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▲

本日のプログラム
　「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）

▲

８月17日のプログラム
　「会員増強月間にちなんで」
　和氣伸吉 会員増強委員長
　「イニシエーション・スピーチ」
　松平歩 会員

例会報告（7/27）

出席報告
　会員数　97名（内出席免除者15名）
　出席者　80名（内出席免除者出席13名）
　出席率　84.21％（前々回訂正後出席率91.67％）
　ビジター　０名

会長挨拶・報告
　皆様，こんにちは。先週，岡山は梅雨明けし，暑い日が続いていますが，皆様，いかがお過ごしです
か？　全国あちこちで集中豪雨のニュースが連日流れています。幸いにも岡山は，災害の少ない街だなあ
と改めて思います。
　先週は，今年初めての夜間特別例会でした。いかがでしたでしょうか？　個人的には，肩の荷が下りて
ホッとしています。
　本日は，RI 第2690地区 池上正ガバナーを迎えての公式訪問例会でございます。11時より，池上ガバ
ナー・廣本代表幹事と藤岡副会長・舟橋会長エレクト・内山淳副幹事を交えて，会長幹事懇談会を開催し 
クラブの概要，本年度の事業計画等を説明させていただき，いろいろ御示唆をいただきました。
　後程の講話の内容をしっかり受けとめて，今後の活動に活かしていきたいと思います。どうぞよろしく
お願いいたします。
　それから，この度，RI 会長エレクト サム・オオリ氏が亡くなられ，カンパラ（ウガンダ）にて７月25日〜
27日まで国葬として葬儀が執り行われたそうです。

お 食 事
海老と烏賊 卵のチリソース丼，ザーサイ，
中華スープ，デミコーヒー



幹事報告
１．７月13日例会時に集めさせていただきました九州北部豪雨災害の義援金は100,000円とし，早速，池

上正地区ガバナー事務所に送金させていただいきました。地区で取り纏められ，被災地へ寄附され
る予定です。

２．７月25日（火），サンノゼ交流支援事業の件で，大森岡山市長に，岡山市ジュニアオーケストラの
方々とともに，出発前報告として，藤井一也 会長，浮田實 国際奉仕委員長，幹事 冨岡で表敬訪問
してまいりました。

３．昨日，７月26日（水），県南17RC 正副会長幹事会が開催されました。藤井一也 会長，藤岡千秋 副会
長，内山淳 副幹事，幹事 冨岡で出席してまいりました。

４．本日，地区大会のご案内をポスティングしております。なお，全員登録となっておりますが，当日
の実出席も多数いただきますよう，よろしくお願いいたします。

５．他クラブの週報を回覧いたします。

委員会報告
●国際奉仕委員会　浮田實 委員長
　本日「岡山市ジュニアオーケストラ サンノゼ派遣・結団出発式 参加のお願い」をポスティングさせてい
ただいております。ぜひ結団出発式にご参加ください。またセレモニーの時間が午前９時に変更になりま
した。

バナー交換
　2017-18年度 RI テーマ入りバ
ナーと岡山東 RC バナーとの交換
が行われました。

新会員へのバナー贈呈
　池上正ガバナーより新会員の平井真也会員と宗森秀成会員へバ
ナーの贈呈が行われました。

●スマイル●
池上（第2690地区ガバナー） スマイルします。
藤井 池上ガバナー，廣本代表幹事ようこそお越しいただきありがとうございました。納涼特

別例会では皆様に大変お世話になりありがとうございました。肩の荷が降りてホッとし
てます。９月旅行もよろしくお願いします。

鳥居 池上ガバナーようこそ。本年のご活躍を期待しております。
舟橋 ①池上正ガバナー様，廣本孝良地区代表幹事様，ようこそ岡山東 RC へ。　② RI 会長エ

レクトの Sam Owori 様が７月13日に急逝されました事，非常に残念です。ご冥福をお祈
り申し上げます。

藤岡 池上ガバナー，廣本代表幹事，当クラブにお越しいただき貴重なお話しを拝聴し，あり
がとうございました。

冨岡 ①池上正ガバナー，廣本孝良地区代表幹事，ようこそ岡山東 RC へお越しいただきまし
た。②納涼特別例会では，三垣日出人委員長をはじめ親睦活動委員会の皆様には，大変
お世話になりました。また会員ご夫人皆様には，多数ご参加いただき，誠にありがとう
ございました。

内山（淳） ①池上ガバナー，廣本地区代表幹事，お越しくださいましてありがとうございます。②
納涼特別例会では，藤井会長ペアの息の合ったダンスを，妻と一緒に楽しませていただ
きました。ありがとうございました。

和氣 先週，家族でメルボルンに行ってきました。私の友達が結婚するということでお祝いに
３年振りの再会となりました。メルボルンは寒く，日本に帰ってくると，この暑さで
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平井会員と宗森会員へバナーの贈呈



ぐったりです。
三垣 納涼特別例会では，大変お世話になりました。ゴルフ同好会ではベストグロスいただき

ました。１年間よろしくお願いします。
大塚 先日の週報にて大変な間違いをしでかしてしまい，大変申し訳ありませんでした。改め

てお伝えします。藤井年度の会長方針は「楽しもうロータリー，深めよう友情の輪」で
す。決して「広げよう」ではありません。お間違えないようお願いします。あ，僕が一
番気をつけないといけないですね。週報発行，頑張ります！

渡邊（修） 髙山さん，このたびはお世話になりました。ありがとうございました。
浮田 本日，国際奉仕委員会から，お願いをさせていただきます。よろしくご協力をお願い申

し上げます。
塩見 納涼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。
横手 ①池上ガバナーのご活躍をお祈りします。廣本代表幹事さまご苦労さまです。　②第１回

ゴルフ例会でパートナーにめぐまれ優勝させていただきました。
佐藤 ①納涼特別例会では三垣委員長，親睦活動委員会の皆様にお世話になりました。　②齊藤

年度ゴルフ同好会取り切り戦，同伴者（横山パスト会長，内山隆義さん，岡﨑さん）とハ
ンデにめぐまれ優勝しました。齊藤会長，金の延べ棒ありがとうございました。

山下（貴） ①池上ガバナーを歓迎して。　②久々のホーム例会なのでとても ^_（̂スマイル）です。
横田 本日，中国地方の弁護士研修を担当しますが，過去半世紀で最多の426名，中国地方の弁

護士の３分の１を集めることができ，うれしいです。
松平 明日高校野球の西東京大会に於いて，準決勝戦で我が母校日大二高と長男が通う東海大

菅生が対戦します。どちらが勝つか微妙な気持ちですが，打倒早実と決勝ではぶつかり
ます。がんばれ両校！！

中井 ①池上正ガバナーようこそお越しくださいました。　②先日津山に行きましたら，たまた
ま B'z 凱旋ライヴの日でした。津山市の盛り上がりに元気を分けてもらった気がします。

齋藤（信） ①池上ガバナーようこそお越し下さいました。　②髙山さん，先日はお世話になりまし
た。

貝原 ①先日の納涼特別例会では，親睦活動委員会のみなさんに大変お世話になりました。　②
髙山先輩，ゴチになりました。

 21件　131,000円

8月の月間行事予定 � 会員増強・新クラブ結成推進月間
例 会 行 事 プ ロ グ ラ ム そ の 他 の 行 事
３日通常例会

10日例会休会
17日通常例会

24日通常例会
31日通常例会

・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

・定款第８条第１節による休会
・ 「会員増強月間にちなんで」　和氣伸吉 会員増強委員長
・「イニシエーション・スピーチ」　松平歩 会員
・「サンノゼ報告」浮田實 国際奉仕委員長
・「近代日本と米国とロスチャイルド」

EU Japan Consulting & Associates 特別顧問　松岡天平 様

３日　・理事会
　　　・ 第１回 I.D.M.
　　　　（アークホテル岡山）
５日〜12日
　　　・ 国際奉仕事業「岡山市ジュ

ニアオーケストラ，サンノ
ゼ交流支援等事業」

６日　・ クラブ雑誌・広報委員長会
議（倉敷アイビースクエア）

17日　・ 新会員歓迎会
　　　　（アークホテル岡山）
24日　・第１回クラブフォーラム
　　　・ 社会奉仕事業「「投扇興競

技 後楽園大会」協賛」

8月の月間メニュー

３日通常例会
10日例会休会
17日通常例会
24日通常例会
31日通常例会

・（ミリオンダラーミール）海老フライカレーセット
・定款第８条第１節による休会
・（カツオのタタキ定食）カツオタタキ，茶碗蒸し，汁，ソーメン，御飯，デミコーヒー
・幕の内，味噌汁
・ （下町メニュー）冷製ぶっかけうどん 山芋トロロ 温泉卵 ネギ ミョーガ，天婦羅（海老天 玉ねぎ

かき揚げ ちくわ），いなり



●池上正ガバナー講話
国際ロータリー第2690地区 2017-18年度ガバナー　池上正 様
　今日は国際ロータリー会長イアン H. S. ライズリー氏のテーマ「ロータリー: 変
化をもたらす（Rotary Making a Difference）」をいかに実践していくかというお
話をしたいと思います。RI 会長のテーマを受けて私は地区スローガンを「Take 
Action」としました。
　RI 会長は具体的な行動・実践を提案しています。一つは男女会員のバランス。

「男女均等」を実現していくには現在のペースでは30年もかかってしまいます。女
性は変化をもたらす。ぜひ女性会員を入れてください。二つ目はロータリアンの
平均年齢で現在会員の大半は60歳以上で40歳未満の会員は５パーセントです。10
年，20年後のロータリーの活動のためには若い会員の入会を促していくことが必要です。
　今回新しく提言されたのが環境の持続性で各会員に１本植樹することを2018年４月22日の「アースデイ」
までに希望しております。ロータリーで120万本植えよう。環境の悪化で影響をうけるのは弱い立場の人々
です。私はこの「奉仕活動」を地区ガバナー賞の対象と考えています。
　先ほど述べたように，私は地区スローガンを「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。RI 会長のテーマ・VISION を元に計画し，実践しましょう。
　今年度は「会員増強」を最重点目標に掲げました。各クラブ３％の増強をお願いします。RI ではゾーン
の再編が進められており，日本は３ゾーンから2.5ゾーンへと変更されております。日本の発言権を得るた
めには日本からの RI 理事が毎年存在することが必要です。それぞれの RC の置かれている環境により困難
な面も有ると思いますが是非とも増強目標達成に努力していただきますようお願いします。
　地区としてクラブの活動を支援する目的でガバナーから新会員へバナーを贈呈いたします。入会の際の
印象が重要と思っています。またロータリーは何をやっているところなのか，ということを知ってもらう
ため，ロータリーのポスターを地区内会員の皆様に差し上げ公共イメージ向上，会員増強に用いていただ
けるよう願っています。ポスターの合言葉は「世界を変える行動人」です。
　2018年はポリオ撲滅の最終年度に当たり，６月のアトランタ国際大会ではこの活動に協力・支援してい
るビル・ゲイツ氏の講演が行われました。どうか皆様にもポリオ撲滅の運動にご協力していただきたいと
思います。
　最後にぜひ皆さん，トロント国際大会にも参加してください。

「池上正ガバナー公式訪問例会」
RI 第2690地区ガバナー　池上正 様

地区代表幹事　廣本孝良 様

7月27日のプログラム

2017－18年度 地区目標

１）最重点目標

《目標１》会員増強
　各クラブ ３％増強：クラブの基本中の基本です

２）ロータリー戦略計画の優先項目の推進

＊優先項目 I　クラブのサポートと強化
《目標２》RI 会長賞の取得
　各グループから１クラブ以上：クラブの活動状況を反映するバロメーターです
＊優先項目 II　人道的奉仕の重点化と増加

《目標３》ポリオ撲滅への協力
　ポリオプラスへの寄付　30米ドル / 人
　2018年はポリオ撲滅の最終年度です

《目標４》ロータリー財団への支援
　年次基金への寄付　150米ドル / 人

《目標５》ロータリーカード普及への協力
　取得率 40％



●地区大会のご案内
地区代表幹事　廣本孝良 様
　2017-18年度 2690地区 地区大会が2017年10月21日（土）・22日（日）に開催されま
す。22日に倉敷市民会館で本会議，倉敷アイビースクエアで懇親会があります。
また10月15日（日）にはロータリアン記念テニス大会，10月20日（金）にはチャリ
ティゴルフ大会が開催されます。多数のご出席をお待ちしております。

岡山市長表敬訪問〜訪米サンノゼ：岡山市ジュニアオーケストラ〜（7/25）
　７月25日（火）午後，岡山市ジュニアオーケストラ（以後，「OJO」表記）の青少年６名並びに関係者らと共
に，藤井一也会長，冨岡正機幹事，浮田實国際奉仕委員長の３名にて，大森雅夫岡山市長を表敬訪問しま
した。８月初旬に迫った，米国サンノゼ市へ向けて，岡山空港での出発結団式を踏まえての事前報告。市
長室では，OJO の高校生代表による決意表明に続き，藤井会長より事業に対する支援の挨拶，その後，市
長から激励の言葉，岡山東 RC に対するお礼の言葉をいただきました。
　また，OJO とサンノゼ・ユースシンフォニーの合同演奏会の後援団体として，岡山東 RC の努力で，岡
山大学シリコンバレー・オフィスと在サンフランシスコ日本国総領事館を加えることが出来たことも報告
され，市長と総領事の山田淳氏とは古くからの友人であるとのことで，演奏会ではよろしく伝えてくれ，
との伝言も預かりました。岡山市とサンノゼ市の友好都市60周年事業の和やかな談話のなか，短い時間で
したが，人のつながりの縁を感じた意義のある訪問でした。
 ［文章提供：浮田實 国際奉仕委員長，写真提供：冨岡正機 幹事］

池上ガバナー　講話風景 会場風景 藤井会長　お礼

《目標６》米山記念奨学会への支援
　普通寄付　5,000円 / 人
　特別寄付　10,000円 / 人
＊優先項目 III：公共イメージと認知度の向上

《目標７》地区補助金の活用
　プロジェクト40件以上

《目標８》グローバル補助金への挑戦
　単年度では難しい，中長期的に，戦略計画で。DDF を使っていません。我々の資金です。

３）2018年国際大会（トロント）

　第2690地区からひとりでも多くのご参加を。

サンノゼでの OJO 等着用のポロシャツを贈呈 藤井会長，浮田委員長より岡山東 RC の支援内容の説明



2017－18年度�県南17RC正副会長・幹事会（7/26）
　７月26日（水）18時30分より，メルパルク岡山に
於いて，2017－18年度 県南17RC 正副会長幹事会
が開催されました。池上正ガバナー，廣本孝良地
区代表幹事，丹羽英喜第９グループガバナー補佐，
小田慈第10グループガバナー補佐を来賓としてお
招きし，県南17RC の会長，副会長，幹事，副幹事
が出席しました。藤井一也会長より当クラブの運
営方針とともに，藤岡千秋副会長，冨岡正機幹事，
内山淳副幹事の紹介を行いました。
 ［文章・写真提供：内山淳 副幹事］

池上正ガバナー公式訪問�会長・幹事懇談会（7/27）
　７月27日（木）11時より岡山プ
ラザホテル「相生の間」にて，
池上正ガバナー公式訪問 会長・
幹事懇談会が開催され，藤井一
也会長よりクラブの現状報告，
本年度のクラブ活動・運営計画
について説明，池上正ガバナー
より助言をいただきました。

写真同好会�写友「輪影」2017年度�総会（7/27）
　７月27日（木）例会終了後，岡山プラザホテル「烏城の間」において写友「輪影」2017年度総会が，会員20
名の出席により開催されました（７月１日現在会員42名：ご夫人会員２名，協賛会員２名を含む）。
　総会は，４名の新会員の紹介の後，武和志幹事の2016年度事業報告・決算報告，若林宣夫監事の監査報
告につづき，2017年度事業計画・収支予算・役員改選の説明があり，予定していた議案すべてが承認され
ました。本年度の撮影旅行先は，11月に奥津峡と５月に北海道を予定しています。
　その他，忘年会，親睦会，写友「輪影」展なども予定されており，ますます楽しく，盛り上がりをみせ
ています。

OJO 代表メンバーと共に大森市長と記念撮影


