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▲

本日のプログラム
　「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

▲

6月29日のプログラム
　「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.

「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1日のプログラム

　本年度岡山東ロータリークラブ「短期国際青少年交換留学事業」の一環として
バコロド北ロータリークラブより２名の留学生（ネストール ガブリエル ハーラン
ドニさん，アラン ポール ヌエガさん）が５月６日（土）より派遣され，齊藤会長及
び高橋会員の自宅にホームステイし，岡山外国語学院で日本語の研修と文化の勉
強をされました。
　本日は，留学生の帰国に伴い，留学生の他バコロド北ロータリークラブからア
ラン ヌエガ会長，ご令室のポーリン ヌエガ様，ご令嬢のカトリーナ マリー ヌエ
ガ様及び，バコロドロータリークラブからアメリン ボラボ会員がお礼のご挨拶た
めに例会にお越しになられました。
　アラン会長が岡山東ロータリークラブの皆様に，留学生への親身なお世話に対
する感謝と御礼のご挨拶を流暢な日本語でされたのち，留学生２名がお礼のご挨拶をされ，その後約１ヶ
月の岡山で思い出をスライドにて流しました。
　例会終了後，岡山プラザホテル玄関にて大勢の会員の皆様でお見送りをいたしました。
　皆様のご協力により昨年６月からの一連の事業を無事終了することができました。ありがとうございま
した。



例会報告（6/1）

出席報告
　会員数　98名（内出席免除者16名）
　出席者　84名（内出席免除者出席11名）
　出席率　90.32％（前々回訂正後出席率93.55％）
　ビジター　８名

会長挨拶・報告
　皆さんこんにちは。今日からクールビズでノーネクタイの人が多いですね。先週の土曜日と日曜日に伊
豆へ行ってきました。職業奉仕委員会と協賛の親睦活動委員会の方々の手配により，いい職場訪問が出来
ました。赤松委員長，舟橋委員長には大変お世話になりました。また，米山梅吉記念館の訪問がありロー
タリアンの原点を見せられたような気がしました。
　今日はフィリピンからの短期交換留学生の最後の日となってしまいました。お迎えにご家族の方がお見
えになっています。昨夜は，国際奉仕委員会の主催で送別会も行われました。池田委員長には大変お世話
になりました。私たち家族は約２週間のホームステイでしたがあっという間に済んでしまい，何事もなく
ホッとしています。

幹事報告
１．６月のロータリーレートは，１ドル＝110円です。
２．次週例会，18：30よりアークホテル岡山にて，チャーターナイト記念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，お間違えのないようにお願いいたします。６月15日（木）の例会は
お休みです。次回通常例会は，６月22日（木）になります。

３．他クラブ週報を回覧いたします。

お 食 事
（ミリオンダラーミール）ハヤシライス，サ
ラダ，コーヒー

バコロド北 RC 会長
アラン ヌエガ様　挨拶

留学生アラン ポール ヌエガさん挨拶留学生ネストール ガブリエル  
ハーランドニさん挨拶

バナー交換 スライドで留学中の活動を紹介



第12回理事会報告
１．退会について，児島正和会員，伊東京亮会員，山本督憲会員の６月末日での退会が承認されまし

た。山本会員には，６月最終例会でお別れの言葉をいただきます。
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，新会員　土岩剛志会員，藤坂浩匡会員，岩

田冨士夫会員は，親睦活動委員会に配属となります。
３．職業分類の新設について承認され，コンクリート混和剤販売，コンクリート工事，室内装飾設計施

工が新設されました。
４．新会員選挙について承認されました。選挙に移行します。
５．前年度決算記載訂正について承認されました。
６．スマイル表彰人数倍増について承認されました。今年度スマイル表彰は20名です。
７．ネパール基金取り崩しについて承認されました。
８．創立50周年準備委員会編成表について承認されました。

次年度幹事報告
　本日，次年度第１回理事会，ガバナー補佐訪問第４回クラブ協議会，フレッシュ会員研修会の案内を，ポス
ティングしております。次年度理事および役員，また，フレッシュ会員の皆様，よろしくお願いいたします。

岡山丸の内ロータリークラブ例会訪問
　岡山丸の内ロータリークラブより会長エレクト小野進吾様，幹事 
儀間剛様 他総勢８名の皆様にお越しいただき，小野会長エレクト様
よりご挨拶をいただきました。

新入会員入会式
　土岩　剛志 （つちいわ　たけし）会員
　昭和48年11月８日生まれ
　株式会社ミスターサービス　代表取締役
　流通加工業
　推薦者：諸國眞太郎 副会長，
　　　　　池田博昭 国際奉仕委員長

　藤坂　浩匡（ふじさか　ひろまさ）会員
　昭和42年５月８日生まれ
　有限会社藤坂建築デザイン工房　代表取締役
　建築設計監理
　推薦者：藤井一也 会長エレクト，
　　　　　冨岡正機 副幹事

　岩田　冨士夫（いわた　ふじお）会員
　昭和24年12月21日生まれ
　株式会社インパムシール　代表取締役社長
　シール印刷業
　推薦者：眞殿重喜 会員，
　　　　　村松太 会員増強委員長



●スマイル●
齊藤（博） フィリピンからの短期留学生が今日帰られます。何事もなく終ってホッとしていますが，

少し淋しい気がしています。
岡山丸の内 RC メイキャップツアー一同
 岡山東ロータリークラブ様には，親クラブとして，いつも大変お世話になっております。

本日は８名のメンバーで伺っています。どうぞよろしくお願いいたします。
更井 ①髙藤さんにお世話になりました。　②横手さん，お心遣いありがとうございました。　

③松本さん，昨日はありがとうございました。
西本 会長，幹事，役員の皆様あと１ヶ月となりました。ごくろう様でした。
石井 先般の伊豆研修旅行では，齊藤会長，赤松委員長，佐々木副委員長には大変お世話にな

りました。アランさん日本へようこそ。丸の内 RC の皆様を歓迎します。
藤井 本日入会の藤坂会員のスポンサーをさせていただいています。どうぞよろしくお願いし

ます。また職業奉仕事業で米山記念館，ワイナリーと皆様に大変お世話になりました。
有意義な２日間でした。

諸國 ①本日入会の土岩剛志様のスポンサーをさせていただきます。楽しく遊んで下さい。　②
丸の内 RC の皆様ようこそ。天野さんには，私のクリニックのお世話をしていただいて
います。　③赤松委員長，楽しい研修ありがとうございました。

佐藤 ①レガシー訪問，大勢の参加ありがとうございました。赤松委員長をはじめ職業奉仕委
員会の皆様，舟橋委員長をはじめ親睦活動委員会の皆様お世話になりました。　②フィリ
ピン，バコロド北 RC の皆様ようこそ。ガブ君，ジェイアール君楽しい思い出をありが
とうございます。　③土岩さん，藤坂さん，岩田さん入会おめでとうございます。　④丸
の内 RC の皆様，儀間幹事，大倉様，江見さん，ようこそ東 RC へ。

冨岡 ①岡山丸の内 RC より，会長エレクト 小野進吾（おの しんご）様，幹事 儀間剛（ぎま つよ
し）様，副幹事 林英男（はやし ひでお）様をはじめ総勢８名の皆様，ようこそ岡山東 RC
へお越しくださいました。　②藤坂浩匡（ふじさか ひろまさ）さん，ご入会おめでとうご
ざいます。仲間が増え，本当にうれしい限りです。

舟橋 先週末の伊豆への職業奉仕訪問・親睦旅行には多くの方にご参加いただきありがとうご
ざいました。楽しく無事終了したことに感謝申し上げます。

村松 岩田さん，入会おめでとうございます。
大西 職業奉仕の研修旅行では齊藤会長，佐藤幹事，舟橋委員長，赤松委員長並びに職業奉仕

の委員の方々にお世話になりました。家内ともども喜んでおります。
神田 ①中伊豆への旅行では赤松職業奉仕委員長他担当の皆様にお世話になりました。　②新入
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委員会報告
●親睦活動委員会　舟橋弘晃 委員長
　本日例会終了後鷲羽の間にて親睦活動委員会を開催します。関係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，自らの職業意識を高
めようという高い志をお持ちの大勢の方にご参加をいただきまして，ありがとうございました。

●次年度親睦活動委員会　三垣日出人 委員長
　来年度の同好会の希望調査をポスティングしていますので，是非ご参加下さい。

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６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　　　世良，菅野，岡﨑，若林，大西，鳥居，黒住
会員夫人誕生日　辻，小橋
結婚記念日　　　土井，舟橋，近藤（聡），阿部，藤坂，村松，鳥居，吉野，内山（淳）



会員歓迎会欠席で失礼しました。大塚副委員長にはお世話になりました。　③岡山丸の内
RC 林さんようこそ岡山東 RC へ !!

赤松 先日の米山梅吉記念館，中伊豆ワイナリー訪問では多数のご参加をいただき，大変あり
がとう存じました。特にお世話いただいた横手さん，親睦活動委員長，副委員長，職業
奉仕副委員長には重ねてありがとうございました。

池田 ①交換留学生の送別会では会員の皆様にはお世話になりました。　②ガブ君，ジェイアー
ル君また日本に来て下さい。　③本日より土岩剛志さんが入会されます。よろしくお願い
いたします。

近藤（聡） 丸の内 RC 小野進吾会長エレクト，林英男君，岡山東 RC へようこそ !!　進吾ちゃん次年
度頑張ってね！

北村 米山記念館，中伊豆ワイナリーの職場訪問，多数ご参加いただきましてありがとうござ
いました。その節お世話いただいた関係の方々ありがとうございました。

三垣 先日の RC レガシー訪問並びに優良企業事業所訪問では，赤松さん，佐々木さん，横手
さん他担当の皆様には大変お世話になりました。とても貴重な体験をさせていただきま
した。ありがとうございました。

眞殿 本日岩田冨士夫さんに私達の仲間に入っていただきました。私同様よろしくお願いしま
す。

高橋 ①バコロド北ロータリークラブ，プレジデント Mr. アラン・Mrs. ポリン・Ms. カトリー
ナ・Ms. エメリン　Welcome to Japan. Welcome to Okayama East Rotary Club.　②
Hallo Gub and Jr. It was short time. Bat it was very fun. See you again.　③国際奉仕委
員長池田さん短期国際交換事業お疲れ様でした。私もホストファミリーとして役目を終
えることができました。

安藤 伊豆の研修・親睦旅行では，赤松職業奉仕委員長をはじめ，みなさんに大変お世話にな
り，ありがとうございました。齊藤会長，ビールとワサビ，ごちそうになりました。

和氣 ①藤坂さん，ご入会おめでとうございます。　②大澤先生，子供がお世話になりました。
③先週，S.A.A. にスマイルを促されたので…スマイルします !!

佐々木 職業奉仕委員会の「ロータリーレガシー訪問ならびに優良企業事業所訪問」の事業に多
くの方にご参加いただき，ありがとうございました。皆様のお陰で，大変良い事業がで
きました。

横手 ①髙藤さん，先日はありがとうございました。　②職業奉仕旅行（伊豆）会長，赤松委員
長，ご参加者の皆様ありがとうございました。

渡辺（学） ①髙山 S.A.A. 先日は大変お世話になり，ありがとうございました。スマイルご協力いた
します。　②新入会員の皆様，ロータリーへようこそ！

藤岡 ①伊豆方面への旅行，女房と共に参加し職業奉仕，親睦活動委員会の皆様に大変お世話
様になりました。近いところからの富士山を拝み感動しました。　②29日太平洋 GC 御殿
場でゴルフが出来優勝しました。女房を帰らせ自分だけ楽しみましたがゴルフ人生最高
の思い出です。　③重いゴルフバックをさげて帰り30日の同窓会のコンペに参加し，38，
40で BG 優勝が出来，ドタキャンせずに参加して良かったと思っています。

弘中 先日は当ホテルをご利用いただき誠にありがとうございました。
堀 土岩さん，藤坂さん，岡山東ロータリーにようこそ！　一緒にがんばりましょう。岡山

丸の内ロータリークラブ林さん，天野さん，いらっしゃい。
大塚 土岩さん，ご入会おめでとうございます。
横田 岩田様，土岩様，藤坂様，入会おめでとうございます。根木様システムタイズ創立20周

年おめでとうございます。
岡﨑 先日の中伊豆研修・親睦旅行では齊藤会長はじめ，赤松先生，佐々木さん，舟橋先生ほ

かご同行の皆様に，大変お世話になりました。髙藤さんありがとうございました。
朝霧 岩田さん，藤坂さん，土岩さん，ご入会おめでとうございます。丸の内の皆さん，よう

こそ。今日は岡山市民の日ですし，お祝いも含めてスマイルします。
辻 岩田様，土岩様，藤坂様，ようこそ東ロータリークラブに！　三木会でも楽しんで下さ

い。
冨谷 大西プログラム委員長，先日はお忙しい所色々とありがとうございました。またよろし

くお願いします。
福原 先日は新入会員歓迎会を開いていただきありがとうございました。本日は所用のため欠

席させていただきます。
中井 先日の新入会員歓迎会ではありがとうございました。翌日の仕事の都合で酒量を控えて

おりましたが，楽しい時間を過ごさせていただきました。今後ともよろしくお願いいた
します。

松平 先日は新入会員の歓迎会ありがとうございました。また妻の誕生日のお花もありがとう



バコロド北RC留学生お別れ会（5/31）
　５月31日（水）18時30分より岡山プラザホテルにて，短期国際青少年交換留学事業の一環として，５月６
日より来日していた２人の留学生（アラン ポール ヌエガさん，ネストール ガブリエル ハーランドニさん）
の帰国に伴い，ホームステイ先である齊藤会長ご夫妻と高橋会員御一家，ROTEX 大橋啓美さん，岡山外国
語学院の工藤先生，理事・役員，その他留学生のご家族等を含めた関係者総勢31名の参加によりお別れ会
を開催しました。
　齊藤会長から留学生に日本の思い出の品として浴衣セットをプレゼントされ，アラン会長からはクラブ
とホームステイ先の齊藤会長，高橋会員，佐藤幹事，及び池田委員長に感謝状を，留学生からは当日出席
者にお礼の品が渡されました。また，高橋会員が２人の想い出になるように約１カ月間の生活を約５分の
スライドにまとめ披露しました。最後に留学生から勉強した日本語で御礼のご挨拶をいただき，なごやか
な内に送別会を終えることができました。 ［文章提供：池田博昭 国際奉仕委員長］

齊藤博臣会長より記念品を贈呈 留学中の思い出を語り合う

ございました。妻からの電話で，誕生日に気付きました。正直忘れてました。
土岩 新会員の土岩です。早く一人前のロータリアンになるようがんばりますのでよろしくお

願いします。
藤坂 岡山東 RC に入会させていただきありがとうございます。皆様，よろしくお願いいたし

ます。
岩田 本日入会いたしました。岩田冨士夫です。歴史と伝統ある会に入会出来，大変うれしく

思っています。
貝原 先日の中伊豆旅行では職業奉仕，親睦活動両委員会のみなさんには大変お世話になりま

した。
髙山 ①先週末，三男の披露宴を東京で行いました。　②孫といっしょに劇団四季「アラジン」

行きました。銀座，代官山，赤坂等まわってきました。４日間の東京堪能しました。
 42件　215,000円



第10回ゴルフ同好会・打ち上げ会（6/4）
　６月４日（日）岡山東ロータリークラブゴルフ同好会第10回（本年度最終）例会が，東児が丘マリンヒルズ
ゴルフカントリーで開催されました。晴天と爽やかな風の下，絶好のゴルフ日和で懇親を深め全員元気に
プレーを楽しみました。
　結果は，優勝 小橋会員・準優勝 友野会員・３位 石井パスト会長・ベスグロ賞 三垣会員と決定しました。
本年度ゴルフ例会の優勝者が出揃い，７月16日に赤坂レイクサイドカントリークラブで開催されます次年
度第１回例会にて，本年度第１回よりの優勝者（井上（和）・佐藤・糸島尚子・朝霧・糸島達也・佐々木・菅
野・高藤・仁科・小橋（敬称略））の皆様が，本年度最終チャンピオンの座と齊藤会長が寄贈されますゴール
ドチャンピオンプレートを懸け熱戦を繰り広げる予定です。
　また当日の夜は，表彰式も兼ねアークホテル岡山にて打上げ懇親会も和やかな雰囲気で行われました。
皆様のご健闘をお祈り申し上げご報告とさせていただきます。
 ［文章・写真提供：末藤達也 会員］

優勝　小橋雅治会員

BG　三垣日出人会員

準優勝　友野昌平会員

第3位　石井英行パスト会長



正次プログラム委員長会議（アークホテル岡山）（6/6）
　県南17RC 現次プログラム委員長会議が６月６日（火）19時よりアークホテル岡山にて開催されました。
　ホストクラブは，岡山岡南 RC で，まず，各 RC 今期委員長から，今期の活動報告，次年度へのアドバイ
ス，卓話者の推薦，問題点の提示が行われました。次いで，次期委員長から活動方針の説明がありました。
各 RC の話を聞いて大変勉強になりました。
　尚，次期ホストクラブは赤磐 RC です。 ［文章提供：大澤俊哉 次期プログラム委員長］

麻雀同好会「東風の会」第5回競技会（6/15）
　６月15日（木）ロイヤルマージャン CL にて，本年度最終の競技会が開催されました。今回の参加者は14名
で，４名の卓では北抜け，３名の卓では通常通りで３打ちを行いました。最初の半荘でいきなり石井英行
パスト会長が佐藤英明幹事の放銃により役満を上が
り気勢を上げ，その他３打ちの利点を生かして大役
をどんどん上がる人，小役を積み重ねる人，振り込
みを重ねる人など各人の腕と運を遺憾なく発揮し，
熱い勝負を繰り広げました。結果は，安定してトッ
プを走った佐々木篤会員がダントツで優勝，２回戦
で今回最高得点を獲得した三垣日出人会員が第２
位，役満後も安定成績の石井英行パスト会長が第３
位となりました。今年度は例回数が１回増え，大変
充実した東風の会となりました。ご参加の皆様，大
変ありがとうございます。また，次年度も多数のご
参加をお待ちしています。

備前ロータリークラブ創立45周年記念講演及び記念例会 ･祝宴（6/16）
　６月16日（金）備前ロータリークラブの創立45周年記
念講演及び記念例会・祝宴が ANA クラウンプラザホ
テルにて開催されました。「平和のため，みんな一緒
だよ」と題する（公財）ロータリー日本財団理事長の千
玄室氏の講演には，当クラブより齊藤会長他17名の参
加，また，記念例会・祝宴には，齊藤会長・佐藤幹事
が出席いたしました。庄司ガバナーにとっても最後の
公式行事となった記念例会・祝宴では，齊藤会長もス
ポンサークラブとして祝辞を述べ記憶に残る会となり
ました。 ［文章・写真提供：佐藤英明 幹事］

優勝　佐々木篤会員 第２位　三垣日出人会員 第３位　石井英行パスト会長



2017.6.8　第2335例会

チャーターナイト記念特別例会
（於 アークホテル岡山）

出席報告
　会　員　数　98名（内出席免除者16名） 出　席　者　83名（内出席免除者出席11名）
　出　席　率　89.25％（前々回訂正後出席率95.70％） ご夫人参加　15名
  ビ ジ タ ー　０名

　６月８日（木）18時30分よりアークホテル岡山にて，チャーターナイト記念特別例会が開催されました。

齊藤博臣会長挨拶

　皆さん今晩は。いい季節になりました。チャーターナイト記念特別例会は今年度最後の特別例会で

す。特にご参加くださいましたご夫人にはお礼申し上げます。この特別例会が終わったら今年度もそろ

そろ終わりかなという気がして参ります。いろいろなことがあった一年でしたが過ぎてしまえば早かっ

たような気がしています。でも，振り返ってみれば貴重な体験をさせてもらったと思っていて会員の皆

様には感謝しています。今宵もチャーターナイト記念特別例会を楽しんで帰ってください。

左から藤坂浩匡会員，土岩剛志会員，中井拓司会員，松平歩会員

舟橋弘晃親睦活動委員長挨拶齊藤博臣会長挨拶昭和44年２月に伝達された RI 加盟認証状

横山洋パスト会長
（所用につき欠席）

チャーターメンバーの紹介 「新入会員へ花束贈呈」



荒川謙三直前会長の乾杯

石原彰二青少年奉仕委員長挨拶 大河原喬社会奉仕委員長挨拶 赤松興一職業奉仕委員長挨拶 池田博昭国際奉仕委員長挨拶

「岡山東 RC 本年度の活動記録」のスライド上映

控えで緊張する諸國デラックス熱唱！！諸國デラックスと佐藤幹事コント

ブルゾン齊藤登場 ブルゾン齊藤 with“B”「キャリア・ウーマン」

「齊藤博臣会長とひな壇の皆様によるアトラクション」



ひな壇役員の皆さんの熱唱

コンバット髙山再登場

親睦活動委員会の皆さんによる波音の演出

米山奨学生イムさんとご長男

お世話になった親睦活動委員会の皆さん

藤井一也会長エレクトから花束の贈呈

美味しいお酒を堪能しました

次期親睦活動委員会の皆さん

「司会」福原弘之会員「閉会挨拶」諸國眞太郎副会長「たすき引継式」舟橋弘晃委員長から三垣日出人次期委員長へ

花束贈呈された諸國眞太郎副会長，齊藤博臣会長，髙山眞司 S.A.A.，佐藤英明幹事



自主性を持って，進んで参加しよう！　〜１年間の感謝を込めて〜

手に手つないで


