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▲

本日のプログラム
　「近代日本 FRB ロスチャイルド」
　EU Japan Consulting & Associates 特別顧問
　松岡天平 様

▲

９月７日のプログラム
　「お祝い行事」
　「指名委員会・会員選挙について」
　「イニシエーション・スピーチ」
　土岩剛志 会員

例会報告（8/24）

出席報告
　会員数　98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89.69％）
　ビジター　３名

会長挨拶・報告
　昨日，出席委員会の事業でありますメークアップツアーで，本日お越しの大塚会長の岡山ロータリーク
ラブに19名で参加してまいりました。
　入会３年未満の会員にとって他クラブの例会は，色々な面で新鮮さを感じられたと思います。出張等で
他クラブへの参加の機会があれば，是非，参加してみてください。
　本日は，浮田国際奉仕委員長によりますサンノゼの報告がございます。サンノゼ東ロータリークラブの
訪問の様子もありますので，楽しみにお聞きください。

幹事報告
１．池上正 地区ガバナーより，公共イメージ向上並びに会員増強の為，ロータリー活動を紹介する「オ

リジナルポスター」が届いております。各テーブルに配布しておりますので，会員皆様には１枚ず
つお持ち帰りいただき，事業所に掲示，今後のロータリー活動にお役立ていただきますようお願い
いたします。

２．８月21日（月）県南17RC 幹事会が開催されました。その折，他クラブの連絡事項として，岡山北西 RC
が，９月18日（月・祝） ホテルグランヴィア岡山に於いて，地方創生プロジェクトの開催のお知らせ。
これは地区補助金を使った事業とのことです。また，岡山西南 RC は２点あり。８月26日（土）ルネス
ホールに於いて，財団学友である伊藤宏恵＆征木和敬ジョイントリサイタルの開催のお知らせ。そし
て，９月３日（日）イオンモール岡山に於いて，「クワイ河に虹をかけた男」上映会並びに監督トーク
ショーの開催のお知らせがありました。これら詳細につき，チラシを他クラブ週報等とともに回覧い
たします。また各テーブルにも一部ですが置いております。ご覧いただければと思います。

お 食 事
（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



３．本日18時30分より，岡山プラザホテルに於いて，第１回クラブフォーラムを開催いたします。皆様，
ご出席の程，よろしくお願いいたします。

４．米山梅吉記念館より広報誌である「館報」，松江東 RC より「創立30周年記念誌」，そして他クラブの
週報を回覧いたします。

ロータリー財団表彰
　国際ロータリー日本事務局より，個人寄付の認証として，ベネファクターの認証状と記章，ならびにマル
チプル・ポール・ハリス・フェローの認証ピンが届いており，藤井会長，藤岡副会長より授与されました。

岡山ロータリークラブより例会訪問
　岡山ロータリークラブより会長 大塚祥文様，幹
事 中島範久様にお越しいただき，大塚会長様より
ご挨拶をいただきました。

地区大会の全員登録のお礼
　倉敷南ロータリークラブより2017−18年度 地区
大会実行委員長 桐野宏司様にお越しいただき，桐
野様より岡山東 RC の地区大会全員登録に関して
のお礼のご挨拶がありました。

●�ベネファクター
　（認証状と記章）

藤井一也�会長

●�第５回マルチプル・
ポ ー ル ・ ハ リ ス ・
フェロー（認証ピン）

世良仁�会員

●�第３回マルチプル・
ポ ー ル ・ ハ リ ス ・
フェロー（認証ピン）

日名一誠�会員

●�第２回マルチプル・
ポ ー ル ・ ハ リ ス ・
フェロー（認証ピン）

藤井一也�会長

●�第２回マルチプル・
ポ ー ル ・ ハ リ ス ・
フェロー（認証ピン）

藤岡千秋�副会長

●�第２回マルチプル・
ポ ー ル ・ ハ リ ス ・
フェロー（認証ピン）

貝原明宏�S.A.A.

●�第２回マルチプル・
ポ ー ル ・ ハ リ ス ・
フェロー（認証ピン）

内山淳�副幹事

●�第２回マルチプル・
ポ ー ル ・ ハ リ ス ・
フェロー（認証ピン）

諸國眞太郎
ロータリー財団委員長

●�第２回マルチプル・
ポ ー ル ・ ハ リ ス ・
フェロー（認証ピン）

黒住陽一�会員

●�第１回マルチプル・
ポ ー ル ・ ハ リ ス ・
フェロー（認証ピン）

冨岡正機�幹事



●スマイル●
藤井 岡山 RC 大塚会長，中島幹事ようこそ！　昨日はありがとうございました。今日はサン

ノゼの報告よろしくお願いします。浮田委員長ありがとうございます。
大塚会長・中島幹事（岡山 RC）　　東ロータリーさんには日頃からお世話になっています。
米田 親クラブの岡山 RC より大塚会長，中島幹事，倉敷南 RC 桐野様にご出席いただきありが

とうございます。親クラブに負けないよう頑張ります。
更井 岡山 RC 大塚会長のご来会を歓迎。
西下 岡山 RC 会長 大塚祥文氏を歓迎して。同期の幹事を務めました。
石井 岡山 RC の大塚会長，中島幹事，倉敷南 RC 桐野様，ようこそお越しいただきました。ゴ

ルフ同好会特別例会煩悩の会に多数出席いただきありがとうございました。又，藤井会
長にはお気遣いいただきありがとうございました。

藤岡 ８月19日・20日煩悩部会前夜祭とゴルフに参加し楽しい一時を過ごさせていただき，ゴ
ルフ７位となり5,000いただきました。スマイルします。

冨岡 ①岡山 RC 会長 大塚祥文様，幹事 中島範久様，岡山東 RC へようこそお越しいただきま
した。　②日曜日，三垣日出人プロ，斉藤良仁さん，大変お世話になりました。ありがと
うございました。皆様のご迷惑にならないように，練習に励みます。

内山（淳） ①岡山 RC 大塚会長，中島幹事，昨日のメークアップ訪問の際，大変お世話になりまし
た。また本日は，岡山東 RC にようこそお越しいただきました。　②サンノゼ訪問団に参
加できなかった分，浮田国際奉仕委員長の報告をしっかり聞かせていただきます。

浮田 本日サンノゼ報告の卓話をさせていただきます。アメリカの例会に倣って Happy Five 10
人分のスマイルをさせていただきます。（卓話の中で説明させていただきます。）

仁科 昨日，岡山 RC へフレッシュ会員を中心に藤井会長などと19名メークアップツアーに
行ってきました。ご協力ありがとうございます。出席委員長より。

武 ①岡山 RC 大塚会長様，中島幹事様，ようこそ。　②写友「輪影」は会員数がなんと43名
の大所帯となりました。そこで一昨日，幹事会を開催しました。佐藤会計幹事様，松本
運営幹事様にお世話になります。

池田 糸島パスト会長，７月19日に岡山大学・広島大学の研修会に湯原温泉をご利用いただき
誠にありがとうございました。

菅野 毎日暑い日が続いています。皆さん体調に気をつけて下さい。歳を取るとこの暑さに耐
えられません。土日で涼しい〜〜涼しい所に行ってきます。

斉藤（良） 煩悩の会で準優勝しました。ダブルペリアのハンディに恵まれました。大塚会長ようこ
そ岡山東 RC へ。

勘藤 ８月は多忙を極め体調を崩し，先週末突然激しい目まいに襲われ救急車を呼び済生会病
院へ搬送されました。検査結果はどこも悪くなく，末梢性目まい症ということで，一晩
入院点滴を受けて退院しました。救急の隊員そして病院の医者・看護師の皆さんの丁寧
で親切な言葉掛けには大変驚き癒されました。ありがとうございました。合掌
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委員会報告
●社会奉仕委員会　渡邊修司 委員長
　本日，16時30分より後楽園の鶴鳴館にて，岡山東 RC が協賛します，投壺・投扇興競技後楽園大会が行わ
れます。18時30分よりクラブフォーラムがありますので，お時間が許される方はその前に見学に行かれて
は如何でしょうか？　よろしくお願いいたします。

●麻雀同好会「東風の会」　佐藤英明 会員
　麻雀同好会「東風の会」が８月26日（土）13時より，ロイヤルマージャンクラブにて，藤井年度第１回目
の例会を開催いたしますので，参加予定者の方は，ご参加よろしくお願いします。現在，16名で４卓の状
態ですので，参加予定者の方は，万障お繰り合わせのうえ，ご出席いただけると幸いです。

●探鳥同好会「バーディングクラブ」　山田泰照 会長
　探鳥同好会が８月27日（日）18時より「ツバメのねぐら入りを観る会」を行います。夏の夕刻の空をバッ
クに数万羽のツバメが乱舞します。これは皆様方の人生で見たことのない光景だと思います。ぜひご参加
をよろしくお願いします。



「サンノゼ報告」 浮田實�国際奉仕委員長

８月24日のプログラム

　岡山市とサンノゼ市の友好都市締結60周年事業として，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をサンノゼ市において行う
企画を受け，国際奉仕委員会として，国際平和の構築と紛争予防という，大きな
柱に相当すると考え，青少年奉仕委員会とともに企画して共催することとなった。
　８月６日（日）の演奏会は大盛況で，当日の最後に150人による「星条旗よ永遠
なれ」に続いて演奏された「ふるさと」は総立ちの拍手喝采で，涙を流す人も多
かった。本日の例会では，その動画と音を流して，納得していただいた。アン
ケート調査でも，日本からの青少年の演奏に，平和を感じたとする人が，３分の
１近くを占めて，国際理解と平和の思いを共有することに貢献したと感じた。
　交流会では，同行した三垣親睦活動委員長の音頭で，誕生月の子ども達にお祝いソングを歌って親交を
暖めた。また，協賛いただいた山田淳 在サンフランシスコ総領事並びに，千田一貴 岡山大学シリコンバ
レーオフィス所長に，持参した記念品を贈呈した。
　さらに，この機会にサンノゼ東ロータリークラブのメークアップ参加を行なった（出席委員会と共同事
業）。会員数35人の比較的こじんまりとしたクラブであったが，地元サンノゼ市における地域格差と，若
者のホームレス化を防ぐ大きな取り組みを推進しており，熱気の伝わる例会であった。私たちが，スマイ
ルと言っているものは Happy Five と呼んでおり，５ドルと定額で，５分間以内のスピーチをするという
仕組みであった。このクラブ独自のものかどうかを聞きそこなったが，何人かが，その席で立ち上がって
は short speech をしていた。和やかにバナー交換，藤井会長スピーチ，お土産品の交換（一人ずつにロータ
リーキャップをいただいた），Happy Five の用意して行った５分間スピーチを行った。言葉は必ずしもス
ムーズには行かなかったが，気持ちは十分通じたと感じた。
　当初の目的をあますところなく果たしたサンノゼ訪問であった。

世良 内山隆義さん，いつもありがとうございます。
岡本 結婚記念日のお祝いのメロンありがとうございました。
近藤（聡） 何もないけど貝原 S.A.A. に悪いからスマイルします！！
日名 石井さん，先日は煩悩の会ありがとうございました。とても楽しい会でした。
渡辺（学） 藤岡副会長，先日はお世話になりありがとうございます。日々の健康に感謝です。
松本・佐藤　　武会員より，写真同好会「輪影」について学ばせていただきました。ごちそうさま

でした。
弘中 先日は，新会員歓迎会を開催いただき，ありがとうございました。
横田 昨日の岡山 RC メークアップ体験はお世話になりました。
影山 ①仁科出席委員長，昨日のメークアップツアーではお世話になりました。貴重な体験が

できました。藤井会長をはじめ，参加された方，お疲れ様でした。　②本日，急用のため
早退します。申し訳ございません。スマイルします。

冨谷 昨日は岡山 RC へのメークアップツアーに参加させていただきました。貴重な体験をあ
りがとうございました。

中井 ①本日所用のため早退いたします。　②10年使った道着がボロボロになったので新調しま
した。気分一新です。

土岩 新会員歓迎会を開催していただいてありがとうございます。カラオケも終わってホッと
しています。

藤坂 先日は新会員歓迎会を開催していただきありがとうございました。機械トラブルとは言
え，２曲も歌わせていただきました。次は ROCK でいかせていただきます。

宗森 先日の新会員歓迎会ではありがとうございました。頑張ってまいりますのでよろしくお
願いいたします。

平井 ８月の誕生日のお祝いをいただき，又，先日の新会員歓迎会とありがとうございました。
今後共頑張って参りますのでよろしくお願いいたします。

貝原 岡山ロータリークラブ会長 大塚様，幹事 中島様ようこそお越し下さいました。また昨日
はメークアップで大変お世話になりました。

 32件　164,000円



メークアップツアー（岡山RC訪問）（8/23）
　８月23日（水）12時30分よりホテルグランヴィア岡山にて，フレッシュ会員を中心にメークアップツアー
として藤井一也 会長，仁科恭一郎 出席委員長他，総勢19名で岡山ロータリークラブを訪問しました。他ク
ラブを訪問することで，当クラブとの違いが発見できて大変，有意義なメークアップツアーとなりました。

（メークアップツアー参加者： 藤井，藤岡，冨岡，内山（淳），貝原，仁科，大塚，横田，斉藤，影山， 
冨谷，福原，松平，中井，藤坂，土岩，岩田，平井，宗森）

第一回�投壺・投扇興競技�後楽園大会（8/24）
　８月24日（木）16時30分より，岡
山後楽園 鶴鳴館に於いて，岡山
東 RC が協賛する第一回 投壺・
投扇興競技 後楽園大会が開催さ
れました。
　投壺大会には，藤井一也 会長，
近藤典博 会員，内山淳 会員が出
場し内二名は，見事予選を通過し
本戦に勝ち進みましたが，残念な
がら入賞には至りませんでした。
　投壺大会，投扇興大会の優勝者
には，藤井一也 会長と近藤典博 
会員から優勝トロフィーと優勝
カップが贈呈され，多くの方が参
加しての大変活気あふれる大会に
なりました。
 ［文章提供：渡邊修司 社会奉仕委
員長・写真提供：近藤典博 会計］

第１回クラブフォーラム（8/24）
　８月24日（木）18時30分より，岡山プラザホテルにて，第１回
クラブフォーラムが，会員43名の参加により開催されました。
　「会員増強と会員維持について」をテーマに，カウンセラー
に齊藤博臣 ロータリー情報委員長，コーディネーターに藤井
一也 会長，パネリストに山下和也 職業分類委員長，糸島達也 
会員選考委員長，和氣伸吉 会員増強委員長がなり，各々発表
がありました。会員からは活発な意見があり，最後に齊藤ロー
タリー情報委員長より「若い会員の方が中心になって会員増強
に努めていきましょう」との言葉をもって盛況のうちに散会と
なりました。

藤井会長の挨拶岡山RCの末長範彦�ガバナーエレクト様が撮影を快く引き受けてくださいました



麻雀同好会「東風の会」（8/26）
　８月26日（土），ロイヤルマー
ジャンクラブにて，本年度第１
回競技会が開催されました。総
勢16名の参加で，半荘３回で腕
を競いあい，攻守に絶好調，横
手会員が接戦をものにされまし
た。なお，今年度より，同好会
会長が西下新会長にバトンタッ
チされた最初の例会でもありま
した。更井直前会長，三垣直前
幹事，長い間会の運営ありがと
うございました。皆さま引き続
き，東風の会ご参加よろしくお
願いします。

［文章・写真提供：佐藤英明 会
員］

探鳥同好会（8/27）
　８月27日（日）の午後６時現地集合で“ツバメのねぐら入りを観る”を会員11名とご家族（夏休みのお子様・
お孫様を含む）ら総勢21名が参加して行われました。観察場所は，岡南飛行場北側にある阿部池畔で，児
島湖に通じる堰堤。夕日が沈む午後６時半頃には，西の空が茜色に染まり，阿部池の水面にも映って，ま
ことに美しい景観。この池は野鳥の楽園として有名で，観察をはじめてから一番早くカワラヒワの一群が
帰ってきました。10数分おくれて目当てのツバメの大群が池面の上空を舞いはじめ，すぐに視界から消え
たあとも，次から次へと飛来して来てはすぐに消えていきました。群生する池畔の葦をねぐらにして宿る
ためで，その数，数万羽といわれております。限られた季節，限られた時間のみに見られる壮大な自然の
景観に感嘆の声があがりました。
　“ツバメのねぐら入りを観る”企画と，手造りのおいしいおにぎりなど用意くださったバーディングクラ
ブ山田会長ご夫妻に厚く御礼申し上げます。
 ［文章提供：若林宣夫 会員・写真提供：山田泰照 探鳥同好会会長］

暮れなずむ阿部池 児島湖を背景にしての集合写真
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