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本日のプログラム
　「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

▲

９月14日のプログラム
　「備前焼の歴史と現在（仮称）」
　備前陶心会 副会長　木村英昭 様

例会報告（8/31）

出席報告
　会員数　98名（内出席免除者15名）
　出席者　85名（内出席免除者出席12名）
　出席率　89.47％（前々回訂正後出席率95.83％）
　ビジター　０名

会長挨拶・報告
　皆さん，こんにちは。今日は８月31日です。明日から９月が始まりますが，朝夕少しだけ涼しくなった
ように感じます。
　今日８月31日は何の日か調べてみますと，831語呂合わせで，野菜の日だそうです。1983年に全国青果物
商業協同組合連合会など，９団体の関係組合で制定されたそうです。
　さて私は，８月24日に開催されました，「第１回投壺・投扇興競技 後楽園大会」に参加して参りました。
予選は通過いたしましたが，残念ながら入賞はできませんでした。その後，岡山プラザホテルでの第１回
クラブフォーラムに出席し，会員増強について会員の皆様から色々な意見をお聞きし，改めて会員増強の
重要性を感じました。
　また，同好会活動につきましては，８月26日の東風の会，８月27日の探鳥同好会に参加いたしました。
東風の会では，今までで最高の５位になることができましたので，次回は是非，ベスト３に入れるように
頑張りたいと思います。探鳥同好会では，山田会員ご夫妻の温かいおもてなしに感謝しながら，ツバメの
ねぐら入りを観察しました。そして何よりも嬉しかったのは，お子さんやお孫さと一緒に楽しそうに観察
している様子を拝見したことです。「ロータリー家族」というものを強く実感いたしました。皆様，機会
があればロータリーの活動にご家族と一緒にご参加ください。それが，延いてはロータリー活動の公共イ
メージアップに繋がるかもしれません。「楽しもうロータリー，深めよう友情の輪」を体現できた１週間で
した。ありがとうございました。

お 食 事
幕の内，味噌汁



幹事報告
１．９月のロータリーレートは，１ドル＝109円です。
２．本日，10月５日（木）開催，第２回 I.D.M. のご案内を，今回該当になる方々にポスティングしており

ます。出欠の程よろしくお願いいたします。
３．８月29日（火）６RC 幹事会が開催され，出席して参りました。
４．岡山南 RC より，「60周年記念誌」が届きましたので，他クラブの週報とともに回覧いたします。

委員会報告
●親睦活動委員会　末藤達也 副委員長
　親睦活動委員会の皆様は，本日，例会終了後４階「鷲羽の間」におきまして親睦活動委員会を行います
ので，出席ご予定の皆様はよろしくお願いいたします。
　続きまして，ゴルフ同好会からのお知らせですが，本日，第２回例会（9/10）の組み合わせをポスティン
グさせていただきました。また10月20日の地区大会のチャリティーゴルフ大会が第３回の例会と同日開催
となっております。こちらの出欠の提出期限が迫っておりますので，よろしくお願いいたします。

●青少年奉仕委員会　小橋雅治 委員長
　来週，９月６日に青少年奉仕委員会の青少年奉仕事業第１弾として備前で窯元見学・作陶体験をさせて
いただきます。参加者の方には本日，ポスティングさせていただいておりますが，直行の方は桃蹊堂駐車
場のほうに10時に来ていただければと思います。プラザホテル集合の方はバスを手配しております。９時
出発ですので８時45分頃までに集合してください。また作陶体験等ありますので，汚れても平気な平服の
参加でも構いません。もちろんスーツでの参加も構いません。また向こうを12時に出発してこちらに到着
予定です。その際，参加者の方にはお弁当をご用意しておりますので，どうぞよろしくお願いいたします。

●囲碁同好会　弘中環 会員
　第１回囲碁同好会を10月１日10時から開催させていただきます。同好会の会員の方，多数のご出席をよ
ろしくお願いいたします。なお，案内を本日ポスティングさせていただいております。

●スマイル●
藤井 投壺・投扇興競技 後楽園大会，第１回クラブフォーラム，東風の会，探鳥同好会，この

週は楽しい週でした。
井上（一） 山田会員には探鳥会でお世話になりました。
石井 松岡天平さんの卓話楽しみにしています。
舟橋 さしたることもなく無事８月が過ぎようとしています。来月からは急に忙しくなりそう

なので気合いを入れるためにスマイルします。S.A.A. に協力。
藤岡 ①８月27日探鳥会で過去経験のないつばめの渡りの前の営みを目の当たりで見学でき感

動しました。その際，山田会員と奥様には大変お世話になりました。　②先日の東風の会
２位となりました。　③８月27日たけべの森ゴルフ倶楽部の月例において39・36のスコア
で準優勝となり，久しぶりの４アンダーでまだまだやれると確信しました。

冨岡 ①松岡天平様，岡山東 RC へようこそお越しいただきました。　②先週の第１回クラブ
フォーラム，パネリストとして山下職業分類委員長，糸島会員選考委員長，和氣会員増
強委員長，お疲れ様でした。そして会員皆様には，活発なご意見ありがとうございまし
た。

内山（淳） ①探鳥同好会で初めて大群のツバメの寝ぐら入りを観ることができました。山田会員ご
夫妻には大変お世話になりました。　②松岡天平様，ようこそ岡山東 RC へお越し下さい
ました。

近藤（典） 第一回 投壺・投扇興競技 後楽園大会，会長の代理で優勝カップを渡させていただきまし
て，会長の気分でした。

大澤 本日は，本年度初めての外部講師をお迎えしました。松岡天平様，ようこそいらっしゃ
いました。ご講演楽しみにしております。よろしくお願いいたします。

大塚 今週発行の週報ですが，一部間違いがありました。麻雀同好会「東風の会」ですが，８
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「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

８月31日のプログラム

１．近代日本とロスチャイルド
　①　幕末
　　 グラバーが，1859年，開港間もない長崎へやって来た。グラバーはロスチャ

イルド系『ジャーディン　マセソン商会』の代理人として。
　　倒幕，佐幕を問わず，武器，弾薬を販売。
　　坂本竜馬の亀山社中，海援隊と取引，海外留学の手引き。
　　高島炭鉱開発，製茶工場，造船所，キリンホールディングの基礎。
　　勲二等旭日重光章受賞。
　②　日清戦争
　　日本は戦費をロスチャイルド系銀行から調達。
　　清国は日本に支払う賠償金を『ジャーディン　マセソン商会』から借りる。
　　日本はそれで戦艦『三笠』等を建艦。
　③　日露戦争
　　 日本は総戦費18億円のうち，13億円を外債発行で賄う。ロスチャイルドが起債の中心。その担保は〈関

税収入〉と〈煙草専売益〉。
　④　第２次世界大戦
　　1951年　サンフランシスコ講和条約。
　　1951年　米国と特別覚書（密約）に吉田首相がサイン。 
　　この特別覚書の内容

月27日開催ではなくて，正式には８月26日です。すみませんでした。今年度は僕のスマ
イル増えそうです！

諸國 ８月27日にバーディングクラブでは，ねぐらに帰る多数のツバメをみることができまし
た。会を催すにあたり山田会員ご夫妻には大変お世話になりました。また若林会員には
写真ありがとうございました。

山下（和） ７月の決算も終わりました。もう少しガンバレという声に押されて，がんばってみるか
な！　その気持ちを絶やさないためにスマイルをします。感謝感謝。

山田 ８月27日の「ツバメのねぐら入り」には24名の参加者がありました。つばめの数は半減
してましたが，それでも数千羽の乱舞を見ることができました。

髙藤 結婚記念日にお祝いをいただきありがとうございました。
横手 ①松岡様，本日の卓話楽しみにしています。父上様には瀬戸大橋マラソン大会，ソウル

のアジア大会でお世話になりました。　②山田様，ツバメのねぐら入りの際お世話になり
ました。　③東風の会で初めて１位になることができました。　④三垣さん先日はごちそ
うさまでした。

佐藤 探鳥会，山田会員ありがとうございました。つばめのねぐら入り，娘の自由研究にさせ
ていただきました。更井パスト会長に大変お世話になりました。

土井 松岡さん，卓話楽しみにしております。
神田 先日の探鳥同好会では山田会員ご夫妻に大変お世話になりました。迫力あるツバメの飛

翔と奥様お手製のごちそうを堪能しました。
横田 東風の会，第３位入賞バンザイ！　バンザーイ！
岡﨑 やっと３台目のオモチャが完成しました。安全祈願のスマイルです。松岡さん，ご高話

を楽しみにしております。
冨谷 藤岡副会長，先日はお世話になりました。また，弘中会員，お手数をお掛けしました。

ありがとうございます。
貝原 ①松岡天平様ようこそお越し下さいました。卓話楽しみにしています。　②辻先生，先日

は娘がお世話になりました。
 22件　126,000円



　　　焼け野原の日本復興のため30億ドルの借款を60年賦で申し入れ。
　　　具体的にはロスチャイルド系のサッスーン財閥から借り入れた。
　　　米国が保証する代償として，日本は『国防権』『通信権』『航空管制権』を米国に差し入れた。
　　　2013年４月28日，政府主催の〈主権回復の日〉。

２．FRB とロスチャイルド
　①　FRB とは
　　 ロスチャイルドを中心とする国際銀行家が設立。但し現在でもその株主は秘密とされている。1913年

12月23日，中央銀行法（連邦準備法）が成立。
　　FRB の特徴
　　　１　通貨発行権など米国通貨の管理は民間人が所有。
　　　２　FRB の株主は民間銀行のみで米国政府は１株たりとも所有できない。 
　　　３　米国政府はドルを必要とするとき FRB に国債を買ってもらう。
　②　なぜ，国際銀行家が民間中央銀行による通貨発行を死守するのか
　　それは，通貨発行ほど儲かるビジネスは他にないから。
　　米国債には金利がついており，それは FRB の収益。
　③　米国の通貨史
　　米国の通貨史は米国政府対国際銀行家の永きにわたる戦いの歴史
　　 米国で暗殺された４人の大統領のうち１人（マッキンリー）の例外を除き３人までが，なぜか米国政府

の通貨発行（FRB の現在の米ドルでなく）に固執していた。
　　　１　リンカーン　1865年　米国政府ドルを中央銀行を通さずに発行
　　　２　ガーフィールド　1881年　銀硬貨を中央銀行を通さずに発行
　　　３　ケネディ　1963年　政府紙幣を FRB を通さずに発行すると発表
　　　もちろん， 暗殺の動機はこれだけではないと思いますが―――。

３．ロスチャイルドの安全性
　①　ヨーロッパの貴族の資産を数々の戦禍をくぐり抜けながら守ってきた歴史
　②　財務状況抜群で，自己資本比率25% 以上
　③　 ロスチャイルド家も投資家であり，一般投資家の財産の運用も，自分の財産の運用もしているため，

取り組み方が違う。
　④　 2008年のリーマンショック勃発時，ロスチャイルドは世界中の顧客の誰一人にも損をさせなかった

ことは，世界の金融史上稀有な事実だと思う。

9月の月間行事予定 � 基本的教育と識字率向上・ロータリーの友月間
例 会 行 事 プ ロ グ ラ ム そ の 他 の 行 事
７日通常例会

14日通常例会

21日通常例会

28日通常例会

・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
・「備前焼の歴史と現在（仮称）」

備前陶心会 副会長　木村英昭 様
・「イニシエーション・スピーチ」岩田冨士夫 会員
・「イニシエーション・スピーチ」藤坂浩匡 会員
・「法人番号についてのご紹介」

岡山東税務署 副署長　磯邊一茂 様

６日　・ 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

７日　・理事会
10日　・ クラブ米山記念奨学会委員長研修会
　　　・ ゴルフ同好会（岡山 CC 桃の郷）

23・24日　・秋の親睦旅行（関西方面）

9月の月間メニュー

７日通常例会

14日通常例会

21日通常例会
28日通常例会

・ （下町メニュー）豚生姜焼き 千切りキャベツサラダ ケチャップスパゲティー ，厚焼き卵 大根卸
し添え，御飯，漬物，味噌汁，デミコーヒー

・ マーボー茄子，イカ軟骨と中華クラゲ，一口冷麺，白御飯，ザーサイ，ナメコと豆腐 卵入り
スープ

・黄ニラ 小海老かき揚げそば，イナリ寿司，小鉢 筑前煮，デミコーヒー
・中華幕の内，中華スープ


