィンヤードワイナリー等の見学旅行には26名ものお申し込みを
いただきまして，感謝いたします。27日は新幹線口に８時10分集合，米山梅吉記念館訪問時は上着とロー
タリーバッヂ着用でお願いいたします。

●スマイル●
齊藤（博） ちょっとしたことでケガをしたのですが，大した事にならずに済んだのでスマイルしま

す。
糸島 根木会員，会社の創立20周年おめでとうございました。
石井 先週日曜日，佐藤幹事，フィリピン留学生２名と，四国の金刀比羅宮へ行きました。本

宮まで785段の階段を登り，足腰を鍛えてきました。来月の最終のゴルフ同好会は頑張り
ます。

藤井 次期地区会員増強・RI 財団合同セミナーに参加してきました。私は，会員増強のセミ
ナーに参加いたしましたが，高崎 RC の年間51名増強の話を和氣会員増強委員長と聞い
てきました。純増３名頑張ります。

諸國 22日，深いい話というテレビ番組に娘と一緒に数秒間出演しました。何も「深いい話」
がないのに作りあげるテレビ局の力に恐れを感じています。

佐藤 フィリピン交換留学生のお世話を池田委員長をはじめとする国際奉仕委員会の皆様あり
がとうございます。高橋さんホストファミリー２週間おつかれ様でした。石井パスト会
長と留学生と一緒にこんぴらさんに参りました。筋肉痛です。

冨岡 髙山眞司 S.A.A. に，敬意を込めて，スマイル。時間調整に，いつも感謝しております。
石原 今日は卓話をさせていただきます。本当は先月が順番だったのですが，岡﨑さんにピン

チヒッターお願いしました。ありがとうございました。
佐々木 藤岡さん，先日はご一緒させていただき，そして色々ご配慮いただき感謝いたします。
横手 少しいいことがありました。
浮田 ハイセンスのプリザーブドフラワーをお送りくださり，ありがとうございました。家内

が大喜びで，面目を施しました。目立つ所に飾っています。
末藤 岡山ロータリー丹下健三さん，ようこそいらっしゃいました。
朝霧 結婚記念日の20日，高級メロンが届きました。今週の朝食は毎日メロン付きです。あり

がとうございます。仕事のため早退します。申し訳ありません。
冨谷 本日は卓話をさせていただきます。よろしくお願いします。
貝原 先週は，大阪の南港でイベント関係の展示会出展の為，例会をお休みさせていただきま

した。信也先生，代理ありがとうございました。おかげ様で儲かりました！
髙山 ①冨岡副幹事スマイルありがとうございます。　②今日の下町定食シリーズ，ハンバーグ

定食いかがでしたでしょうか。
 16件　76,850円
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新入会員歓迎会（5/25）
　５月25日（木）18時30分より，アークホテル岡山にて，新入会員歓迎会が，新入会員３名を含む59名が出
席して，賑々しく開催されました。
　齊藤会長より会員増強はクラブの活性化を図る上で大変重要なことであり，クラブ行事や奉仕活動を通
じて親睦を深め，明るく楽しいロータリーライフを送ってくださいとの挨拶がありました。新入会員の自
己紹介のあと，西本パスト会長による乾杯があり，新入会員自慢の唄の披露などあって，和やかで楽しい
歓迎会となりました。

齊藤博臣会長挨拶

熱唱する新入会員

西本晃パスト会長乾杯

福原弘之 会員
平成28年11月10日入会
昭和44年８月２日生まれ
株式会社フクトヨ　代表取締役
推薦者：藤井一也 会長エレクト
　　　　冨岡正機 副幹事

中井拓司 会員
平成29年５月11日入会
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
推薦者：齊藤博臣 会長
　　　　舟橋弘晃 親睦活動委員長

松平　歩 会員
平成29年５月11日入会
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
推薦者：西下裕平 パスト会長
　　　　髙藤祚嗣 会員



バコロド北RC留学生湯原訪問（5/26-28）
　５月26日〜29日朝まで，短期国際青少年交換留学事業の一環として，２人の
留学生を日本の文化，自然を体験してもらうために，岡山県北，蒜山大山国立
公園，湯原温泉，勝山，遷喬尋常小学校，はんざきセンター（オオサンショウウ
オ保護センター），神庭の滝を見学，さまざまな体験をされました。
　通訳として地区交換留学生の大橋ひろみさんがお手伝いしてくれました。
　また，冨山副委員長は，28日，29日とドライバーとして岡山県北を案内して
くれました。ありがとうございました。留学生の皆さんは，きっと想い出にの
こる体験をされたと思います。 ［文章・写真提供：池田博昭国際奉仕委員長］

ロータリーレガシー訪問並びに優良企業事業所訪問（5/27-28）
 ５月27日（土）〜28日（日）職業奉仕委員会，親睦活動委員会及び米山記念奨学会委員会の合同事業として米
山梅吉記念館及び中伊豆ワイナリー等を訪ねる研修 ･ 親睦旅行が会員21名，会員ご夫人５名の参加を得て，
行われました。

［１日目］
　８：24発のひかり号にて岡山発，三島駅から観光バスに乗り換えて米山記念館を訪問しました。記念館
ホールにて昼食，木内昭夫常務理事様から米山翁や当館運営についての基礎知識をレクチャーしていただ
いた後，２階展示室にて学芸員の市川真理様から米山翁の生い立ち，功績，思想など詳しくご説明いただ
きました。参加の皆さんからは，翁の奉仕の理念とその業績についてはロータリアンとして一度は学ぶべ
きとの声が上がっていました。
　夕食は，50年の歴史ある源氏釜めしと生そばのお店の松葉茶屋で，食べきれないほどのご馳走と，芸子
さんとの歌遊びなどを堪能しました。

神庭の滝にて大山をバックに

静岡県駿東郡長泉町の米山梅吉記念館にて 参加者からのスマイル。
木内常務理事様お世話になりました。

米山梅吉翁の墓参 修善寺の懇親会から参加の安藤会員が加わり，全員集合



［２日目］
　まずは，ミシュラングリーンガイド２つ星の認定を受けた修禅寺や竹林の小径他修善寺界隈を散策，続
いて，「伊豆の踊子」「天城越え」で有名な浄蓮の滝を訪れました。浄蓮の滝では自然の香りを満喫すると
ともに，急で長い階段の上り返しで自然の厳しさ？を感じた方も多い様子でした。
　２日目のメインである中伊豆ワイナリーシャトーＴ・Ｓの見学では，ソムリエの吉田学様に，ブドウの
栽培からワインの醸造までそれぞれ現場を見ながらご説明いただきました。ワインに造詣の深い赤松職業
奉仕委員長から事前に様々なリクエストがされており，通常の見学では得られない貴重な体験が出来まし
た。そして昼食では５種類のワインとコース料理を堪能し，頭と味覚でワイン醸造についての理解を深め
ました。職業奉仕委員会，親睦活動委員会及び米山記念奨学会委員会の皆様のご尽力と多数の会員・ご令
室の参加で，大変賑やかで思い出深い研修 ･ 親睦旅行となりました。

伊豆湯ヶ島・浄蓮の滝にて 中伊豆ワイナリーから富士山を望んで

6月の月間行事予定  ロータリー親睦活動月間
例 会 行 事 プ ロ グ ラ ム そ の 他 の 行 事
１日通常例会

８日特別例会
15日例会休会
22日通常例会

29日通常例会

・「お祝い行事」
・「短期国際青少年交換留学事業 事業報告」

池田博昭 国際奉仕委員長

・チャーターナイト記念特別例会（於　アークホテル岡山）
・例会休会（定款第８条第１節による休会）
・「６月 外国人労働者問題啓発月間にちなんで」

宮本誠一 会員
・「退任挨拶」 
 赤松興一 職業奉仕委員長，大河原喬 社会奉仕委員長，
 池田博昭 国際奉仕委員長，石原彰二 青少年奉仕委員長
・「表彰」
・「退任挨拶」 齊藤博臣 会長，諸國眞太郎 副会長，
 佐藤英明 幹事，髙山眞司 S.A.A. 

１日　　　・理事会
４日　　　・ 第10回ゴルフ同好会（東児

が丘マリンヒルズ GC）
６日　　　・正次プログラム委員長会議
10〜14日　・国際大会（米国アトランタ）
15日　　　・麻雀同好会「東風の会」
22日　　　・ 「そうだ 総合グランド，行

こう」
22日　　　・ 糸島達也パスト会長旭日双

光章受賞祝賀会
24日　　　・第３回囲碁同好会
29日　　　・第３回被選クラブ協議会
29日　　　・ 2016-17年度 感謝の会（メル

パルク岡山）

6月の月間メニュー

１日通常例会
８日特別例会
15日例会休会
22日通常例会

29日通常例会

・（ミリオンダラーミール）ハヤシライス，サラダ，コーヒー
・チャーターナイト記念特別例会（於　アークホテル岡山）
・例会休会（定款第８条第１節による休会）
・ （下町メニュー）やきそば定食，ふりかけミニ御飯，味噌汁，キャベツ酢漬けサラダ，デミコー

ヒー
・ビーフステーキ，サラダ，ライス，コーヒー


