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第2344例会

８月31日のプログラム
「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
▲

▲

本日のプログラム
「サンノゼ報告」
浮田實 国際奉仕委員長

No.2192

例会報告（8/17）
出席報告
会員数 98名（内出席免除者15名）
出席者 79名（内出席免除者出席11名）
出席率 84.04％（前々回訂正後出席率91.58％）
ビジター ８名

お 食 事
（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

会長挨拶・報告
皆様こんにちは。８月10日が休会だったこともあり，随分久しぶりの感じがします。
私は，８月５日より藤岡副会長ご夫妻，浮田国際奉仕委員長，辻国際奉仕副委員長，和氣会員増強委員
長，三垣親睦活動委員長，諸國ロータリー財団委員長，小橋青少年奉仕委員長，冨岡幹事と共に岡山ジュ
ニアオーケストラとサンノゼユースシンフォニーとの合同演奏会に帯同し，現地での交流会のお手伝いと
支援をして参りました。８月10日には，サンノゼ東ロータリークラブにメークアップに訪れ，海外クラブ
初のメークアップを体験し，辻国際奉仕副委員長に通訳をしてもらいながら，挨拶もして参りました。次
週浮田国際奉仕委員長より，ご報告がありますが，サンノゼはとても気候が良く，過ごし易い所でした。
にもかかわらず，帰国してお盆も過ぎましたが，私はまだ時差ボケのような感じです。１日も早く復帰で
きるように頑張ります。
次週の報告を楽しみにしてください。
幹事報告
１．８月５日（土）から８月12日（土）迄，米国サンノゼ市に赴き，岡山市ジュニアオーケストラとサンノ
ゼ・ユース・シンフォニーとの合同演奏会の交流支援，並びに San Jose East/Evergreen Rotary
Club（サンノゼ東 RC）への例会訪問を行いました。なお，藤井一也 会長，藤岡千秋 副会長 ご夫妻，
浮田實 国際奉仕委員長，辻和英 同副委員長，和氣伸吉 会員増強委員長，三垣日出人 親睦活動委員
長，諸国眞太郎 ロータリー財団委員長，小橋雅治 青少年奉仕委員長，幹事 冨岡の総勢10名にて参
加いたしました。次週24日（木）例会時の卓話に於いて，浮田委員長より詳細な報告予定です。
２．８月６日（日）倉敷アイビースクエアに於いて，「クラブ雑誌・広報委員長会議」が開催されました。

当クラブより堀善直 広報委員長が出席いたしました。
３．本日18時30分より，新会員歓迎会をアークホテル岡山に於いて開催いたします。ご出席の程，よろ
しくお願いいたします。
４．本日，寺坂幸治 新会員の住所等記載の短冊をポスティングしております。会員名簿にお貼りくださ
い。
５．他クラブ週報を回覧いたします。
「幹の会」例会訪問
藤井一也会長と同じ年度に，幹事をされた「幹の会」の７名（岡山
RC 田中信行 様，岡山南 RC 小川健 様，岡山北 RC 青木俊也 様，岡
山西南 RC 楠本俊憲 様，岡山中央 RC 浦田永二 様，岡山丸の内 RC
半田雄三 様，岡山北西 RC 小松忠男 様）の皆様が，会長就任の御祝
にお越しいただき，同会を代表して岡山南ロータリークラブ会長 小
川健 様よりご挨拶をいただきました。
委員会報告
●親睦活動委員会 末藤達也 副委員長
本日18時30分より，アークホテル岡山にて新会員歓迎会を行います。
ゴルフ同好会より，第２回例会のご案内をポスティングさせていただいています。また第３回の例会は
地区大会のチャリティーゴルフ大会と同時に開催させていただきます。できるだけ多くのご参加をよろし
くお願いします。
●創立50周年記念事業準備委員会 諸國眞太郎 総務委員長
本日例会終了後，４階鷲羽の間にて創立50周年記念事業準備委員会の第１回の委員会を行います。関係
する委員長方はお集まりください。
●広報委員会 堀 善直 委員長
「ロータリーの友」８月号 主要記事のご案内
（横組み）
「会員増強・新クラブ結成 これまでの殻を破る」（８ページ～）
ロータリー地域社会共同隊の活動記事（15ページ～）
アトランタ国際大会におけるロータリー財団100周年の記事・2017－18年度国際ロータリー理事会メ
ンバー紹介，国内における国際ロータリー及びロータリー財団委員の紹介記事等（24ページ～）なお，
34ページには鳥居パストガバナーの名前も掲載されています。
（縦組み）
「地域は本当に元気になれるのか？」（４ページ～）
クラブを訪ねて「高崎ロータリークラブ」（９ページ～）
友愛の広場「グローバリズムとロータリー」（13ページ）
トロフィーの贈呈 「第一回 投壺・投扇興競技 後楽園大会」共催
「投壺と投扇興を楽しむ会」会長 田中克郎様の訪問をいただき，藤井会長よりトロフィーとカップの贈呈
が行われました。また田中会長様よりお礼のご挨拶をいただきました。

トロフィー・カップ贈呈

田中克郎会長よりお礼のご挨拶

第一回 投壺・投扇興競技 後楽園大会
日時：平成29年８月24日（木）
後楽園 亀聖戦（投壺競技）
午後４時30分～６時
後楽園 鶴翔戦（投扇興競技）
午後６時30分～８時
場所：岡山後楽園 鶴鳴館

SAA
●スマイル●
藤井
８月５日～８月12日までサンノゼへ行かれた総勢10名の皆様，ご苦労様でした。サンノ
ゼ東 RC メイキャップ，貴重な経験ができ有意義な旅行でした。本日は同期幹事の皆様
お盆明けの忙しい時に訪問いただきありがとうございます。
幹の会（藤井会長と同期の幹事の会）
藤井会長ご就任おめでとうございます。１年間のご活躍を
お祈りします。
更井
①寺坂さんの入会を歓迎。 ②藤井会長の同期幹事の皆様よくいらっしゃいました。
西下
藤井会長同期の幹事会の皆様，賑やかにありがとうございます。
石井
藤井会長と同期幹事の皆様ようこそお越しいただきました。
藤岡
８月５日より藤井会長，冨岡幹事に随行し，岡山市・サンノゼ姉妹縁組60周年行事で，
現地ジュニアオーケストラとの合同演奏に参加しました。浮田国際奉仕委員長，辻副委
員長，小橋青少年委員長，三垣親睦活動委員長そして和氣委員長，諸國委員長には大変
お世話様になりました。特に，浮田委員長のこの度の用意周到にプログラムまた企画さ
れており，参加し非常に感動しました。最後に日米ジュニア合同による演奏に，言葉も
通じない子どもたちが楽譜での疎通をされ，日本の“ふるさと”の合奏には感動し最後ま
で涙が止まりませんでした。本当に意義のあるこの度の体験に感謝しております。
冨岡
①投壺と投扇興を楽しむ会 会長 田中克郎様，ようこそお越しいただきました。 ②藤井
会長と同じ年度に幹事をされた「幹の会」の皆様方，ようこそお越しいただきました。
③藤井一也会長他総勢10名にて，８月５日（土）から８月12日（土）迄，米国サンノゼ市に
赴き，岡山市ジュニアオーケストラ交流支援等を行いました。藤岡千秋 副会長ご夫妻，
浮田實 国際奉仕委員長，また辻和英 同副委員長他，関係者皆様には大変お世話になりま
した。そして多数の会員方々が，子ども達の見送りの為，朝の忙しい時間にもかかわら
ず岡山空港まで来ていただき本当にありがとうございました。
内山（淳） 岡山南 RC 小川会長様，岡山丸の内 RC 半田会長エレクト様，ようこそ岡山東 RC へお越
し下さいました。
和氣
サンノゼの事業については，色々と浮田国際奉仕委員長には大変お世話になりました。
数時間の滞在でしたが，色々と見聞を広げることができました。藤井会長にもお世話に
なります。又，本日，卓話をさせていただきます。
三垣
①先日のサンノゼ訪問，ジュニアオーケストラの同行と，サンノゼ東ロータリーへの
メーキャップ同行の皆様，大変お世話になりました。 ②藤井会長の幹事の同期の時の皆
様ようこそ。
大塚
西南 RC 黒岩さん，ようこそ岡山東 RC へ。
大西
サンノゼの国際奉仕事業に参加されました，藤井会長以下皆様ご苦労様でした。特に段
取りをされた浮田委員長お疲れ様でした。
浮田
皆様方の御支援によりまして，総勢10人のサンノゼ訪問は無事成功裏に帰ってきました。
来週の例会で報告させていただきます。少しシリコンバレーボケしているかもしれませ
んが…。
諸國
サンノゼ東 RC メイクアップでは，藤井会長，藤岡副会長，浮田国際奉仕委員長，辻副
委員長，冨岡幹事をはじめ皆様と一緒に大変貴重な経験をすることができました。
小橋
藤井会長，浮田委員長他多くの皆様サンノゼの事業は大変お世話になりました。現地で
「レッドバナナ」という調理用のバナナを生で食べました。渋くて舌がしびれる貴重な体
験をしました。皆様レッドバナナを生で食べるのはやめた方が良いですよ。
森元
小川さん，青木さんはじめ藤井会長と同期幹事の皆様ようこそ。
武
藤井会長と同期幹事の皆さんようこそ。
木村
今月の誕生のお祝いありがとうございました。年と共に暑さが気になりだしました。
横手
①内山隆義様，世良様，先日はお世話になりました。 ②岡山南 RC 小川会長，ようこそ
岡山東 RC へ !! ③藤岡様ありがとうございました。
土井
小川さん岡山東 RC へようこそ。
弘中
①先日は I.D.M. にてご利用いただきありがとうございました。 ②舟橋先生，ありがとう
ございました。 ③髙山さん，ありがとうございました。
岡﨑
髙藤さん，色々とありがとうございました。おかげさまで，一つ楽しみが増えました。
辻
藤井会長，藤岡副会長，浮田国際奉仕委員長をはじめとして，皆様サンノゼでは大変お
世話になりました。また暑い中お見送りに来ていただいたり，ご支援いただきました皆
様に感謝いたします。感動的な国際奉仕活動に参加できて感無量です。ありがとうござ
いました。
福原
①先日はお誕生日のお祝いありがとうございました。 ②仕事の都合で急遽ぼんのうの会
参加できなくなりすみませんでした。
松平
①本日のイニシエーションスピーチよろしくお願いします。 ②８月５日 岡山花火大会，
内山さん，世良さん，大変お世話になりました。 ③高校野球親子母校対決は息子の高校
が勝ち，明日甲子園で戦います。
貝原
藤井会長同期幹事のみなさま，ようこそお越しいただきありがとうございます。お盆は
ゆっくり２日酔いさせていただきました。

26件 136,000円

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

会員増強委員長として大変プレッシャーを感じております。
池上ガバナーは最重点目標として会員増強を強く掲げられております。この点，
皆様のご協力をお願いします。
まず，会員増強委員長としての運営方針ですが，藤井会長は「楽しもうロータ
リー，深めよう友情の輪」と掲げられております。まず，自分自身がクラブを楽
しんで，親睦を深めることで，いろいろな方に自分のクラブを紹介できて，薦め
られる，それが会員増強につながるのではないかと考えています。また退会防止
についても友達が悩んでいたりしても，声をかけることで退会防止にはげんでい
きたいと考えています。
今年度，池上ガバナーは新会員に対してバナーを贈呈されます。これは新会員が入会の際，強く印象を
残すことで，退会防止につなげる意図があります。それと一般の方へのロータリーの認知度を上げるため
に，公共イメージ向上のためのポスターを制作しています。これは，公共イメージを上げることで，一般
の方がいつかロータリーに自分自身が入って社会貢献していきたいと考えてもらうためのものです。
当クラブの目標ですが，６月末時点で95名，７月に２名，８月に１名入られて，今現在98名となってい
ます。来年，岡山東 RC は50周年という節目の年となります。100名の維持という点を藤井会長からも強く
言われています。次年度には100名に達してバトンタッチをしたいと考えています。確かに人数も大切です
が，やはり人柄が一番だと思います。いい方が入会していただくと，場が和みますし，クラブの参加も増
えてくるのではないかと言えます。
来週クラブフォーラムがありますが，（1）自クラブのことをよく知って
もらう，（2）例会やクラブ行事の参加が楽しくなる方法，（3）薦めたくな
るクラブ，という項目を考えれば，会員増強につながるのではないかと思
います。また５月21日に開催されました，次期地区会員増強セミナーで，
現在，国際ロータリー2840地区の田中久夫ガバナー（高崎 RC）が当時会長
だった時に，64名だった会員を１年で51名を増強されたお話をされまし
た。この取り組みについても，私が勉強したことを皆さんにお伝えして共
有したいと思っております。
会員増強委員会のメンバーだけでは人脈は限られます。会員のみなさん
ひとりひとりが意識をもっていただいて，いい方がいたら岡山東 RC の魅
力を伝えていただければ，必然的に会員が増強するものだと考えていま
す。皆様，この一年間の会員増強のご協力，よろしくお願いいたします。

8月17日のプログラム

「イニシエーションスピーチ」

松平歩 会員

私は昭和42年９月生まれですので，来月で丁度50歳になります。
東京都立川市で生まれ小学４年生までは，東京都昭島市の都営団地に住んでい
ました。
小学校４年生の時に母方の祖父母が住む国立で同居することになり引っ越しま
した。
現在も私の家族は同じ場所に住んでおり，転勤等で各地を転々としましたが地
元である国立が私の故郷となります。
高校卒業後は学校推薦にて運よく東京理科大に進学出来ましたが，大学時代は
とにかく実験ばかりで毎週50枚以上のレポート提出があり，私は先輩のレポートを写すだけなのですが２
晩徹夜するなど大変な作業でした
バブル景気の終わりである1991年に山一證券に入社しました。１ヶ月間の新人研修を受けた後に八王子

支店に配属になりましたが，いざ証券マンとして支店配属になり現場に出ましたが，研修とは全く違い毎
日が戦場でした。
今でも忘れもしない当時の支店長は山一證券でも三大閻魔と呼ばれるほど熱い支店長でした。あまりに
厳しくて今だから言えますが入社して直ぐにもう辞めようと考えましたが，結局辞表を出す勇気がありま
せんでした。
１年後に支店長が転勤となりましたが，今の私があるのもこの時に辞めずに社会人としての教育をきち
んとして頂き，社会人としての基礎を築く事が出来たのも支店長のお陰だと感謝しています。
八王子支店に６年在籍して，1997年４月に倉敷支店へ転勤となりました。
妻が同年８月に妊娠した直後の９月の人事異動で支店営業から半年間営業の現場を離れ専門知識習得の
ために学校に行く辞令を受け，実家から江東区木場にある研修センターに毎日通い大学時代でもしたこと
のないくらい勉強漬けの毎日でした。
ところが世間では山一證券に対する経営不安説がありましたが，まさか４大証券の一角を担う山一が潰
れるなんてありえないとの思いもあり，あまり気にも留めていませんでした。社内でも役員が支店を回り
「絶対に潰れることなんてありえませんから」と言っていた話を聞いていましたし予想だにしていませんで
した。
ところが私の人生に取っての一番の悪夢となる11月23日（土）の明け方の午前４時に自宅の電話が鳴り，
寝ぼけ眼で電話口に出ると当時の課長から「直ぐ NHK 付けろ！

うちの会社あかんで！」と叫ばれ急いで

テレビをつけました。すると山一證券自主廃業と大きくテレビ画面に映し出されており，一瞬で目が覚め
ました。その時が私の人生における最大の悪夢でした。
その時にも数々の人間ドラマがあり，部下の心配をしてくれる上司や自分の事ばかりしか考えない上司
など人間の本性を垣間見ました。やはり人間の本性というものは本当に苦境や追い込まれた時に出るもの
だと思いました。本当に貴重な体験となりました。
４ヶ月の清算業務を終えて倉敷支店は岡山支店より１ヶ月早い翌年２月に閉鎖となりました。最後の日
に店頭のシャッターが閉まる瞬間は二度と開くことのないないシャッターを見つめながら社会人になり初
めて男泣きしました。
その後に倉敷支店の跡地にいちよし証券の進出が決まり，山一の顧客基盤のあるためいちよしへ入社し
て倉敷支店で３年過ごしました。
倉敷から浦安支店で２年，千葉支店で課長になり組合の執行部に従事しました。
それから44歳の時に奈良で支店長となり，今年の３月に第二の故郷である岡山支店の支店長として戻る
事が出来ました。
是までの私の人生では，順風満帆ではなく挫折と波乱万丈といった人生でしたが多くのお客様や仲間に
助けられ時には励まされたお陰で今の私があると思って感謝しています。

第１回岡山東 RC 創立 50 周年記念事業準備委員会（8/17）
８月17日（木）例会終了後，同ホテル４階鷲羽の間
にて2019年（平成31年）２月17日（日）開催される岡山
東 RC 創立50周年記念式典，及び50周年記念事業に向
けての第１回準備委員会（実行委員会）が開催されまし
た。
出席者は，更井正人 準備委員長，糸島達也 副準備
委員長，石井英行 幹事，諸國眞太郎 総務委員長，髙
山眞司 式典委員長，武和志 祝宴委員長，森元幹雄 接
遇委員長，西下裕平 記念事業委員長，若林宣夫 記念
誌編集委員長，北村正発 同好会委員長。
石井幹事より，先に決定したロゴ・テーマの説明と，各委員会の役割分担，記念式典・祝宴等（記念事業
を除く）の予算案の説明があり，今後の取り組みについて種々協議されました。
次回は，９月７日（木）18時30分より岡山プラザホテル４階鷲羽の間にて開催。

［文章提供：若林宣夫 会員・写真提供：冨岡正機 幹事］

新会員歓迎会（8/17）
８月17日（木）18時30分より，アークホテル岡山にて，本年度第１回の新会員歓迎会が，新会員６名を含
む68名が出席して，賑々しく開催されました。
藤井会長より「楽しもうロータリー，深めよう友情の輪」のもと親睦をしっかりと深めてもらいたいと
の挨拶がありました。新会員の自己紹介のあと，齊藤直前会長の乾杯があり，新会員自慢の唄の披露など
あって，和やかで楽しい歓迎会となりました。

藤井会長

挨拶

齊藤直前会長

乾杯

藤坂浩匡 会員
平成29年６月１日入会
昭和42年５月８日生まれ
有限会社藤坂建築デザイン工房 代表取締役
推薦者：藤井一也 会長，
冨岡正機 幹事

岩田冨士夫 会員
平成29年６月１日入会
昭和24年12月21日生まれ
株式会社インパムシール 代表取締役社長
推薦者：眞殿重喜 会員，
村松太 広報副委員長

土岩剛志 会員
平成29年６月１日入会
昭和48年11月８日生まれ
株式会社ミスターサービス 代表取締役
推薦者：諸國眞太郎 ロータリー財団委員長，
池田博昭 職業奉仕副委員長

平井真也 会員
平成29年７月６日入会
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
推薦者：藤井一也 会長，
和氣伸吉 会員増強委員長

宗森秀成 会員
平成29年７月６日入会
昭和44年10月27日生まれ
有限会社宗森工業 代表取締役
推薦者：児島道浩 会員，
高橋憲志 会員

寺坂幸治 会員
平成29年８月３日入会
昭和32年10月25日生まれ
株式会社中国銀行 常務取締役
推薦者：坪井俊郎 パスト会長，
藤井一也 会長

熱唱する新会員の皆さん

第１回ゴルフ同好会煩悩部会特別例会（8/20）
８月20日（日）に真庭カントリークラブにて，岡山東ロータリークラブゴルフ同好会煩悩部会特別例会が
開催されました。煩悩部会はゴルフ経験の初心者が，諸先輩方にゴルフマナーや技術を教わる修練の場と
して開催されています。
まだまだ残暑厳しい中でしたが，参加者全員が元気に楽しく親睦交流でき良い一日になりました。
成績結果は，優勝・佐々木篤 会員，２位・斉藤良仁 会員・３位・三垣日出人 会員，ベスグロ賞は，三
垣日出人 会員，やはり熟練者が入賞されました。
この度，初ラウンドで冨岡正機 幹事も参加され，ゴルフ人生の第一歩を踏み出されました事をご報告申
し上げると共に，ゴルフ経験の浅い方も，今後のご参加をお願い申し上げ，報告とさせていただきます。

［文章提供：末藤達也 親睦活動副委員長・写真提供：三垣日出人 親睦活動委員長］
（第１回ゴルフ同好会煩悩部会特別例会）
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国際奉仕事業：サンノゼ訪問報告（8/5−8/12）

〜岡山市ジュニアオーケストラ交流支援等事業〜

藤井会長挨拶
岡山市とサンノゼ市との姉妹締結60周年の記念事業とし
てサンノゼユースシンフォニー＆岡山市ジュニアオーケス
トラ ジョイントコンサート開催誠におめでとうございま
す。私は，７月より 岡山東ロータリークラブの会長とし
て，その場に立ち会える事に感謝しています。
ロータリークラブには，国際奉仕活動という１つの大き
な役割もあり，今年度の国際奉仕事業を何にするか 色々
と検討しておりました所に，サンノゼ市との60周年の話を
耳にし，その中で私達の奉仕活動にぴったりの交流事業を
藤井会長 挨拶
見つけました。音楽を通して若い世代の交流を行なうとい
う内容のジョイントコンサートであります。早速，国際奉仕委員長である浮田委員長に先頭
に立っていただき会議に参加をし，色々な提案もさせていただき，両国の記念ポロシャツの
援助，現地での学生同志の交流会の開催協力，又，合同演奏会の参加者招待等，関わってま
いりました。
岡山からも岡山東ロータリーメンバー，数人，参加をしていただき，共に国際奉仕活動を
体験したいと思っています。
又，現地でのジョイントコンサートに，現地の奉仕団体と協力して，恵まれない人々に音
楽をプレゼントし，音楽を通して奉仕活動を行っていきたいと考えています。これを機会に，
益々，両市の交流が音楽に限らず深まっていく事を祈念して楽しみに参加いたします。

藤井一也会長他総勢10名は，８月５日（土）から８月12日（土）
迄，米国サンノゼ市に赴き，岡山市ジュニアオーケストラとサ
ンノゼ・ユース・シンフォニーとの合同演奏会の交流支援，並
びに San Jose East/Evergreen Rotary Club（サンノゼ東 RC）へ
例会訪問を行いました。サンノゼ市は，シリコンバレーの中心
都市で，インテル，アップル，グーグルといったアメリカを代
表する IT 企業が集結した都市です。本年度は，岡山市とサンノ
ゼ市の姉妹都市締結60周年にあたります。
８月６日（日）（以後，現地時間）には，60周年記念事業とし
浮田實 国際奉仕委員長
て，岡山東 RC の支援のもと，岡山市ジュニアオーケストラとサ
ンノゼ・ユース・シンフォニーの合同演奏会が開催されました。最終演目として，「星条旗よ 永遠な
れ」，「ふるさと」を，日米総勢約150人で行いました。演奏を通じ，楽団員の子ども達の心はひとつ
になり，人々に感動を与え，涙ぐむ観客とともに，音楽を通しての温かい交流になりました。また，
演奏会前の合同リハーサル中には，藤井会長より，お互いの交流の記念となるよう合同演奏会をモ
チーフにしたデザインのポロシャツの贈呈を行いました。

演奏会終了後，サンノゼ・ユース・オーケストラのご父兄のおもてなしで，在サンフランシスコ日
本国総領事館副領事 比護哲史 様のご参加もいただき，親しくホームパーティーを開催。藤井会長よ
り，日本文化をデザインした土産用ロータリーバッチの贈呈を行いました。子どもたちは，再度，音
楽を一緒に奏でることで，すぐに仲良くなり，未来を担う青少年による国際交流・親睦・育成と３つ
の目的を果たせた支援事業になったと考えます。
８月７日（月）には，サンノゼ市内にある Los Gatos Union Highschool（ロス・ガトス・ユニオン高
校）との生徒たちの交流支援を開催。高校のボランティアの先生と学生の歓迎を受けました。そこで
も，藤井会長より，お土産用ロータリーバッチの贈呈を行いました。
８月10日（木）には，San Jose East/Evergreen Rotary Club へ例会訪問。藤井会長のバナーの交
換と日本のロータリーのピンバッチの贈呈。サンノゼ東 RC の Charlie Wasser 会長からは，ロータ
リーマークのキャップ（帽子）のプレゼントがありました。例会中の卓話は，NVIDIA Corporation の
技術者より，シリコンバレーならではの IT 技術が，移民・貧困・アメリカの医療制度の問題点を解
決する鍵になるといった趣旨のものでした。サンノゼ東 RC と岡山東 RC のロータリーの仲間ならで
はの和やかな雰囲気のもと国際交流が行われ，サンノゼ訪問における奉仕活動は，大成功に終わりま
した。ロータリーのメンバーのみならず，関係者各位の多くの方々に感謝申し上げます。ありがとう
ございました。
【参加者 : 藤井一也 会長，藤岡千秋 副会長ご夫妻，冨岡正機 幹事，和氣伸吉 会員増強委員長，三垣
日出人 親睦活動委員長，諸國眞太郎 ロータリー財団委員長，小橋雅治 青少年奉仕委員長，浮田實
国際奉仕委員長，辻和英 同副委員長】
［文章・写真提供：辻和英 国際奉仕副委員長］

岡山市ジュニアオーケストラ交流支援等事業

オーケストラの子どもたちへ，
ポロシャツの贈呈式

ロス・ガトス・ユニオン高校訪問
お土産用Rバッチの贈呈

ロス・ガトス・ユニオン高校に於いて，ジュニアオーケストラとの集合写真

サンノゼ東RCへ例会訪問

サンノゼ東RCの例会風景

Charlie Wasser会長，藤井一也会長とのバナー交換

サンノゼ東RCのCharlie Wasser会長より
Rキャップのプレゼント

サンノゼ東RC例会会場テラスにて集合写真

