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▲

本日のプログラム
　「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.　

▲

7月6日のプログラム
　「お祝い行事」
　「就任挨拶」
　藤井一也会長，冨岡正機幹事

「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

6月22日のプログラム

　今日，日本は労働者を外国から受け入れる国になりましたが，昭和48年のオイ
ルショックまでは海外に移民として送出していた国であったということを忘れて
はなりません。現在，豊かになって海外から労働者を受け入れている国になりま
したが，日本が貧しかった時代に，外国に多くの日本人を移民として受け入れて
もらったという歴史を忘れず，外国人労働者を日本人と同じように大切に関わっ
ていきたいと考えます。外国人労働者は，平成22年の法改正により外国人技能実
習生制度の実習生として日本に入国するようになりました。少子高齢化による人
手不足の中，建設業や製造業を中心に，現在では全国に約22万人もの外国人が実
習生として働いています。主な送出し国としては，昨年ベトナムが中国を逆転し，
ベトナムからは約２万1000人もの外国人が外国人技能実習生として実習を行うよ
うになりました。
　さらに本年11月１日からは新しい改正入国管理法がスタートします。受入れ監理団体の組合が許可制に
なり，３年で受け入れできる組合と５年でできる組合，また新たに介護職の受入れができる組合と，そう
でない組合が明確になります。当組合も認可いただけるよう準備しております。本年８月にはさらなる外
国人技能実習生の増加を想定し，約80名を収容できる研修所がオープンする予定です。社会に貢献する仕
事に携われることに感謝しつつ，今まで以上に法令順守，絶対無事故の経営方針で外国人技能実習生の受
入れをすすめて参りたいと思います。

「四大奉仕委員長退任挨拶」
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22日のプログラム

●赤松興一職業奉仕委員長
　2016年９月29日，新進気鋭の備前焼作家，森一朗氏に「備前焼をヨーロッパへ紹介」の経験談を卓話し
ていただいた後，12月１日には，彼の穴窯の窯出しを見学し，備前焼に関して多くのことを学びました。
34名の多くの参加をいただきました。



　2017年１月12日には卓話で，「職業奉仕とは，自らの生業の質，品位を高めるこ
とである。」という考え方は，ロータリークラブ発足当時，すさんだアメリカ社会
を背景に生まれた奉仕の精神である，と説明しました。
　2017年５月11日には，会員の事業所で，永年勤続や優れた業績を残した等功績
のあった３名の優良社員表彰を行いました。
　2017年５月27−28日には26名の会員が，優良企業訪問として米山梅吉記念館と
中伊豆ワイナリーを訪問して，知見を深め教養を高めて，参加会員の生業の品位
向上に役立てました。
　参加していただいた多くの会員をはじめ，お世話いただいた会長，幹事，舟橋
親睦活動委員長，佐々木職業奉仕副委員長に心より感謝申し上げます。

●大河原喬社会奉仕委員長
　入会からわずか３年経過したばかりのときに社会奉仕委員長という大役を仰せ
つかりましたが，ロータリーについてあまり分かっていないこの時期での委員長
職でしたので，苦労がありました。しかし，皆様から多大なご協力をいただき，
後楽園で全クラブ員に楽しんでいただくことを目標として園遊会を開催すること
が出来ました。岡山在住の外国人学生に和文化である後楽園での催しを楽しんで
いただき，青少年には昔遊び体験を楽しんでもらうなど，国際奉仕委員会，青少
年奉仕委員会，親睦活動委員会の皆様のご協力も得て事業を出来たこと，全ての
関係の皆様にお礼を申し上げます。
　そして，我が岡山東 RC が周年事業で寄贈しました案内板，記念モニュメント
などを巡る「レガシーを探訪し，クラブの歴史と伝統を学ぶ事業」を３回に亘って実施することが出来ま
した。
　今まではこうした社会奉仕ということをする機会がなかなかありませんで，面食らうことや経験不足に
より苦しむことも多くありましたが，大変良い経験になりました。年々齢は重ねていきますが，引き続き
ロータリークラブの活動に取り組んでいこうと思いますので，よろしくお願いいたします。

●池田博昭国際奉仕委員長
　まず，昨年の６月から今年の６月１日までの一連の事業，フィリピン共和国西
ネグロス州のバコロド市バコロド北 RC との短期国際青少年交換留学事業が皆様
のご協力をもって無事終了できましたこと心より感謝申し上げます。
　それでは，スライドで事業の振り返りをさせていただきます。昨年６月６日〜
８日まで齊藤会長をはじめ，佐藤幹事，高橋会員，横手会員，池田で事前視察に
いきました。７月24日〜８月末にわがクラブから２名の留学生を派遣，ラサール
大学付属語学学校で勉強し，わがクラブの親善大使として活躍していただきまし
た。
　バコロド北 RC の事前視察団７名が11月15日〜19日の間，岡山に滞在され留学
先の岡山外国語学院，岡山城，後楽園，瀬戸大橋，平林金属などをご案内しました。本年５月６日〜６月
１日まで２名の留学生を受け入れ，岡山外国語学院で日本語勉強，ホームステイ先は，齊藤会長宅，高橋
会員宅でお世話になりました。また，休日には，高橋会員は大阪の USJ，齊藤会長は瀬戸内海をヨットで
クルージング，佐藤幹事と石井パスト会長が金刀比羅宮や倉敷美観地区などご案内いただきました。また，
冨山会員，大橋会員，ROTEX 大橋啓美さんと私池田は，岡山県北の湯原温泉，蒜山高原などをご案内いた
しました。
　５月31日には，お別れ会をプラザホテル９階で開催し，６月１日例会に出席され，そののち帰国の途に
就かれました。
　大変長いプロジェクトで会員のみなさまには，ご協力，ご心配いただきましたが無事終了できたこと感
謝申し上げます。ありがとうございました。

●石原彰二青少年奉仕委員長
　今年度の事業としては，齊藤博臣会長の活動方針である『自主性を持って，進
んで参加しよう！』のもと，多くの会員の方に参加していただくこととなりまし
た，子供たちに AED で大切な命を救うことを伝える事をメイン事業として行い
ました。
　また，社会奉仕委員会と国際奉仕委員会との合同プロジェクトである『和文化
フェスティバル』園遊会，西大寺会陽『少年はだか祭り』への支援事業，『おかや
ま西大寺マラソン』の支援事業を行いました。
　特に子供たちに AED で大切な命を救うことを伝える事業では，ロータリー
財団 ･ 地区補助金の活用ができることとなりました。テレビ ･ 新聞などの報道



メディアが来る中，どれだけ人が集まってくれるか蓋を開けてみるまで大変不安でしたが，どうにか事業
として格好がついたのではないかと思います。集客することの難しさがわかった事業であり，委員会メン
バー，また，会員の皆様のお陰で成功したものと感謝いたしております。
　委員会の仕組み ･ 事業計画書の作成等，わからない事ばかりでしたが皆様に支えてもらい，どうにか終
えることができました。ありがとうございました。

例会報告（6/22）
出席報告
　会員数　98名（内出席免除者16名）
　出席者　81名（内出席免除者出席12名）
　出席率　86.17％（前々回訂正後出席率94.68％）
　ビジター　０名

会長挨拶・報告
　皆さんこんにちは。暑くなってきましたが如何お過ごしでしょうか。今日はロータリークラブの奉仕活
動についてお話ししたいと思います。元々，アメリカのシカゴで発祥したロータリークラブです。だから，
英語のサービスを奉仕と訳しました。だから，献身的に仕えることだと思ってしまいます。英語のサービ
スは奉仕の他にもたくさんの意味があり職務・公務・軍務等があり，奉仕という意味だけではありません。
ここで，わかりやすく職業奉仕について考えてみます。これは自分の職業の品位を高めること等が職業奉
仕だと言われています。つまり，ボランティアではなくモラルをしっかりしていくことだとロータリーク
ラブができた時にはそう考えられていました。私は，奉仕とは最終的には相手に喜んでいただくことだと
考えています。

幹事報告
１．６月16日（金）備前ロータリークラブ創立45周年記念例会・祝宴が開催されましたので，齊藤博臣会

長と一緒に参加してまいりました。
２．６月17日（土）RI 第2690地区青少年交換委員会 引継ぎ会・派遣学生壮行会・受入学生送別会に地区青

少年交換委員の小橋雅治会員が出席されました。
３．他クラブ週報を回覧いたします。

RI 第2690地区奨学生海野様帰国報告
　2013−14年度世話クラブとして岡山東 RC がお受けいたしました，国際ロータ
リー第2690地区奨学生海野歩未様から帰国報告をしていただきました。

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。

お 食 事
（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

●�第３回マルチプル・�
ポール・ハリス・フェロー

●�第２回マルチプル・�
ポール・ハリス・フェロー

●�第１回マルチプル・�
ポール・ハリス・フェロー

●�第１回マルチプル・�
ポール・ハリス・フェロー

石井英行 パスト会長 米田弥寿雄 パスト会長 黒住陽一 米山記念奨学会委員長 斉藤良仁 会員



委員会報告
●親睦活動委員会　舟橋弘晃 委員長
　チャーターナイト記念特別例会では多くの方にご出席いただき，大変ありがとうございました。また，
本日18時30分より岡山プラザホテルにて糸島達也パスト会長 旭日双光章受賞祝賀会が開催されますので，
ご出席の方はよろしくお願いいたします。

●社会奉仕委員会　大河原　喬 委員長
　本日例会終了後，「レガシーを探訪し，クラブの歴史と伝統を学ぶ事業」の最終回として，「そうだ　総
合グランド，行こう」を実施します。14時10分に現地集合とし，集合場所等の案内を例会後に配布します
ので，よろしくお願いいたします。

●囲碁同好会　弘中　環 会員
　６月24日（土）10時よりアークホテル岡山にて囲碁同好会を開催します。ご参加の方はよろしくお願いい
たします。

●次年度親睦活動委員会　末藤達也 副委員長
　７月16日（日）赤坂レイクサイド・カントリークラブで行う，新年度第１回のゴルフ例会及び取り切り戦
のご案内を本日ポスティングしています。９時10分よりミーティングを行いますので，よろしくお願いい
たします。また，次年度入会希望者は末藤までご連絡下さい。

●広報委員会　堀　善直 副委員長
「ロータリーの友」６月号　主要記事のご案内
　（横組み）・ 国境を越えアジアの人々のために（p7〜 p15）。アジアの人々のために活動する国内 RC の活

動を紹介。
　（縦組み）・地球温暖化防止の切り札は？（P4）。再生エネルギー活用の重要性について。
　　　　　 ・クラブを訪ねて（p9〜）。RI 第2600地区蓼科ロータリークラブの紹介。
　本年度「ロータリーの友」のご紹介は本日で最終となります。松本崇委員長以下広報委員会から１年間
のお礼を申し上げます。

退会のご挨拶
　山本督憲会員が６月末日で退会することに伴い，ご挨拶がありました。今後の
ご活躍をお祈り申し上げます。

●スマイル●
齊藤（博） チャーターナイト記念特別例会ではご参加下さいました会員の皆様ありがとうございま

した。特に舟橋親睦活動委員長をはじめ委員会の皆様ありがとうございました。最後に
お見苦しい所をみせてしまい申し訳ありません。

横山 ６月８日チャーターナイト記念特別例会欠席申し訳ありません。
更井 先週麻雀同好会「東風の会」第５回例会を開催しました。おかげで全事業を無事終了し

感謝です。
石井 ゴルフ同好会，マージャン同好会最終例会でどちらも３位になりました。次年度は優勝

目指して頑張ります。
諸國 チャーターナイト記念特別例会では，佐藤幹事のシナリオに乗せられて，「裏の顔」をお

見せしてしまいました。本業は医者ですので皆様よろしくお願いいたします。
佐藤 ①チャーターナイト記念特別例会では舟橋委員長をはじめ親睦活動委員会の皆様にお世

話になりました。齊藤会長，諸國副会長，髙山 S.A.A.，アトラクション身を削っていた
だきありがとうございました。　②山本会員，お世話になりました。

冨岡 チャーターナイト記念特別例会では，舟橋委員長，高橋副委員長，末藤副委員長，岡﨑
副委員長をはじめ親睦活動委員会の皆様，大変お世話になりました。そして，一年間，
本当にありがとうございました。

舟橋 先週のチャーターナイト記念特別例会には，多くの方にご参加いただきありがとうござ
いました。親睦活動委員会の皆様には大変お世話になりありがとうございました。お陰
様で無事に終了出来ました。

S A A 



「そうだロータリーの森，行こう」（6/22）
　６月22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」
の最終弾として，岡山県総合グランドを齊藤博臣会長，大河原喬社会奉仕委員長他総勢18名で探訪しまし
た。我が岡山東 RC では，①創立35周年記念事業及び RI 創立100周年記念事業の合同記念事業として総合
案内板，②2008−09年度地区大会開催の記念事業として「津島遺跡」の案内板を寄贈しています。寄贈当
時の状況を更井パスト会長からご説明いただいた後，寄贈品にちなんで，遺跡＆スポーツミュージアムに
て津島遺跡についての解説をいただきました。岡山東 RC のレガシーと友に地元「吉備の国」の歴史も学ぶ
有意義な事業となりました。

大西 本日が本年度最後の卓話です。スピーチしていただきました会員の皆様，本当にありが
とうございました。また，ご静聴下さいました会員の皆様，感謝申し上げます。尚，影
山修司会員の卓話が次年度となりました。残念ながら，計画未達となったことをお詫び
申し上げます。

黒住 足守にホタル見に行きました。ホーホーホタル来い，こっちの水は甘いよ。土手に向っ
て立ちションベン。最近糖尿のコントロール良いのでホタル寄って来ませんでした。健
康に感謝。

三垣 ①第10回ゴルフ同好会でベストグロスいただきました。　②東風の会では遠征の優勝に続
き２位を頂戴しました。　③チャーターナイト記念特別例会では大変お世話になりまし
た。ステージ上でとても重たいタスキを受けましたが，素晴らしいメンバーと一生懸命
段取りさせていただきます。よろしくお願いします。

塩見 チャーターナイト記念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。
本日は所用のため例会を欠席させていただきます。

菅野 ①お誕生日プレゼントありがとうございました。　②チャーターナイト記念特別例会では
親睦活動委員会のみなさまに大変お世話になりました。

佐々木 本日例会欠席すみません。先般，開催されました，麻雀同好会の最終例会において，優
勝してしまいました！　同好会メンバーのお陰です。１年間，ありがとうございました。

山下（和） メンバーの誕生日におしたて券を使用いただきありがとうございました。感謝感謝。武
さん先日の代理出席ありがとうございました。

横手 ①糸島パスト会長，おめでとうございます。　②石井パスト会長，先週，今週お世話にな
りました。　③山本さん，残念です。今後ともよろしく !!

世良 S.A.A. に協力します。
友野 ①土井さん，テレビせとうち代表取締役内定おめでとうございます。　②大澤先生，先

だってはお世話になりました。　③６月のゴルフ同好会で同伴者のお陰で準優勝すること
が出来ました。　④藤岡さん，たけべの森ではありがとうございました。

土井 ６月26日付で，山陽新聞社を卒業し，テレビせとうちに勤めることになりました。岡山
東 RC は継続させていただきます。引き続きよろしくお願いします。これを機に会員名
簿の顔写真を少し優しい顔に変えさせていただきます。

山本 大変お世話になりました。岡山におりますので声をかけて下さい。
弘中 過日は多くの皆様にご利用いただき誠にありがとうございました。
小橋 第10回ゴルフ同好会で念願の優勝となりました。同伴者の方のお陰でリラックスして楽

しめました。次回でも良いスコアが出るよう只今猛特訓中です♥
ロータリークラブ事務局　光石，北村，中山
 先日のチャーターナイト記念特別例会にはお招きいただき，ありがとうございました。
貝原 先日のチャーターナイト記念特別例会では舟橋委員長以下親睦活動委員会のみなさん大

変お世話になりました。
髙山 ①大澤先生，母がお世話になりました。　②先週，FM 岡山 牛嶋 DJ と30分トーク番組ラ

イブで出演してきました。　③早退します。すみません。
 25件　196,000円

遺跡＆スポーツミュージアムにて岡山の歴史を学ぶ寄贈した「津島遺跡の案内板」の前で。



糸島達也会員�旭日双光章受賞祝賀会（6/22）
　６月22日（木）18時30分より岡山プラザホテルにて齊藤
博臣会長他総勢72名の参加により，糸島達也パスト会長
が旭日双光章を授章されたことを祝して，盛大な祝賀会
が開催されました。齊藤会長をはじめ，パストガバナー，
パスト会長，スポンサー関係，会長時代の役員など多く
の方から祝辞があり，また，糸島パスト会長からも心の
こもったお礼のご挨拶がありましたが，いずれも糸島パ
スト会長のお人柄が伺える内容でした。
　宴の終了にあたっては，糸島パスト会長ご夫妻がご出
席の会員を見送られ，一人一人にご挨拶なさり，和やか
に祝賀会が幕を閉じました。

第３回囲碁同好会（6/24）
　６月24日（土）アークホテル岡山にて，第３回囲碁同好会が開催されました。
　今回は，デビュー戦となった若林会員を含む９名の参加で行われました。みなさん接戦となり，各自４
戦のうち全勝となった会員がおら
ず，３勝を挙げた勘籐会員と近藤
会員のうち，スイス方式により，
勘藤会員が栄えある優勝者となり
ました。囲碁同好会は，ハンデ
キャップ制をとっており，棋力に
関係なく，皆さんに優勝のチャン
スがあります。次年度も活気のあ
る同好会活動を行うことを話し合
い，散会となりました。次年度も
ご参加よろしくお願いします。
 ［文章・写真提供：佐藤英明 幹事］ 優勝　勘藤　晋 会員 第２位　近藤典博 会員


