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第2343例会
８月24日のプログラム
「サンノゼ報告」
浮田實 国際奉仕委員長
▲

▲

本日のプログラム
「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

No.2191

例会報告（8/3）
出席報告
会員数 98名（内出席免除者15名）
出席者 80名（内出席免除者出席14名）
出席率 82.47％（前々回訂正後出席率92.71％）
ビジター ４名

お 食 事
（ミリオンダラーミール）
海老フライカレー
セット

会長挨拶・報告
皆様こんにちは。本日は，備前ロータリーの福圓会長はじめ３名の方にお越しいただきありがとうござ
います。
皆様にも報告しております通り，10月26日には 丸の内 RC・備前 RC と合同で，親子クラブ合同例会を予
定しております。３クラブが今後もますます絆が強くなる様な例会を計画いたしますので，皆様方の御出
席もよろしく お願いいたします。報告事項ですが，６RC の幹事会が当該年度の幹事で毎月開催されてお
りましたが，幹事だけではなかなか結論を出せない議題もあるという事で，本年度は 年３回程度，会長も
含めた幹事会になる事が決まりました。次年度も必要があれば 引き継がれると思います。
もう１件，公益財団法人ロータリー米山記念奨学会より，財団設立50周年記念式典の案内が来ておりま
す。2018年２月４日（日），グランドニッコー東京台場でフォーラムと祝賀会が開催されます。会員登録料
が１万円です。出席したいと思われる方は，事務局の方へ申し込んでください。
第２回理事会報告
１．寺坂幸治（てらさか こうじ）新会員の入会の承認，及び親睦活動委員会への配属について，承認さ
れました。
２．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。
３．地区大会（倉敷）への往復送迎バスについて，承認されました。
４．地区大会「友愛の広場」パネル展示について，承認されました。
５．創立50周年準備（実行）委員会より，予算（修正案）について，承認されました。

幹事報告
１．８月のロータリーレートは，１ドル＝111円です。
２．平成29年１月１日から６月末日までにロータリー財団に個人寄付をされた方には，確定申告用寄附
金領収証をポスティングしております。原則，再発行はできません。確定申告時まで大切に保管し
てください。
３．本日18時30分より，第１回 I.D.M. をアークホテル岡山に於いて開催いたします。出席予定の方は，
よろしくお願いいたします。
４．岡山西南 RC より，９月３日（日）13：00〜イオンモール岡山で開催されます「クワイ河に虹をかけた
男」上映会とトークショーの開催のご案内と参加のお願いのチラシが届きましたので，各テーブル
に置いております。ご覧ください。
５．７月28日（金），６RC 会長・幹事懇談会が開催されました。藤井一也会長，幹事 冨岡で出席して参
りました。
６．次週８月10日
（木）
の例会は，定款第８条第１節に基づき，お休みとさせていただきます。なお，次回例
会は，８月17日
（木）
です。同日，夜18時30分より新会員歓迎会，アークホテル岡山にて開催予定です。
７．公益財団法人ロータリー米山記念奨学会より，「財団創立50周年記念式典のご案内」が届いておりま
す。他クラブの週報とともに回覧いたします。
備前ロータリークラブ例会訪問
備前ロータリークラブより会長 福圓良子様，幹事 甲矢了二様，
S.A.A. 伊勢﨑創様，ロータリー財団委員長 石原伊知郎様にお越しい
ただき，福圓会長様によりご挨拶をいただきました。

新会員入会式
寺坂幸治（てらさか こうじ）会員
昭和32年10月25日生まれ
株式会社中国銀行 常務取締役
地方銀行
推薦者：坪井俊郎 パスト会長，藤井一也 会長

委員会報告
●国際奉仕委員会 浮田實 委員長
明日，岡山空港で岡山市ジュニアオーケストラ サンノゼ派遣・結団出発式を９時より開催いたします。
私たちメンバーの６人は翌日，関西空港より出発いたします。
●麻雀同好会「東風の会」 佐々木篤 会員
本日，レターボックスに麻雀同好会「東風の会」第１回競技会の案内をポスティングさせていただきま
した。今年度から幹事をさせていただきます，佐々木でございます。開催日時は８月26日（土）の13時から
ロイヤルマージャンクラブで予定しております。

米山記念奨学金の授与
米山記念奨学生のイム ヒョン ソップさんに藤井会長より８月の奨学金が授与され，イムさんからお礼の
ご挨拶がありました。
お祝い行事
会員誕生日
会員夫人誕生日
結婚記念日

神田，福原，木村，更井，渡邊（修），吉野，平井
石井，米田，児島（道），福武
塩見，松本，岡本，髙藤

SAA
●スマイル●
藤井
備前ロータリークラブの皆様ようこそ。砂山先生お久しぶりです。うれしいです。
福圓（備前 RC 会長） 本日はよろしくお願いいたします。二年続いて女性会長ですが，何の深い意
味もございません。優秀な男性会員がたくさんおります。
坪井
本日入会の寺坂さんのスポンサーをします。よろしくお願いします。
糸島
備前 RC の新役員の皆様ようこそおいで下さいました。45周年おめでとうございます。
西下
①麻雀同好会 東風（コチ）の会の会長に就任しました。いたりませんが，どうぞよろしく
お願いいたします。 ②寺坂様を歓迎申し上げます。 ③備前 RC の皆様ようこそ。
藤岡
①７月離岸し１ヶ月，特に７月はガバナー公式訪問等大切なスタート。会員の皆様のお
陰で無事終えることができ感謝しております。 ②８月５日よりサンノゼの方に出席して
きます。尚，帰路テキサスの孫達に会ってきます。 ③砂山先生ようこそお出下さいまし
た。
冨岡
①備前 RC 会長 福圓良子様，幹事 甲矢了二様，S.A.A. 伊勢﨑創様，R 財団委員長 石原
伊知郎様，ようこそお越しくださいました。 ②（公財）岡山市スポーツ・文化振興財団
事務局長 三村晃弘様，ようこそお越しくださいました。 ③寺坂幸治新会員，ご入会お
めでとうございます。妹が中国銀行本部の融資管理部に勤務時，寺坂様が融資部次長で
おられ，非常に可愛がっていただいたと聞きました。ご縁を感じました。
内山（淳） 備前 RC 福圓会長，他皆様，ようこそ岡山東 RC へお越し下さいました。
近藤（典） ①オリジナルの男帯を開発しました。年中使用 OK，両面使えて軽くて締めやすい男縁帯
です。価格も１万円と安価です。山陽新聞で紹介されました。記事を書いてくれたのは
森元会員のご子息です。 ②憧れのスイスへ行ってきました。4,000m 級の山々でマッター
ホルン，モンブラン，ユングフラウ，モンテローザ，大変涼しかったです。 ③寺坂さん
入会おめでとうございます。同じ町内会です。
浮田
岡山市スポーツ・文化振興財団の三村晃弘事務局長様，本日はようこそお出で下さいま
して，贈呈式並びに卓話をいただき，厚くお礼申し上げます。サンノゼでの大成功をお
祈りいたします。
北村
砂山パスト会長，久し振りのご出席，大変嬉しい限りです！
髙山
①昨日，いいことがありました。 ②早退します。
斉藤（良） 砂山先生ようこそ。
佐々木
①本日，東風の会 第１回例会のご案内をさせていただきました。ご参加をよろしくお願
いします。 ②寺坂様のご入会を祝して。今後ともよろしくお願いします。
神田
①誕生日のお祝いをありがとうございます。 ②マラソン，スランプでしたが脱出の兆し
が見えてきました。岡山マラソンに向けて頑張ります。
宗森
昨日，楽しい会に参加させていただきました。ありがとうございました。
寺坂
今日からお世話になります。「陽気に！元気に！いきいきと！」をモットーに頑張ってま
いりますので，ご指導方よろしくお願いいたします。
貝原
①備前 RC の皆様ようこそお越し下さいました。 ②先日，岡山駅前商店街の正面に直径
2.0m の桃のバルーンを設置しました。夜間工事で８時間，終わったときには明るくなっ
てました。 ③砂山先生，お久しぶりです。

18件 119,000円

8月3日のプログラム

「岡山市ジュニアオーケストラ，サンノゼ交流支援等事業」
公益財団法人 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

公益財団法人 岡山市スポーツ・文化振興財団 事務局長

三村晃弘 様

先ほど，ご紹介をいただきました，岡山市ジュニアオーケストラ事務局の三村
と申します。この度，岡山東ロータリークラブ様の絶大なる，ご理解とご協力を
賜り，誠にありがとうございます。先日も団長の大森市長のところに，この公演
への意気込みを伝えに，団員代表と共に訪問した際にも，藤井会長・浮田国際奉
仕委員長・冨岡幹事がご同席下さり「この記念演奏会を盛大に盛り上げていきた
い」と力強いお言葉をいただき，大変感謝している所です。また，この記念公演
の派遣期間岡山東ロータリークラブの会員様も10名もの方々が同行いただけると
のことで，大変心強く思っているところです。誠にありがとうございます。
この貴重な場をお借りして，岡山市ジュニアオーケストラの紹介をさせていただきたいと思います。
岡山市ジュニアオーケストラは1965年（昭和40年）１月，当時の故 岡崎市長が海外視察後に，音楽を通し
ての青少年の健全育成と市民文化の向上をめざし，わが国初の自治体が運営する公立青少年オーケストラ
として結成され，団員165名，指導員10名で発足しました。現在では小学校３年生から大学生まで常時約
100人の団員を擁し，岡山市在住の児童・生徒に限らずオーケストラ活動がない市外・県外の近接地域から
の参加もあり，団員・指導者および関係者が一丸となって，音楽を通じて，豊かな人間性の育成に努めて
います。

すすむ

これまでに，日本を代表するピアニストの一人でもある有森博氏，世界的なトランペット奏者の数原晋
氏，作曲家の小六禮次郎氏をはじめ，多くの音楽家を輩出すると共に若々しくも本格的なクラシック音楽
を広く県民・市民に 提供し続けています。
定期演奏会の他，依頼演奏の活動を通して，人と人とのつながりを大切にし，岡山市の文化芸術を担う
若者の代表として他都市との文化交流や国際親善のため により一層活躍できればと考えています。
今回，国際親善の事業として，明日４日から７泊８日の日程で岡山市・サンノゼ市姉妹都市締結60周年
記念事業の一環として，サンノゼ・ユース・シンフオニーとの合同演奏会（米国）を行うため団員48名（小
学４年生〜大学２年生まで），関係者21名，合計69名が渡米します。
岡山市とサンノゼ市が姉妹都市縁組を結んだのが，昭和32年５月，今年で60周年となります。この記念
事業の一つとして，岡山市ジュニアオーケストラが50周年に続き，60周年にも国際親善に派遣されること
は，大変名誉なことと感じております。

演奏会では，岡山東ロータリークラブ様に制作いただいたポロシャツを着て演奏させていただきます。
私共の単独の演奏曲は，ウォーロック作曲「カプリオール組曲」，マスカーニ作曲「カヴァレリア・ルス
ティカーナ」，ボーン・ウイリアムス作曲「グリーンスリーブスによる幻想曲」の３曲を，また，サンノ
ゼ・ユース・シンフォニーの単独演奏は２曲。合同演奏は，アメリカの代表曲と日本の代表曲と言う事で，
スーザ作曲「星条旗よ永遠なれ」と岡野貞一作曲の「ふるさと」を演奏します。また，演奏会終了後には
交流会も催していただく予定です。

また，翌日は，サンノゼ市内のロス・ガトス高校を訪問し生徒との交流を行います。団員には，多様な
文化の理解や世界平和を担う，親善大使としての活動が期待されるほか，行動力と自立心を兼ね備えた一
人の人間として，大きく成長してくれるものと確信しております。そして，本公演の成功を契機として，
ジュニアオーケストラ活動に対する，岡山市民の理解がさらに深まり，多くの市民の心を魅了し，愛され
る青少年オーケストラとして幅広い活動が展開できるよう今後 も取り組んでまいります。
この度は，多大なご支援をいただき心より感謝申し上げます。
浮田實 国際奉仕委員長
本事業は，国際奉仕委員会，青少年奉仕委員会，出席委員会が共同で企画した，８月５日出発，12日帰
国のサンノゼ市を訪問するものであり，２つの目的を持っている。
第１の目的は，岡山市ジュニアオーケストラのおよそ50人の青少年が，音楽を通して国際交流を深める
ことを支援する事業である。具体的には，記念のボロシャッ250着と日本ロータリークラブ・オリジナルの
ピンバッチ320個を贈り，200人の招待客を確保することである。その過程で当初は岡山東ロータリークラ
ブのみの協賛で あったものが，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
の協賛も得ることができることとなり，招待先も広がり大きな事業と
なった。また，新たなアンケート用紙を作成し，聴衆の回答を基にし
て，今回の支援の意義を明らかにする計画も行う。
第２の目的は，50年の歴史を持つサンノゼ東 RC の例会にメーク
アップして，友好の一歩とするとともに，９人の会員と１人の参加者
が視野を広げるだけでなく，幾ばくかの新しい風を持ち帰りたい，と
いうものである。

8月3日のプログラム

「応援スピーチ」

糸島達也 パスト会長

藤井ー也会長の応援スピーチを依頼されました。私と藤井さんとは今から９年
前，2008-9年度の41代の会長と幹事の間柄です。この年は鳥居ガバナー年度，更
井代表幹事の年であると同時に岡山東 RC40周年記念の年でしたので，クラブ全
体が一体になって，皆で盛り上がって多くの事業を実行した年でした。私と藤井
さんとのペアが決まったのはその２年前ですが，藤井さんが良いよと推薦してく
ださり，私からもぜひ幹事にお願いいたしました。ということで10年前に私が会
長ノミニーになり，藤井さんは副幹事になりました。
私の一代前の更井会長，武幹事の時に，すでに藤井さんは副幹事としてひな壇
に参加して，更井会長と武幹事のご指導の下，準備をしてくれていました。お陰で私のようにぼんやりし
ていても藤井幹事のお陰で無事会長が務まりました。この年は私にとっても当たり年で，岡山済生会総合
病院としても35年ぶりの済生会全国学会と総会を2008年10月18日-19日に岡山で担当し，その１週間後10月
25日，26日が地区大会でした。11月11日には岡山済生会総合病院創立70周年記念行事もありました。人生
で一番忙しい年でした。
10月の鳥居ガバナーの地区大会は，若林さんの素晴らしい記念誌とともに話題になりました。会報とそ
のホームページの素晴らしさは安藤委員長と児島道浩会員のお陰です。今でもホームページを見ると週報
を通じて当時のことが思い出せます。
2008-9年度は岡山東 RC も40周年記念祝賀会を2009年２月14日に開催しましたが，今は亡き河和さんのス
ピーチは内容ばかりでなく，発表の様子が素晴らしかったのが思い出されます。親クラブの岡山 RC や，関
連クラブも多くの周年行事がありました。これは周年行事の一環として子クラブを作られた結果でしょう。
西南，北，岡山城，丸の内などです。
会長と幹事が連なって記念行事に参加するのですが，その時に，藤井さんは多くの人をよく知っておら
れました。お陰で暖かく迎えられたような気がします。

2008年10月に今は亡き片山義久パスト会長は，GSE（Group Study Exchange 研究グループ交換）団長とし
て，韓国から１ヶ月６名を受け入れ，また６名が１ヶ月派遣されました。
半年後の2009年５月15日，韓国ソウルでの RC 地区大会に片山 GSE 団長さんと18名が参加し，大層歓迎
を受けました。古市深香さんのコンサートなどの思い出がありますが，藤井さんとの思い出では ，自由時
間の昼食を取るのに，ソウルの観光案内所に向かって，藤井さんが日本語で話しかけて，地場の美味しい
ところを聞き出して，心地よいレストランに行って，美味しい韓国らしい昼食を食べたのが思い出です。
藤井さんは当時から大人の風格と度胸があるのでしょう。堂々としておられました。
私は会長の５年後の2013-14年，津山 RC の森本ガバナーの時に，第９グループのガバナー補佐をさせて
いただきました。この時も藤井さんは随行幹事として第９グループの６クラブ（岡山，岡山後楽園，岡山
東，岡山北西，赤磐，備前 RC）を２回ずつ訪問をしましたが，この時も助けてくれました。この時も周年
行事がたくさんありました。
これらの機会を通して知ったことは，藤井会長は人に愛されています。
・真面目，温厚，人間的にすばらしい
・多くの友達，友人，女性からもよく声を掛けられていました。
・気持ちが締麗です。
・運もついています。私が会長のときのテーマは「もったいない」でした。とくに検診を受けないで早
く死ぬのはもったいないと思っていました。藤井さんは幹事になる前に一緒に検診に行って早期がん
が見つかり治療しました。
・最近は藤井会長は心身ともに自信もついてきて頑張っておられます。
・今度サンノーゼに岡山ユースオーケストラと San Jose Youth Symphony Joint Concert の支援と San
Jose East RC 訪問で国際奉仕委員会の10名の皆様と一緒に８月５日-12日まで行かれます。国際奉仕委
員長の浮田先生が一生懸命準備をしています。辻先生も英語ができるそうです。
・サンノーゼ東 RC とも堂々とした友好親善をしてきてくださると期待しています。
・岡山市 City Junior オーケストラのメンバーも岡山東 RC のファンにして来て下さい。
藤井会長は私と同様，歌は自信がありませんが，私が会長の時には２人で歌を習いに行きましたが，私
は上達はできませんでした。藤井会長はまだまだ伸びしろがあります。藤井会長は先日の納涼例会で披露
されましたが，奥さんと仲良くダンスが始まりました。こちらは伸びるかもしれません。
がんばってください。

第１回 I.D.M.（8/3）
８月３日（木）18時30分より，第１回 I.D.M. がアークホテル岡山「あくら」にて21名の参加で開催されま
した。藤井一也会長のご挨拶の後，齊藤博臣ロータリー情報委員長から四大奉仕，特にロータリーの原点
である職業奉仕について解説をいただきました。引き続き藤井会長のご指名による横手典明会員の乾杯で
懇親会が始まり，参加者一人一人がロータリーに対する思いや自分の職業などについて近況報告を行い，
お互いの理解を深めながら，藤井会長テーマ「楽しもうロータリー，深めよう友情の輪」を実践して親睦
を深めることができました。最後に参加メンバーで最年少の小橋雅治会員が閉会の挨拶をして中締めとな
りました。

［文章・写真提供：内山淳 副幹事］

岡山市ジュニアオーケストラ サンノゼ派遣・結団出発式（8/4）
８月４日（金）９時より岡山空港２階ロビーにて，岡山市ジュニア
オーケストラ サンノゼ派遣・結団出発式が行われ，当クラブからも13
名の会員が参加しました。出発式の最後に，藤井会長より激励のご挨
拶があり，ジュニアオーケストラの一行（団員48名，関係者21名，合
計69名）は元気にサンノゼに向かって出発していきました。
（岡山空港

９時集合，見送り参加者：藤井，藤岡，冨岡，内山（淳），

大西，浮田，武，若林，勘藤，佐々木，横手，宮本，大塚）

クラブ雑誌・広報委員長会議（8/6）
８月６日（日）13時30分より「国際ロータリー第2690地区 2017-18年度ク
ラブ雑誌・広報委員長会議」が倉敷アイビースクエアにて開催されまし
た。
池上正地区ガバナーのご挨拶の後，元ロータリーの友編集長 二神典子
さんの講演と３ロータリーの方々から事例発表が有りました。
特に二神典子元編集長のマイロータリーの活用方法等は各ロータリーク
ラブから非常に勉強になったと好評でした。
最後に「クラブにおける公共イメージの向上について」のテーマでグ
ループディスカッションを行い閉会しました。


［文章・写真提供：堀善直 広報委員長］

留学のご報告
2016-17年度グローバル補助金奨学生の班学人様より留学のご報告が届きました。
留学のご報告
班

学人
2016-17年度グローバル補助金奨学生として留学させていただいた班 学人と申し

ます。昨年の９月から今年の５月まで，米国のコロンビア大学国際公共政策大学
院で学びました。東南アジアの開発政策やアフリカの紛争解決の取り組みなどを，
国連や NGO で現場を指揮していた先生方やそうしたキャリアを目指す各国の学生
たちと勉強するのはとても刺激的でした。
昨年11月には，ニューヨークの Rotary Club of Metro NYC（RCMNY）の例会に
参加し，大学院の様子や勉強していた国連 PKO についてプレゼンテーションを
する機会をいただきました。参加者の方々も国際問題への関心が高く，実際に国
連で働いている方も出席していました。RCMNY は，中米ハイチで水力発電所の建設プロジェクトにも参
加しています。その日は RCMNY と協力して別の取り組みをしているインドのコルカタのクラブからも二
名が出席していて，世界の開発課題や紛争についてみんなで議論でき，有意義な夜になりました。また，

RCMNY は女性や若い世代の会員の出席者の割合が高いことも興味深いことでした。
留学を通して，世界の出来事と自分との感覚的な距離が近くなったと感じます。「人類に奉仕するロータ
リー」という今年度のテーマにもあるように，今後は仕事を通して，また一人の地球市民として，自分が
できることを追求していこうと思います。

砂山有生パスト会長 例会出席
病気療養中の砂山有生 パスト会長が例会にご出席されました。
一日も早いご快癒をお祈りしております。

