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2017-18 年度

藤井会長年度スタート！
！
「楽しもうロータリー，深めよう友情の輪」
7月20日のプログラム
「納涼特別例会」
（於 岡山プラザホテル）
▲

▲

本日のプログラム
「就任挨拶」
藤岡千秋 副会長，貝原明宏 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

例会報告（7/6）
出席報告
会員数 97名（内出席免除者15名）
出席者 83名（内出席免除者出席10名）
出席率 90.22％（前々回訂正後出席率93.68％）
ビジター ０名

お 食 事
幕の内，味噌汁

会長挨拶・報告
皆様，こんにちは。７月１日より，第50代岡山東ロータリークラブ会長を務めさせていただきます，藤
井一也でございます。１年間どうぞよろしくお願いいたします。
この後，会長就任挨拶がありますので，その中で方針を説明させていただきます。１年間，覚悟と責任
を持って岡山東ロータリークラブの運営に一生懸命頑張りますので，理事・役員・委員長の皆様方により
一層のご協力をいただき，会員全員で「楽しもうロータリー，深めよう友情の輪」を実践していきたいと
思います。１年間どうぞよろしくお願いいたします。
なお本日は，ガバナー補佐公式訪問でございます。ネクタイ・上着 着用でお願いいたします。フレッ
シュ会員の皆様も参加よろしくお願いいたします。
例会後には，パスト会長会議がありますので，パスト会長の皆様には出席よろしくお願いします。

幹事報告
１．本日，2017−18年度『クラブ活動・運営計画 報告書』と，「会員名簿」を，ポスティングしておりま
す。ご確認ください。
２．本日７月６日，17時より，「フレッシュ会員研修会」を，開催いたします。フレッシュ会員皆様に
は，本日，ポスティング しております『クラブ活動・運営計画報告書』並びに，「2016年 手続要覧」
を，ご持参のうえ，出席をお願いいたします。その後，18時30分より，「丹羽英喜ガバナー補佐訪問
第４回クラブ協議会」を，開催いたします。理事および役員，委員長皆様には，同様に，『クラブ活
動・運営計画報告書』をご持参のうえ，出席をお願いいたします。なお，フレッシュ会員の皆様は，
引き続き，オブザーバー出席を，していただきます。また，ガバナー補佐訪問ですので，上着，ネ
クタイ，そしてロータリーバッジの着用を，お願いいたします。
３．ガバナー月信のバインダーをお配りしております。お持ち帰りください。
４．先日，退会されました，山本督憲様から，連絡をいただきました。７月より「岡山県代表監査委員」
に，ご就任された，とのことです。岡山県議会の承認等もあり，退会の折，伝えることができず，
申し訳ありません。皆様に，よろしなにお伝えください，とのことでした。
５．他クラブの週報を回覧いたします。
第１回理事会報告
審議事項
１．上半期会費・諸会費の納入について，承認されましたので，請求の手続きに入ります。納入期限
は，７月31日（月）です。よろしくお願いいたします。
２．平井真也 新会員，宗森秀成 新会員の入会の承認，及び両人の親睦活動委員会配属について承認さ
れました。
３．新会員選挙について，承認されましたので，会員選挙の手続きに入ります。
４．新会員歓迎会について，承認されました。本日，案内が ポスティングされており，委員会報告に
て，親睦活動委員会より詳細な報告がございます。
５．「投扇興競技 後楽園大会」協賛について，承認されました。
６．創立50周年準備（実行）委員会より，ロゴ，テーマ，招待者，予算，記念式典開催日等について，
承認されました。
７．秋の親睦旅行について，承認されました。
主な報告事項等
１．岡山 RC へのメークアップツアーについて，本日，フレッシュ会員等へ案内がポスティングされ
ております。委員会報告にて，出席委員会より詳細な報告がございます。
２．RI 第2690地区 末長範彦地区ガバナーエレクト事務所の開所のお祝いとして，観葉植物を送ってお
ります。
３．７月27日（木）池上正ガバナー公式訪問例会，並びに丹羽英喜ガバナー補佐訪問 第４回クラブ協議
会開催時に於いては，上着，ネクタイ，R バッチの着用を，お願いいたします。
４．慣例に従い，暑中見舞い自粛について，申し合わせを行いました。
新入会員入会式
平井真也（ひらい しんや）会員
昭和46年８月30日生まれ
株式会社パーティション大栄 代表取締役
室内装飾設計施工
推薦者：藤井一也 会長，
和氣伸吉 会員増強委員長

宗森秀成（むねもり ひでなり）会員
昭和44年10月27日生まれ
有限会社宗森工業 代表取締役
コンクリート工事
推薦者：児島道浩 会員，
高橋憲志 会員

委員会報告
●親睦活動委員会 三垣日出人 委員長
新入会員歓迎会を８月17日（木）18：30アークホ
テル岡山にて開催します。
ゴルフ同好会を７月16日（日）に赤坂レイクサイ
ド CC で行います。ふるってご参加をお願いしま
す。

ゴルフ同好会へ本年度年間優勝賞品の贈呈式
藤井会長より，本年度優勝賞品（商品券）の目録
が三垣親睦活動委員長（ゴルフ同好会横山会長の代
理）に贈呈されました。

●出席委員会 仁科恭一郎 委員長
フレッシュ会員を中心にした岡山 RC へのメイ
キャップツアーを８月23日（水）に行います。
米山記念奨学金の授与
米山奨学生のイム ヒョン ソップさんに藤井会
長より７月の奨学金が授与されました。
感謝状の贈呈
藤井会長より，齊藤博臣直前会長，諸國眞太郎直前副会長，佐藤英明直前幹事，髙山眞司直前 S.A.A. に
感謝状と記念品が贈呈されました。

お祝い行事
会員誕生日
会員夫人誕生日
結婚記念日

高橋，藤岡，仁科，髙藤，冨山，宮本，内山（隆），根木
岡本，山下（和），松本，安藤，朝霧，塩見，貝原
堀

SAA
●スマイル●
藤井
１年間，皆様どうぞよろしくお願いします。
鳥居
藤井丸の出航を祝して。
坪井
藤井新年度を祝して。
米田
藤井船団の出港を祝って。
井上（一） 藤井丸の出航を祝って。
更井
藤井丸の出航を祝します。
糸島
今年度の会員選考委員長を担当いたします。よろしくお願いします。
西本
いよいよ藤井会長年度のはじまり。役員，理事の方々健康に注意されて楽しみなロータ
リー活動に専念してください。
西下
藤井丸の無事出航を祈念して。
石井
藤井丸の出航を祝して。
荒川
藤井丸の１年間の航海が，輝かしいものでありますことをお祈りいたします。
齊藤（博） ①藤井丸の門出を祝します。無事，１年後に着岸できますように！ ②石井さん，昨日
はありがとうございました。
頼実
藤井会長，１年間頑張ってください。陰ながら応援しています。
舟橋
藤井会長年度の出航おめでとうございます。藤井会長の下で内山淳副幹事，齋藤信也副
S.A.A. とともに勉強させていただきます。よろしくお願い申し上げます。
藤岡
2017－18藤井年度，会長の下で副会長の大役を仰せいただき，緊張感をもって頑張りま
す。モットーは“ありがとう”に徹して参りたいと思っております。
冨岡
①藤井一也会長年度の幹事をさせていただきます。一年間，会員皆様のお世話をさせて
いただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ②平井真也（ひらい しんや）新会員，
宗森秀成（むねもり ひでなり）新会員，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。
内山（淳） 藤井会長年度，副幹事を務めさせていただきます。冨岡幹事のもとで一年間しっかり勉
強させていただきます。また本日より例会の司会をさせていただきます。皆様よろしく
お願いいたします。
近藤（典） ①藤井丸の出航を祝して。当該年度，理事会計を務めます。よろしく。 ②山陽学園大学
で「きもの学」の講師を務めてまいりました。 ③中学生に伝統文化教室，和服の話と
「ゆかたの着方」教室を，中央中学，伊里中学，吉永中学と行ってきました。ボランティ
アです。 ④囲碁大会初めて２位になりました。
和氣
藤井会長年度も頑張ります。一年間よろしくお願いいたします。又，本日から入会の平
井さんをよろしくお願いします。
三垣
藤井会長のもと，親睦活動委員長を仰せつかり身のひきしまる思いです。１年間よろし
くお願いします。
大澤
本年度プログラム委員長の大澤です。定番のプログラム以外にも楽しい卓話その他いろ
いろ考えています。楽しみにお待ち下さい。よろしくお願いいたします。
大塚
本年度よろしくお願いいたします。
大西
藤井会長の方針のもと，職業奉仕委員長として，あまり肩に力を入れず，自然体で会員の
皆様のお役に立ちたいと存じます。尚，新年度キックオフ神事が７月１日にありました
が，当日午後，二人目の孫が誕生，初めての女の子でした。（メロメロです。）神事での奇
跡的な天候回復と併せ，「藤井会長の超強運のお裾分け」をいただき，感謝，感謝です。
渡邊（修） 藤井会長，社会奉仕委員長として，微力ながら一年間頑張りますのでよろしくお願いし
ます。
浮田
藤井会長年度の「楽しもうロータリー，深めよう友情の輪」丸の出航を祝し，クルーの
一員として，国際奉仕に頑張ります。皆様よろしくお願い申し上げます。
諸國
ロータリー財団委員長として，藤井丸のオールをしっかりこがせていただきます。よろ
しくお願いいたします。昨日は，石井パスト会長に大変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。
山下（和） 藤井一也会長のもと職業分類委員会の委員長をさせていただきます。よろしくお願いし
ます。
仁科
①新年度，出席委員長です。みなさん出席よろしくお願いいたします。 ②今日が誕生日
です。天国？に一歩近づきました。お祝いありがとうございます。
堀
広報委員長をさせていただきます，堀です。今年１年間よろしくお願いします。
冨山
本年度，米山祈念奨学会委員長をさせていただきます。よろしくお願いします。藤岡副
会長，先日はお世話になりました。池田さん，先日はお世話になりました。

白髭
藤井丸の無事出航をお祈りします。
内山（隆） 藤井丸の出航を祝して。
北村
新年度が始まりました。藤井会長，冨岡幹事，貝原 S.A.A. 他理事役員の皆様，一年間よ
ろしくお願いします。
森元
藤井丸の出航を祝して。
武
①藤井丸の出航を祝って。 ②町内会の平井さんと JC の後輩，宗森さんの入会を歓迎し
て。
若林
藤井丸の出航を祝して！一年間のご活躍を祈念します。
髙山
藤井会長，役員，理事の皆様頑張って下さい。貝原 S.A.A. 応援しますよ。
木村
藤井新会長，一年間ご苦労様です。
児島（道） 藤井会長年度の門出を祝って。新会員宗森さんのスポンサーをさせていただきました。
池田
藤井会長をはじめ理事および役員，委員長の皆様よろしくお願いいたします。
斉藤（良） 藤井会長，他，新執行部の皆様のスタートを祝して。
高橋
藤井一也会長，冨岡正機幹事及び役員，理事の方どうぞ一年間よろしくお願いいたしま
す。また，本日宗森秀成君が入会します。会員の皆様よろしくお願いいたします。
安藤
S.A.A. のお手伝いをさせていただきました。やはり，ひな壇は緊張します。藤井会長，
冨岡幹事，一年間よろしくお願いいたします。
勘藤
藤井会長そして新しい役員・理事の皆様，今年一年が素晴らしい ROTARY YEAR とな
りますようお祈り申し上げます。合掌
佐々木
藤井会長，冨岡幹事はじめ理事，役員，委員長の皆様一年間お世話になります。
井上（英） 前役員の方々お世話になりました。新役員の方々よろしくお願いします。清掃用具のご
寄贈をありがとうございました。
横手
藤井会長はじめ理事，役員の皆様一年間よろしくお願いします。
村松
藤井丸の出港を祝して！
佐藤
藤井会長，冨岡幹事，理事，役員委員長の皆様，一年よろしくお願いします。
友野
藤井会長，冨岡幹事，理事役員委員長の皆さんの船出をお祝いいたします。
日名
先週は夏休みで，梅雨の上高地に行って例会欠席しました。遅くなりましたが，齊藤丸
着岸おめでとうございます。また，私のスポンサーである藤井丸，応援しています !!
石原
藤井会長はじめ新幹事，役員の皆さんの門出を祝して。
松本
藤井会長，冨岡幹事はじめ理事役員の皆様，一年間よろしくお願いします。今年度三垣
委員長のもと親睦活動委員会でがんばります。
末藤
藤井丸の船出を祝して。本年度親睦活動委員会で頑張りますのでよろしくお願いいたし
ます。
辻
齊藤会長をはじめ理事・役員・委員長の皆様，大変お世話になりました。藤井会長年度
の船出楽しみです。よろしくお願いいたします。
宗森
７月より入会させていただきました。よろしくお願いいたします。
平井
本年度新会員の平井です。一生懸命努めて参りますのでどうぞよろしくお願いいたしま
す。
齋藤（信） 藤井会長年度，副 S.A.A. を務めさせていただきます。貝原 S.A.A. のもとで一年間勉強し
ます。よろしくお願いします。
貝原
一年間よろしくお願いいたします。

59件 470,000円

7月6日のプログラム

「就任挨拶」

藤井一也 会長・冨岡正機 幹事

●藤井一也 会長
岡山東ロータリークラブ 2017-18年度 会長方針
「楽しもうロータリー，深めよう友情の輪」
前年度 齊藤博臣会長は「自主性を持って，進んで参加しよう！」をスローガン
に掲げられてロータリー活動を推進してこられました。
国際ロータリー会長 イアン H．S．ライズリー氏は，2017-18年度の会長テーマ
として「ロータリー：変化をもたらす 」を掲げています。私なりの解釈だと奉仕

活動を行なう事によって，本人の思い，受け手側の思い，参加した人達の思い，様々な思いによって，気
付きが生まれ，そして また新たな奉仕活動を模索する。その小さな積み重ねが地域を変える，世界を変え
る大きな力になる。それが「ロータリー：変化をもたらす」と，解釈しました。
まさに 齊藤年度の「自主性を持って，進んで参加しよう！」のテーマで推進した事が，各メンバーに
「変化をもたらす」を充分に体験していただき，ロータリー活動の魅力を感じている所だと思います。
国際ロータリー第2690地区の池上 正ガバナーは，RI 会長のテーマを受けて地区スローガンを「TAKE
ACTION」としました。行動することはロータリーの合言葉「世界でよいことをしよう！」の基本です。
職業奉仕，社会奉仕，国際奉仕も行動することなしには達成されません。歴代の RI 会長は行動，実践を奨
励しています。ACTION なき VISION は夢にすぎないとも言っています。是非，クラブで取り組んでいた
だきたいと発表されました。
本年度，私は，RI 会長のテーマをうけて，昨年より更に一歩進めて，岡山東 RC 会長方針を「楽しもう
ロータリー，深めよう友情の輪」と，させていただきます。元気で，楽しく，心が躍る，それでいてどこ
か凛として質実剛健なクラブを目指そうと思います。
まずは，奉仕活動の充実。本年度，各奉仕委員長に協力をいただき，一年間を通し，積極的に参加した
くなる，自分自身が奉仕活動によって変化をもたらすような活動をお願いしたいと思います。次に，クラ
ブ奉仕については，藤岡千秋クラブ奉仕委員長に取りまとめをお願いし，会員拡大（維持）
・クラブ内融和・
出席率向上・ロータリーの広報活動に，岡山東 RC が目指す質実剛健を頭におきながら，実践していきたい
と思います。又，翌年度の創立50周年を見据えつつ，50年目，第50代会長として，歴史と伝統に輝く岡山
東 RC に所属していて本当によかったな，と感じる仲間を増やし，会員一人ひとりが充足感を感じられるよ
う，精一杯努力し，邁進いたします。会員皆様のご支持ご支援，何卒よろしくお願い申し上げます。
基本計画
１）地区重点目標の達成
・会員増強 ３％増強
・RI 会長賞の取得
２）50周年に向けての準備
●冨岡正機 幹事
2017-18年度 藤井一也会長のもと，幹事の任を務めさせていただきます，冨岡
正機と申します。どうぞ，よろしくお願いいたします。
私は，2007（平成19）年に西下裕平パスト会長，近藤典博会計に，スポンサーを
していただき，入会させていただきました。当時の会長が更井正人パスト会長，
幹事は武和志会員でした。そして，最初に配属された親睦活動委員会の委員長が
石井英行パスト会長でした。その当時，新会員として優しく教えていただいたと
同時に，何とも言えぬ緊張感に満ちた感覚を未だに覚えています。
あれから，10年が経ちました。私は，当時，33歳でした。岡山東ロータリーク
ラブで，諸先輩方から，仕事以上の，多くのことを学ばさせていただきました。
その中でも，特に藤井会長には，一宿一飯の恩義があるほど，かわいがっていただきました。このたび，
藤井会長が，岡山東 RC の会長の任を受けるにあたり，私は，その幹事として，すべてを出し切り，余力を
残さず，覚悟をもって，取り組む所存であります。
本年度，藤井会長は「楽しもうロータリー，深めよう友情の輪」を，掲げられています。そして，藤井
会長は，一流のクラブとはなんぞや，ということを，常に自問自答されておられます。高い志を持ち，不
連続の連続のなかで，岡山東ロータリークラブの歴史と伝統をいっそう輝かせるよう，しっかりと会長に
寄り添い，また会員皆様の雑巾がけをおこないたいと思います。
なにぶん未だ若輩ものです。まだまだ諸先輩の教えを乞い，そして，ご協力を仰ぎながら，皆様に助け
ていただきながらのことになると思います。何卒よろしくお願いいたします。以上，甚だ簡単ではありま
すが，幹事就任の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。

フレッシュ会員研修会（7/6）
７月６日（木）17時より岡山プラザホテルにおいて，フレッシュ会員研修会が行われました。
８名のフレッシュ会員が出席し，藤井一也会長より今年度のクラブ運営方針について説明挨拶の後，齊
藤博臣ロータリー情報委員長よりロータリークラブの概要や我がクラブの事業活動などについて講義が行
われました。
［写真・文章提供：土岩剛志 会員］

第４回クラブ協議会（丹羽英喜ガバナー補佐訪問）（7/6）
７月６日（木）18時30分より岡山プラザホテルにて，第４回クラブ協議会が丹羽英喜ガバナー補佐，梶原
行正随行者の訪問を受けて開催されました。
藤井一也会長，冨岡正機幹事，各委員長より活動計画の発表が行われ，フレッシュ会員８名もオブザー
バー出席しました。丹羽ガバナー補佐から，会長方針に沿った積極的な活動計画が組まれており，その成
果を期待している旨の講評をいただきました。最後はフレッシュ会員からの質問に対して，ぜひロータ
リーで生涯の親友を作って欲しいとのお話がありました。
この後の懇親会は，ガバナー補佐を囲んで和やかなムードで行われました。

藤井会長の挨拶

丹羽ガバナー補佐挨拶

クラブ協議会会場

オブザーバー出席のフレッシュ会員

丹羽ガバナー補佐講評

藤岡副会長閉会挨拶

丹羽ガバナー補佐の挨拶

齊藤直前会長の乾杯

懇親会

藤井会長の挨拶

和やかな懇親会

藤岡副会長閉会挨拶

RI 第 3 ゾーンロータリー戦略計画推進セミナー（7/8）
国際ロータリー第３ゾーン戦略計画推進セミナー
（2017年７月８日，於ピュアリティまきび）に鳥居パス
トガバナー，藤井会長，諸國 R 財団委員長が出席しま
した。
ロータリー戦略計画の三本柱である「クラブのサ
ポートと強化」「人道的奉仕の重点化と増加」「公共イ
メージと認知度の向上」に関して地域リーダーすな
わちロータリー財団地域コーディネーター（RRFC），
ロータリーコーディネーター（RC），ロータリー公共イ
メージコーディネーター（RPIC），恒久基金／大口寄付
アドバイザー（EMGA）から主に地区における戦略計画
立案に関する講話と第３ゾーン地区ガバナーによる各地区の事情が報告されました。
また，岡山南 RC 延原正パストガバナーが25万ドルの寄付を行いアーチ・クランフ・ソサエティ（AKS）に
なったことが報告されました。

［写真・文章提供：諸國眞太郎 ロータリー財団委員長］

「納涼特別例会」開催のお知らせ
来週 7 月 20 日（木）は納涼特別例会です。18 時 30 分より岡山プラザホテル
で開催されます。皆さん奮ってご参加ください。

岡山東ロータリークラブ創立50周年記念ロゴ決定のお知らせ

岡山東ロータリークラブ創立50周年記念式典開催日決定のお知らせ
日時：2019（平成31）年2月17日（日）10時30分〜15時00分
場所：岡山プラザホテル

