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▲

本日のプログラム
　「池上正ガバナー公式訪問例会」
　（A方式）　

▲

８月３日のプログラム
　「お祝い行事」
　「�岡山市ジュニアオーケストラ、交流支援等事業について」
　（公財）岡山市スポーツ・文化振興財団�事務局長
　三村晃弘�様
　浮田實�国際奉仕委員長
　「応援スピーチ」糸島達也パスト会長

●８月10日は例会休会（定款８条１節による）

例会報告（7/13）

出席報告
　会員数　97名（内出席免除者15名）
　出席者　81名（内出席免除者出席12名）
　出席率　85.26％（前々回訂正後出席率91.67％）
　ビジター　２名

会長挨拶・報告
　皆様こんにちは。７月８日に，国際ロータリー第３ゾーン戦略計画セミナーに諸國ロータリー財団委員
長と出席してまいりました。鳥居パストガバナーも来賓として参加されていました。ゾーンというくくり
なので11地区のガバナー参加の機会がないセミナーに参加でき有意義な会議でした。
　その中で皆様に報告する事は，
　①ロータリーの公共イメージと認知度向上
　②My�Rotary への登録会員数50％以上
　③各クラブはロータリークラブセントラルへ定期的に活動を入力する事
　④ロータリーダイナースクラブカード入会の促進
　最後に，延原パストガバナーが累計で25万ドルの寄付をされた事を聞きました。寄付も奉仕活動です。
皆様も寄付をよろしくお願いします。ありがとうございました。

幹事報告
１．先週，７月６日（木），「丹羽英喜ガバナー補佐訪問�第４回クラブ協議会並びに懇親会」について，ガ
バナー補佐の丹羽様より，後日，丁重なるお礼状をいただいております。

お 食 事
（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



２．７月８日（土），「RI 第３ゾーン戦略計画推進セミナー」が，ピュアリティまきびに於いて開催されま
した。当クラブより，鳥居滋�第３ゾーン恒久基金／大口寄付アドバイザーメンター（助言者），藤井
一也�会長，諸國眞太郎�ロータリー財団委員長が出席いたしました。

３．次週，７月20日（木），「納涼特別例会」を，岡山プラザホテルに於いて，18時30分より開催いたしま
す。お昼の例会はございませんので，お間違えなきようよろしくお願いいたします。

４．７月27日（木），「池上正ガバナー公式訪問」となっております。本日，この件につき，上着，ネクタ
イ着用のお願いをポスティングさせていただいております。また，当日は藤井一也会長により，国
際ロータリーテーマバッチを用意しております。同様に着用をお願いいたします。

５．公益財団法人ロータリー米山記念奨学会より，「第41回米山功労クラブ」としての感謝状が届きまし
た。回覧いたします。

６．RI 第2690地区ロータリー青少年交換プログラム2018-19年度派遣学生募集のご案内が届いておりま
す。募集要項を回覧いたします。なお，応募期限は８月25日（金）必着となっております。プログラ
ムに参加希望の学生さんがおられましたら，幹事または事務局迄お知らせください。

７．先般の「九州北部豪雨災害」に対する義援金の募金箱を廻します。なお，寄せられた義援金は被災
県もしくはしかるべき機関に送金する予定です。

８．他クラブの週報を回覧いたします。

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小野進吾
様，会長エレクト半田雄三様にお越しいただき，
小野会長様によりご挨拶をいただきました。

米山功労者表彰
　公益財団法人ロータリー米山記念奨学会より米山功労者の方々に感謝状が届き，藤井会長より授与され
ました。

藤岡千秋 副会長 藤井一也 会長 冨岡正機 幹事

●米山功労者第４回マルチプル ●米山功労者第２回マルチプル ●米山功労者第２回マルチプル

貝原明宏 S.A.A. 冨山直司
米山記念奨学会委員長

●米山功労者第２回マルチプル ●米山功労者第１回



岡山東ロータリークラブ創立50周年記念のロゴ，ならびにテーマの除幕式
　創立50周年記念準備委員会　諸國総務委員長の司会のもと岡山東ロータリークラブ創立50周年記念のロ
ゴ・テーマの除幕式が行われました。除幕は藤井会長，準備委員会更井委員長，同糸島副委員長，横山パ
スト会長，坪井パスト会長，準備委員会石井幹事の６人で行われ，最後に更井委員長のご挨拶があり華や
かな除幕式となりました。

委員会報告
●親睦活動委員会　三垣日出人�委員長
　秋の親睦旅行の案内をポスティングさせていただきました。日程は９月23日・24日で，初日に劇団四季
「キャッツ」，夜はイタリアン・ディナーを，翌日は水上クルーズ，中国料理「故宮」，なんばグランド花月
にて吉本新喜劇の観劇となっています。ふるってご参加ください。

●社会奉仕委員会　渡邊修司�委員長
　本日，第１回，投壺・投扇興競技後楽園大会の案内をポスティングさせていただきました。当クラブの
社会奉仕事業として，この大会の協賛をすることになり，８月17日の例会には，投壺・投扇興を楽しむ会，
会長の田中様にお越しいただき，藤井会長より贈呈式を行う予定です。

●国際奉仕委員会　浮田實�委員長
　サンノゼ市でのジュニアオーケストラ演奏支援国際奉仕事業の旅行社の説明会を本日２時より「花葉の
間」で行います。

●青少年奉仕委員会　小橋雅治�委員長
　９月６日に開催する「親子で学ぶ，備前焼体験を通じて地元を愛する心育成事業」Part1のご案内をポス
ティングしています。お手伝い，またご自身の備前焼体験にご参加お願いします。

●マージャン同好会「東風の会」　佐々木篤�会員
　本日，例会終了後，「烏城の間」にて総会を開催します。

●広報委員会　堀善直�委員長
�「ロータリーの友」7月号　主要記事のご案内
　（横組み）
　　ロータリーの友今年度の編集目標（３ページ）
　　イアン�H.S.�ライズリー氏の来歴及び活動（８〜19ページ）
　　国内各地区の新ガバナーの紹介（20ページ〜）
　　国際ロータリー理事の新年度に向けての記事（40ページ〜）
　（縦組み）
　　減塩と健康寿命（４ページ〜）
　　クラブを訪ねて「熊本りんどうロータリークラブ」（９ページ〜）
　　ROTARY�AT�WORK「玉島ロータリークラブ」（24ページ）「笠岡ロータリークラブ」（30ページ）



●スマイル●
藤井� ①丸の内ロータリークラブ小野会長，半田会長エレクトようこそ！　②来週夜間例会で

す。よろしくお願いします。　③７月27日ガバナー公式訪問です。出席よろしくお願いし
ます。

小野（岡山丸の内RC�会長）　　岡山丸の内RC第29代会長の小野進吾です。本日は，会長エレクトの
半田と共に，岡山東ロータリークラブの例会にお邪魔いたしました。本日は名古屋丸の
内RCの例会に参加いたしますので中座いたしますことお許し下さい。

坪井� 除幕式について，創立50周年記念のロゴをおひろめさせていただきます。準備委員会の
みなさん，おつかれ様でした。

横山� 藤井会長ほか役員の皆様一年間ご苦労様です。第一週の例会，家内のリハビリ入所の為
欠席しました。申し訳ありません。

更井� ①本日，岡山東RC50周年のロゴマーク，テーマを掲示していただきます。　②丸の内RC�
小野会長，半田会長エレクトのご来会を歓迎！

西下� 岡山丸の内ロータリークラブの皆様ようこそ。
石井� 岡山丸の内RC小野会長，半田会長エレクトようこそお越しいただきました。
齊藤（博）� 先週の例会で感謝状をいただきました。以前にも何回かいただいたのですが，今回は事

務所の私の部屋に掛けてます。
舟橋� 岡山丸の内RC小野会長様，半田会長エレクト様，ようこそ岡山東RCへ。
藤岡� 丸の内 RC会長�小野様，又次年度会長�半田様，ようこそ東 RCにお越しになり御健闘を

お祈りいたします。
冨岡� ①岡山丸の内RC会長�小野進吾様，会長エレクト�半田雄三様，ようこそお越しください

ました。　②藤井会長，諸國 R財団委員長，７月８日（土）開催の RI 第３ゾーン戦略計画
推進セミナーへのご出席，お疲れさまでした。

内山（淳）� 岡山丸の内ロータリークラブ小野会長，半田会長エレクト，ようこそ岡山東 RC へお越
し下さいました。

三垣� 丸の内ロータリークラブ小野会長，会長エレクトの半田さんようこそ！
大西� 本日，職業奉仕委員長として，ご挨拶させていただきます。
渡邊（修）� 本日，就任挨拶をさせていただきます。よろしくお願いいたします。
浮田� 本日，国際奉仕委員長の就任あいさつをさせていただきます。一年よろしくお願い申し

上げます。
諸國� 本日，創立50周年記念準備委員会，総務委員会でロゴ，テーマの除幕式を執り行わせて

いただきました。
武� ①岡山丸の内 RC小野会長，半田会長エレクト様を歓迎して。　②会報のファイルに小生

のつたない写真を採用いただきました。大塚委員長様にお世話になりました。
小橋� 先週は最初の例会にかかわらず，休んでしまい申し訳ありません。今日からは頑張って

まいりますので，よろしくお願いします。
髙山� 先週，感謝状とバッヂいただきました。ありがとうございました。
佐々木� 丸の内 RC会長�小野進吾さん，会長エレクト�半田雄三さん，ようこそ東RCへ！！
弘中� 三垣親睦活動委員長，先日は大変ありがとうございました。キレキレのダンスでした。
貝原� 先週のガバナー補佐訪問クラブ協議会では理事，役員，委員長それからフレッシュ会員

のみなさん大変おつかれ様でした。また藤井会長に至っては一日は何回もあいさつが
あって，本当におつかれ様でした。

� 23件　135,000円
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●藤岡千秋 副会長
　2017-18年度，藤井会長の下で副会長の役を仰せつかりました藤岡千秋でござい
ます。どうぞ１年間頑張って使命を果たしたいと思っておりますので，よろしく
お願い申し上げます。
　さて本年度，RI 会長そして2090地区池上ガバナーのテーマを受け，藤井会長
はその方針を「楽しもうロータリー，深めよう友情の輪」とされました。岡山東
ロータリークラブが歴史と伝統に育まれ，50年の歳月により築きあげられた親睦
の輪をまた変わった見地に立っての「ロータリーを楽しみそしてその上に深めよ
う友情の輪」であると私なりに理解し，会長の思いを自分の思いとして邁進して
いきたいと思っております。藤井会長の方針の下，クラブ奉仕担当として，そのとりまとめをするよう名
指しをいただいての命を受け，この一年各委員長の皆様とご一緒に全うしていきたいと大きな覚悟でござ
います。
　先日，丹羽英喜ガバナー補佐様は，もともと出会いのない異業種の方がロータリークラブというもので
一つにまとまり，団体奉仕をするとき，まずクラブ例会に出席し親睦の輪を広め努めることが入り口であ
ると言われました。
　ロータリーに参加することが個人奉仕であり，そしてそれが一つの固まりになることがいわゆる団体奉
仕となり，その後，職業奉仕，社会奉仕，国際奉仕へとつながっていき，これこそが歴史と伝統に育まれ
たロータリークラブであると思います。
　私は今日ほど歴史と伝統に育まれた岡山東ロータリークラブを感じたことはありません。先人の方々が
築いてこられた歴史と伝統は，年度が変わっても特に何もしなくとも受け継がれ普通のように進んで行き，
特別問題もなく一年間が終えられる。勿論その年度に携わった方々が努力されておられることであります
が，こうした不連続の連続が自然に流れていくことこそ，歴史と伝統以外何ものでもないと感銘を受けて
おります。
　活動計画ですが，この１年間様々な行事の閉会の言葉の担当でありますが，クラブ奉仕担当としまして
は，修正出席率100％を目指し，会員全員参加のロータリークラブの完成に努力していく覚悟でございま
す。
　最後に会員あってのロータリークラブであり，一人の脱落もなく全員でクラブ運営に携わること，これ
がクラブ奉仕であります。副会長としての今年のモットーとして「ありがとうございます」をその姿勢と
し，藤井会長の下での副会長ということを心に置き頑張りたいと思っております。

●貝原明宏 S.A.A.
　本年度 S.A.A. の大役を仰せつかりました貝原です，よろしくお願いいたしま
す。
　昨年度髙山 S.A.A. の元で慣れないお金の計算をしながら例会場の設営にまつわ
る色々な配慮，会員の座る場所の気遣い，またもちろん食事に対してのこだわり
などを定期的に S.A.A. ふたりぼっち委員会を夜に開催しながら教わってまいりま
した。
　この経験を活かしながらまた新たな気持ちで頑張って行きたいと思っておりま
す。
　S.A.A. は，個人的にまず例会を楽しく親睦が深まる会になるよう考える事と４大奉仕の事業予算にも大
きく関わるスマイルの促進及び発表の２つと捉えております。
　齋藤信也副 S.A.A. と親睦活動委員会，そして当プラザホテルの担当スタッフさんとも打合せを密に取り
ながら食事，音楽，席次などに工夫を凝らしながらやって行きたいと思います。
　食事は特に，皆さんに分かりやすい料理を，あまり創作めいた物ではなくシンプルに洋食，和食，と
言った感じで提供したいと思っております。

「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

７月13日のプログラム



　またスマイルは最近，インフレ状態を懸念する声もちらほらと聞こえてくるような気がしますが，それ
は気のせいにして，金額に固執せず，件数を増やす事に気をつけて行きたいと思っております。
　…と言いながら先週の例会では早速バブルにスマイルをいただき，すべて読み上げる事のみに集中して
いたため，それ以外には何も出来なかったのが現実ですが，これから先は気持ちにゆとりを持ちながら藤
井会長テーマの「楽しもうロータリー，深めよう友情の輪」を実践すべく例会全体を見渡して行きたいと
思いますので，皆さん一年間どうぞよろしくお願いいたします。

●大西直規 職業奉仕委員長
　職業奉仕委員会は，委員会での組織決定事項を最重点に事業を進めて参る所存
です。
　特に，「職業奉仕についての考え方」を委員会として統一するとともに，意識の
共有化を図ることを目的に，委員による意識あわせを実施しています。
　本年度の特筆すべき点としては，社会的ニーズから委員会のテーマを定めて事
業を展開しようとしているところです。
　現在，岡山市の待機児童数は全国の地方自治体で２番目となっており，その話
題が宣伝されていますが，根本問題である女性の雇用環境について考えたいと
思っております。
　現在岡山県内の有効求人倍率は1.71倍となっており，恒常的な人手不足感は強く，女性の雇用問題は喫緊
の課題と言っても過言ではありません。
　そのような中，女性の就労支援として「乳幼児保育並びに学童保育」の問題に取組みたいと考えており，
事業計画の根幹としております。
　具体的には，①事業者の子供支援の実態や社内啓蒙活動の実態把握，②株式会社が認可保育園を運営し
ながら，事業を急拡大させている先進事例の視察，③社会奉仕委員会との共催で実施する「乳幼児並びに
学童保育」の現状と可能性というシンポジウムの開催　大きくは以上３つのカテゴリーで進める所存です。
　事業奉仕と社会奉仕は一対のものであり，表裏一体という観点のもとにこのシンポジウムを成功に導き
たいと考えます。
　以上のような，観点にて事業を進めようと考えておりますので，会員皆様のご協力をよろしくお願い申
し上げます。

●渡邊修司 社会奉仕委員長
　今年度，社会奉仕委員会は，会員の皆さんが積極的に参加したくなるような社
会奉仕活動に励んでまいりたいと考えております。活動計画としましては，社会
奉仕委員の井上英雄先生にご協力をいただき，社会福祉法人�旭川荘を活動の場に
させていただき，三つの事業を予定しております。まずは，旭川荘において，聴
衆者は入所者の方を対象にして，就実高等学校吹奏学部に演奏依頼してのクリス
マスコンサートの開催，終了後には我々と吹奏学部の皆さんとでの座学，いくつ
かのグループに別れての旭川荘施設内見学。次に，旭川荘で毎年開催されている
「旭川荘医療福祉学会」に於いて（仮）「岡山東 RC 障碍者医療福祉賞」を創設し，
優れた研究発表を対象に表彰，記念品の贈呈，更に受賞者の方を例会にお招きして卓話の依頼。そして最
後に2014年の石井パスト会長年度以来となる，旭川荘総合研究所前への梅の記念植樹を予定しております。
国際ロータリーのライズリー会長は，７月１日の新年度開始から来年の４月22日の「アースデイ」までの
期間に，各クラブで会員数と同じ数の植樹をするよう呼びかけております。会員数と同じ本数の約97本に
は遠く及びませんが，丁度いいタイミングではないかと思います。その他の活動としましては，職業奉仕
委員会と合同で，�（仮）「企業と子ども支援について」をテーマにシンポジウムの開催を予定しております。
以上，頑張ってまいりますので皆様ご協力いただきますようお願い申し上げます。



●浮田實 国際奉仕委員長
　次年度に50周年を迎える岡山東 RC の本年度国際奉仕委員会事業として，従来
の低開発国〜発展途上国への支援から，更に先進国の時代の風を感じ，交流を広
げる奉仕活動を行う。具体的には，①岡山市とサンノゼ市の友好都市締結60周年
行事として岡山市が行う，岡山市ジュニアオーケストラとサンノゼ青少年オーケ
ストラの合同演奏会・交流を支援する。このことは，目覚ましい発展を遂げてい
るシリコンバレーの中心都市サンノゼ市への訪問に同行することにより，時代の
先端の風を感じるとともに，音楽を通じての青少年の健全育成と国際理解，更に
は，国際平和の基盤づくりと紛争予防にも資すると考える。現地日本人会をはじ
め幅広く200人の現地の人を演奏会に招待し，また，演奏に出演する青少年とスタッフが着用する記念のポ
ロシャツ250着を贈呈する。　②併せて，昨年度に設立50周年を迎えたサンノゼ東RCの例会にメークアップ
出席して，友好と交流の道を拓く事に繋げたい。以上を青少年奉仕委員会と出席委員会との共同事業とし
て行う。総勢10人の会員の参加予定である。

●小橋雅治 青少年奉仕委員長
　今年度青少年奉仕委員長を拝命いたしました小橋雅治でございます。
　H25.9月に入会し早丸４年になります。皆さんと一緒に楽しく過ごしていたら，
委員長のご指名いただき，月日の早さを感じます。
　委員会メンバーは『高橋副委員長，朝霧さん，石原さん，根木さん，山田さん』
の総勢６名です。一年間よろしくお願いします。
　青少年奉仕委員会の運営方針を考えるにあたり，会長方針の意味を私なりに解
釈いたしました。
　ロータリーを楽しみ参加することで，自然と奉仕活動を行い，自分自身の人間
の幅が広がり，また参加をすればするほど多くの仲間と友情を深めることができるため，楽しく心が躍る
日々を過ごすことができます。
　人生を楽しんでいるそんな大人たちが，次世代を担う青少年たちと接することができれば，自然と良い
影響をあたえることができると思いました。
　事業内容としては，先ほども案内させていただいた事業ですが，子供たちに備前焼で抹茶椀を作っても
らい，その作った椀で大人たちに後楽園で抹茶をふるまいます。岡山の誇る名園で，子供たちが大人たち
を喜ばす。
　子供たちの自信や奉仕の心を高め，子供の自尊心を高める事業につながればよいと思っています。
　この事業はロータリー財団・地区補助金の申請事業でもあります。
　また継続事業として西大寺会陽「少年はだか祭り」「おかやま西大寺マラソン」への支援活動を続けてま
いります。
　高橋副委員長，各委員のお力を借りて事業を進めたいと思いますが，なにぶんつとめの大きなやりがい
のある事業ですので皆様の力を借りないと成功しないと思っております。
　藤井会長の下，一所懸命頑張ってまいりますので，ぜひ会員の皆様にはご指導ご鞭撻，またご協力をよ
ろしくお願いいたします。

第１回ゴルフ同好会並びに前年度取切り戦（7/16）
　７月16日（日）赤坂レイクサイドカントリークラブにて，ゴルフ同好会第１回例会が開催されました。
　朝から快晴でありましたが猛暑の中で，総勢31名のご参加をいただき，藤井年度最初のゴルフ同好会コ
ンペが行われました。
　横山ゴルフ同好会会長のご挨拶を号令に，気温35℃近くの下で好プレーが続出いたしました。表彰式で
は藤井会長のご挨拶があり，各賞の発表の後に見事優勝されたのは横手典明会員でした。おめでとうござ
いました。
　また，坪井パスト会長が理事長を務めれれている当カントリークラブより，パターを提供していただき，
理事長賞（16位）として北村会員が獲得されました。



　そして齊藤（博）年度の優勝経験者で争う取り切り戦は，齊藤（博）直前会長と二人三脚で昨年度クラブの
運営を取り組まれた，佐藤直前幹事が見事栄冠に輝き，齊藤（博）直前会長から賞品を授与されました。お
めでとうございました。
　第２回例会は，９月10日（日）岡山 CC（桃の郷）にて行いますので，奮ってご参加をお願いします。今年度
は，親睦活動委員会の三垣委員長・近藤・末藤・福原・冨谷でゴルフ同好会を担当させていただきます。
　皆様よろしくお願いいたします。
� ［文章提供：冨谷拓真�会員・写真提供：三垣日出人�親睦活動委員長，末藤達也�親睦活動副委員長］

（第１回例会）� OUT� IN� GROSS� HDCP� NET
優勝　横手　典明�会員� 55� 50� 105� 40.0� 65.0
２位　影山　修司�会員� 41� 50� 91� 26.0� 65.0
３位　佐藤　英明�会員� 49� 48� 97� 28.0� 69.0
ＢＧ　三垣日出人�会員� 39� 37� 76� 0.0� 76.0

（取り切り戦）� OUT� IN� GROSS� HDCP� NET
優勝　佐藤　英明�会員� 49� 48� 97� 24.0� 73.0

優勝　横手典明会員 ２位　影山修司会員 ３位　佐藤英明会員

ゴルフ同好会横山会長　挨拶 取切り戦優勝　佐藤英明会員



2017.7.20　第2340例会

納　涼　特　別　例　会
於　岡山プラザホテル

出席報告
　会員数　97名（内出席免除者15名）� 出席者　84名（内出席免除者出席12名）
　出席率　89.36％（前々回訂正後出席率96.81％）� ご夫人　24名

会長挨拶
　皆様，こんばんは。岡山東RC第50代会長の藤井一也でございます。
　本年度�初めての夜間例会に多数のご出席をいただき，誠にありがとうございます。本年度は，「楽しもう
ロータリー，深めよう友情の輪」のスローガンのもと，夜間例会を５回，また，親睦旅行を秋と春の２回
計画致しております。
　７月は納涼特別例会，10月は丸の内 RC・備前 RCとの
３クラブ親子特別例会，12月は年末家族特別例会，１月
は新年特別例会，６月はチャーターナイト記念特別例会
の５回の夜間例会と，親睦旅行は９月23日24日の観劇旅
行と来年５月に北海道旅行の２回を予定しております。
　是非，メンバーはもとより御家族の皆様もご一緒に
「楽しもうロータリー，深めよう友情の輪」を実践してい
ただき，ロータリー事業に多くの方のご参加をお願いい
たします。

カクテルコーナー（華伝座　野崎様） 五目ラーメン ステーキ

ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱 三垣親睦活動委員長　挨拶 齊藤直前会長　乾杯

藤井会長　開会挨拶 宗森新会員　挨拶 司会の松本親睦活動副委員長と末藤親睦活動副委員長



藤井会長夫妻によるダンス

ヒトミダンススクールの皆様

“社交ダンス”を楽しむ会員ご夫妻の皆さん



「楽しもうロータリー，深めよう友情の輪」
（各テーブルでの記念写真）

グローバル補助金奨学生ハンさんも一緒に 藤岡副会長　閉会挨拶



「手に手つないで」の大合唱


