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▲

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

▲

7月13日のプログラム
　「就任挨拶」
　藤岡千秋 副会長，貝原明弘 S.A.A.，
　大西直規 職業奉仕委員長，渡邊修司 社会奉仕委員長，
　浮田實 国際奉仕委員長，小橋雅治 青少年奉仕委員長

「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.

6月29日のプログラム

●齊藤博臣 会長
　皆さんこんにちは。今日はいよいよ私の年度の最後の例会になりました。過ぎ
去ってしまえば早かったような一年でした。でも，振り返ってみるといろいろな
ことがあり，長かったような気がします。私のような至らない者が会長を務める
ことができたのは，理事・役員・委員長及び会員の皆様のご協力があったからだ
と深く感謝しています。
　職業分類委員会の若林委員長にいろいろと職業分類についてご苦労かけました。
ありがとうございます。会員選考委員会の更井委員長には年度末になってバタバ
タと委員会を開催していただきましてありがとうございました。会員増強委員会
の村松委員長には同じく年度末になって増強をしていただきありがとうございました。
　親睦活動委員会の舟橋委員長をはじめ委員会のメンバーには特別例会をはじめ旅行・ゴルフ等の行事で
大変お世話になりました。プログラム委員会の大西委員長には例会の卓話についていろいろ工夫をしてい
ただきお世話になりました。会報委員会の神田委員長には毎週会報を遅れることなく発行していただきあ
りがとうございました。出席委員会の近藤委員長にはメークアップツアー等をはじめとして出席率向上を
図っていただきありがとうございました。広報委員会の松本委員長には毎月のロータリーの友の紹介をは
じめスポーツ健康教室の事業に関してはロータリーの友へ掲載をしていただきました。ロータリー情報委
員会の荒川委員長をはじめメンバーの方にはクラブフォーラム・I.D.M. では大変お世話になりました。
　職業奉仕委員会の赤松委員長には備前焼の窯出し・優良社員表彰・伊豆のワイナリー職場訪問では大変
お世話になりました。社会奉仕委員会の大河原委員長には後楽園園遊会・レガシー探訪ではお世話になり
ました。国際奉仕員会の池田委員長にはバコロド北ロータリークラブとの短期交換留学事業では大変お世
話になりました。ロータリー財団の岡本委員長には財団の寄付・100周年記念事業でお世話になりました。
米山記念奨学会の黒住委員長には寄付と交換留学生のお世話ではお手数をおかけしました。最後に青少年
奉仕委員会の石原委員長にはスポーツ健康教室・少年はだか祭り・西大寺マラソンでお世話になりました。



また，役員の諸國副会長には何かあるごとに閉会の挨拶をしていただきました。S.A.A. の髙山さんにはス
マイルについて大変お手数をおかけしました。西本会計には会計のチェックの他，私が幹事をした時の会
長としていろいろ支援していただきました。佐藤幹事にはこれから足を向けては寝られないほどのことを
していただきました。重ねて本当にありがとうございました。

●諸國眞太郎 副会長
　齊藤会長からのご指命をいただき副会長・クラブ奉仕委員長を務めさせていた
だきました。会長の「自主性を持って，進んで参加しよう！」というスローガン
の下に楽しくクラブ運営に携わることができたこと光栄に思います。１年を振り
かえって心に残っていることを少しだけ記します。
　副会長は役員ですから会長・幹事の方針をよく理解して理事会等で流れを乱す
ことのないように努めなければなりません。でも，何回かは我慢できずに質問を
したことがありました。ゴメンなさい。そして，会の最後には必ず閉会の挨拶を
述べさせていただく機会を頂戴しました。誰も聞いていないのではないかと甘く
考えていましたが，それは間違いでした。酒の席であってもそうでなくとも一言一言が重いものであると
痛感しました。
　クラブ奉仕委員長は，クラブ内をまとめる大役です。クラブ奉仕委員会開催ならびに各委員会に出席さ
せていただきました。ロータリー歴がまだ短く経験不足な私から積極的な意見は申し上げられませんでし
たが，各委員長の采配をしっかりと学ばせていただくことができました。クラブ奉仕委員会の為すべきこ
とはクラブの土台を盤石にするための「会員維持，会員増強」だと改めて知ることになりました。
　最後になりましたが，この１年間の会員皆様のご協力に感謝します。今後ともよろしくお願いいたしま
す。

●佐藤英明 幹事
　齊藤博臣会長の「自主性を持って，進んで参加しよう！」のスローガンのもと，
歴史と伝統に輝く岡山東ロータリークラブの幹事として，会員の皆様のご指導・
ご協力をいただき，本日の最終例会を迎えることができました。本当に感謝して
おります。
　改めて振り返ると，あっという間の１年でした。39回の通常例会，５回の夜
間特別例会，I.D.M.，クラブフォーラム，AED 事業，園遊会，ロータリーレガ
シー・優良職場訪問，レガシー探訪シリーズ，バコロド北ロータリークラブとの
青少年短期交換留学事業，各種同好会活動など多くの事業に，会員の皆様に，積
極的にご参加・ご協力いただき，有意義な活動に楽しく取り組むことができたことに感謝しております。
　私の失敗も温かく笑いに変えてくださった齊藤会長をはじめ，理事，役員，委員長のみなさまには，大
変お世話になりました。会員の皆様，事務局員の光石さんにも多大なご協力をいただきました。本当にあ
りがとうございました。

●髙山眞司 S.A.A.
　アッという間の一年でした。皆様の応援のおかげで，なんとか S.A.A. の役目を
終えることが出来ました。スマイルの目標も大幅にクリアしました。スマイルが
インフレではないかという提言もいただきましたが，その後件数が増えました。
さすが岡山東 RC だと感心しました。S.A.A. として金額の方に関心がありました
が，件数がロータリークラブの力であり，一番大切だと気付かされました。
　食事はシンプルを基本に，下町定食シリーズ，ミリオンダラーミールはカレー
かハヤシライスにしました。喜んでもらったり，叱られたりもありましたが，楽
しくメニューを考えることができました。
　会場監督としては，まず例会中の私語も少なくマナーは良かったと思います。BGM も持ち込みでさせて
もらいました。例会スケジュールがタイトでしたが，佐藤幹事，冨岡副幹事のスムーズな進行の中，スマ
イルもアドリブを長めにしたり，アドリブなしと工夫しながら面白くさせていただきました。
　スマイルの中で失礼な事を申し上げたり，S.A.A. の役目の中で配慮不足もあったと思います。大変申し
訳ありませんでした。
　ご協力，本当にありがとうございました。



例会報告（6/29）

出席報告
　会員数　98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　86.32％（前々回訂正後出席率94.74％）
　ビジター　２名

会長挨拶・報告
　いよいよ私の年度の最終例会となりました。後ほど退任
の挨拶をさせていただきます。来週からはこの会長挨拶・
報告の原稿を前日に事務局に送らなくていいのが助かりま
す。また，このひな壇に座って点鍾を鳴らすのはいいので
すが，挨拶をしなくてもいいのがうれしいです。ただ，最
初の内は少し寂しいかもしれませんがそのうち慣れるで
しょう。先週の例会終了後に社会奉仕委員の事業で総合グラウンドへ行ってきました。自分たちのクラブ
のモニュメントの掃除をして見て回るこの事業は改めて歴史と伝統を感じる事業だったと思います。　

幹事報告
１．７月のレートは，１ドル＝111円です。
２．他クラブ週報を回覧いたします。

次年度幹事報告
　本日例会終了後，第３回被選クラブ協議会を４階「烏城の間」にて開催いたします。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。

社会福祉法人旭川荘より感謝状贈呈
　本年度の社会奉仕事業「レガシーを探訪し，クラブの歴史と伝統
を学ぶ事業」で購入した清掃道具を社会福祉法人旭川荘に寄附をし
ました。このことに対し，旭川荘より感謝状が届き，社会福祉法人
旭川荘を代表して井上英雄会員より齊藤博臣会長に感謝状が贈呈さ
れました。

末長範彦ガバナーノミニーご挨拶
　国際ロータリー第2690地区ガバナーノミニーの末長範彦様がお越しになり，
ご挨拶をいただきました。

委員会報告
●写真同好会写友「輪影」　横手典明 会員
　７月27日（木）例会終了後に岡山プラザホテル４階「烏城の間」にて2017年度総会を開催します。ご案内
をポスティングしていますので，出欠のご回答を早めにお願いいたします。

●麻雀同好会「東風の会」　佐々木篤 会員
　７月13日（木）例会終了後に岡山プラザホテル４階「烏城の間」にて2017年度総会を開催します。ご案内
をポスティングしていますので，ご出席をお願いいたします。

お 食 事
ビーフステーキ，サラダ，ライス，コーヒー



本年度出席優秀者表彰　表彰おめでとうございます
皆勤賞（ホームクラブ100％出席）13名  

精勤賞（ホームクラブ１回欠席）8名  

本年度 SAA 表彰（上位20名）　多額のスマイルをありがとうございました。
　藤井一也会長エレクト，藤岡千秋会員，池田博昭会員，石原彰二会員，石井英行パスト会長，
　貝原明宏副 S.A.A.，西本晃パスト会長，齊藤博臣会長，更井正人パスト会長，佐々木篤会員，
　佐藤英明幹事，世良仁会員，諸國眞太郎副会長，菅野正則会員，髙山眞司 S.A.A.，
　冨岡正機副幹事，坪井俊郎パスト会長，内山隆義会員，山下和也会員，横手典明会員

赤松興一 会員

西本　晃
パスト会長

友野昌平 会員

荒川謙三 直前会長

岡本　哲 会員

内山　淳 会員

藤井一也
会長エレクト

岡﨑秀紀 会員

若林宣夫 会員

石井英行
パスト会長

大西直規 会員

神田　豪 会員

更井正人
パスト会長

佐藤英明 幹事

北村正発 会員 近藤聡司 会員 森元幹雄 会員 大塚　学 会員 齊藤博臣 会長

髙藤祚嗣 会員 冨岡正機 副幹事



点鐘の引継ぎ式
　齊藤博臣会長より，次年度藤井一也会長に点鐘の引継ぎが行われました。

●スマイル●
齊藤（博） この一年間本当にありがとうございました。理事・役員・委員長をはじめ会員の皆様の

ご協力があってこそ一年間無事にやってこれました。
末長・洗井（岡山 RC）　　お世話になります。よろしくお願いいたします。
鳥居 ガバナーノミニー 末長さん，代表幹事予定者 洗井さん，ようこそ岡山東 RC へ。７月か

ら始まるノミニー年度のご活躍を期待しています。
更井 齊藤丸の無事着岸をお祝いします。末長ガバナーノミニー，洗井代表幹事予定者のご来

会を歓迎いたします。
糸島 先日は皆様に受章を祝っていただきありがとうございました。喜んでいます。齊藤丸の

皆様，ありがとうございました。
西下 齊藤会長お疲れ様でした。末長様ようこそ。
石井 齊藤会長，佐藤幹事，諸國副会長，髙山 S.A.A. をはじめ，理事，役員の皆様一年間ご苦

労様でした。末長ガバナーノミニー，洗井代表幹事ようこそ。
荒川 齊藤丸の無事着壁，おめでとうございます。影ながらささえた理事・役員・委員長の皆

様お疲れ様でした。
藤井 齊藤会長ご苦労様でした。次年度もご協力お願いいたします。頼りにしてます。末長ガ

バナーノミニー，洗井代表幹事ようこそ。
諸國 この一年，副会長，クラブ奉仕委員長として努めさせていただきました。本日は退任の

あいさつをさせていただきます。６月24日，愚息が結婚しました。
佐藤 レガシー探訪第３弾では大河原委員長をはじめ社会奉仕委員会の皆様にお世話になりま

した。更井パスト会長のおかげで本当に津島遺跡にレガシー訪問することができました。
齊藤会長をはじめ会員の皆様，一年間お世話になりました。

冨岡 齊藤会長をはじめ，理事および役員，委員長の皆様，大変お世話になりました。本日で
司会の任も終了いたします。そして，佐藤幹事には，多くのことを勉強させていただき
ました。一年間，本当にありがとうございました。

村松 一年間，会員皆様には大変お世話になりました。ありがとうございました。
舟橋 何とか親睦のタスキを渡せそうです。高橋，末藤，岡﨑各副委員長をはじめ，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。心よりお礼申し上げます。
三垣次年度委員長のご成功を祈念申し上げます。

大西 つたないプログラム委員長でしたが，１年間本当にお世話になりました。齊藤会長には
勇気づけていただき，佐藤幹事には相談に乗っていただき，冨岡副幹事には時間調整を
図っていただき，萱原プログラム副委員長には「銃後の守り」をしていただき，何とか
事業ができました。ありがとうございました。

S A A 

佐藤幹事，齊藤会長，諸國副会長　１年間お疲れ様でした



神田 一年間，原稿の提出，写真撮影へのご協力をいただき大変ありがとうございました。次
年度も大塚委員長をはじめとする会報委員会へのご協力をよろしくお願いいたします。

赤松 会員の皆様には，一年間職業奉仕活動にご参加，ご協力ありがとう存じました。
大河原 本年度大変お世話になりました。無事，事が終りありがとうございました。
池田 本年度，国際奉仕委員長を仰せつかりました池田でございます。本年度事業のメインで

ありましたバコロド北 RC との青少年短期交換留学事業では，会員の皆様に大変ご協力
いただきました。一年間ありがとうございました。

石原 一年間ありがとうございました。洗井建築士会会長ようこそ。
若林 齊藤会長はじめ，理事，役員の皆様一年間ご苦労様でした。
近藤（聡） ①皆さん一年間お世話になりました。ありがとうございます。　②北村さん，菅野さん，

斉藤先生お世話になりました。
松本 齊藤会長はじめ理事・役員の皆様一年間お疲れ様でした。私も初の委員長として多くの

ご協力をいただきながら何とか１年過ごすことが出来ました。ありがとうございました。
次年度もがんばります。

内山（隆） サイトウ丸無事着岸。オメデトウ。
根木 齊藤会長，佐藤幹事お疲れ様でした。佐藤さん次年度はたまった仕事を片付けて下さい。
菅野 ①会長，幹事，理事，役員の皆さんお疲れ様でした。　②冨谷さん，貝原さん先日はあり

がとうございました。
斉藤（良） 会長はじめ執行部の皆様，１年間お疲れさまでした。
安藤 齊藤会長，一年間お世話になりました。佐藤幹事，一年間，本当におつかれさまでした。
勘藤 齊藤会長そして役員，理事の皆様一年間お疲れ様でした。無事任務遂行おめでとうござ

います。実は先週末，齊藤年度に最高のスマイルがありました。本クラブの囲碁大会で
優勝しました。ありがとうございました。合掌。

仁科 ①本日欠席します。　②齊藤会長，佐藤幹事他役員の方一年間ありがとうございました。
③チャーターナイト，楽しませていただきました。

佐々木 齊藤会長，佐藤幹事そして理事，委員長の皆様一年間ごくろう様でした。そして，多く
の感動をいただきありがとうございました。

横手 齊藤会長，佐藤幹事様，執行部の皆様お世話になりました。
友野 齊藤会長，佐藤幹事をはじめ理事役員，委員長の皆様一年間お疲れ様でした。本当にお

世話になり，ありがとうございました。
内山（淳） 齊藤会長，佐藤幹事，諸國副会長，髙山 S.A.A.，また理事・役員・委員長のみなさま，

一年間お世話になりました。本当にありがとうございました。
土井 末長さん，ようこそ岡山東 RC へ。
冨山 会長，幹事，理事，役員の方一年間お疲れ様でした。また一年間お世話になりました。
浮田 大河原社会奉仕委員長，先週の「そうだ総合グランド，行こう」は感動的でした。津島

遺跡の桃の種の実物に岡山のルーツを教えられました。有終の美のレガシー訪問ありが
とうございました。

藤岡 齊藤会長以下理事，役員，委員長様，本年度大変ご苦労様でございました。
萱原 今年度最後の例会。スマイルに協力します。
宮本 いっぱい良い事がありました。齊藤会長大変お疲れさまでした。新藤井会長大変ですが

健康で頑張ってください。先週は卓話ありがとうございました。
朝霧 齊藤会長，佐藤幹事，役員の皆様一年間大変お疲れ様でした。業務のため，早退させて

いただきます。申し訳ありません。
貝原 一年間副 S.A.A. として勤めさせていただきました。大勢の方に助けられてなんとか終り

ましたが，来週からが本番…不安ですが頑張ります！
髙山 １年間ありがとうございました。
 43件　290,000円



第３回被選クラブ協議会(6/29)
　６月29日（木）例会終了後，岡山プラザホテル「烏城の間」において第3回被選クラブ協議会が開催され，
７月６日（木）の丹羽英喜ガバナー補佐訪問第４回クラブ協議会に向けての対応について協議されました。

2016－17年度感謝の会（6/29）
　６月29日（木）18時30分よりホテルメルパルク岡山「牡丹の間」にて齊藤博臣会長主催の本年度理事 ･ 役
員，委員長「感謝の会」が行われました。冒頭の挨拶では，齊藤会長が本年度の活動を無事に終えること
ができたのは，役員をはじめ会員全員の支援の賜である旨と，一年間を通じて得たものについて話しをさ
れ，その後四大奉仕委員会以外の委員長が退任の挨拶を行いました。
　最後は，藤井次期会長から齊藤会長に，冨岡次期幹事から佐藤幹事に感謝の花束が贈られ，諸國副会長
の挨拶により和やかな内にも充実感の満ちた雰囲気の中，閉会となりました。

2017-18年度岡山東RC祈願／キックオフ朝食会（7/1）
　新年度最初の７月１日（土）午前７時より岡山神社において，藤井会長，冨岡幹事をはじめ理事および役員・
委員長が集まり，一年間の無事と事業成就を祈念する会が開催されました。その後，岡山プラザホテル「鷲
羽の間」にてキックオフ朝食会が行われ，藤井会長より一年間，各事業の成就に向けて協力をお願いします
と挨拶されました。



7月の月間行事予定  
例 会 行 事 プ ロ グ ラ ム そ の 他 の 行 事
６日通常例会

13日通常例会

20日特別例会

27日通常例会

・お祝い行事
・「就任挨拶」藤井一也 会長，冨岡正機 幹事

・「副会長・S.A.A.・４大奉仕委員長就任挨拶」
　藤岡千秋 副会長，貝原明弘 S.A.A.，
　大西直規 職業奉仕委員長，渡邊修司 社会奉仕委員長，
　浮田實 国際奉仕委員長，小橋雅治 青少年奉仕委員長
・納涼特別例会（於　岡山プラザホテル）

・「池上正ガバナー公式訪問」（A 方式）

６日　・理事会
　　　・フレッシュ会員研修会
　　　・ ガバナー補佐訪問第４回クラブ

協議会
13日　・麻雀同好会『東風の会』総会
16日　・ ゴルフ同好会
　　　　（赤坂レイクサイド CC）

26日　・ 県南17RC 正副会長幹事会
　　　　（メルパルク岡山）
27日　・写友『輪影』総会

7月の月間メニュー

６日通常例会
13日通常例会

20日特別例会
27日通常例会

・幕の内，味噌汁
・ （下町メニュー：トンカツ定食）一口カツ トンカツソース 千切りキャベツ，特製ポテトサラダ，

御飯，味噌汁，酢の物，フルーツ
・納涼特別例会（於　岡山プラザホテル）
・幕の内，味噌汁
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１年間のご愛読ありがとうございました。

会報委員会　委員長 神田豪，副委員長 大塚学，委員 友野昌平，浮田實，山田泰照

クラブ奉仕活動点描

●１年間例会でお出迎えをした親睦活動委員会の皆さん ●広報委員会の執筆で奉仕事業が大きく掲載されました

●クラブ奉仕について真剣に討議（第３回クラブフォーラム）


