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▲

本日のプログラム
　「備前焼の歴史と現在」
　備前陶心会 副会長　木村英昭 様

▲

９月21日のプログラム
　「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

例会報告（9/7）

出席報告
　会員数　99名（内出席免除者15名）
　出席者　78名（内出席免除者出席13名）
　出席率　80.41％（前々回訂正後出席率93.68％）
　ビジター　１名

会長挨拶・報告
　皆さん，こんにちは。
　朝晩めっきり涼しくなりましたが，いかがお過ごしでしょうか？
　昨日，青少年奉仕委員会の事業で，内山下幼稚園の園児たちと一緒に備前焼体験をするために窯元を訪
れました。当クラブの皆さんも朝から多数ご参加いただき，園児たちと触れ合い，和やかな雰囲気で事業
を終えることができました。11月19日（日）には，昨日作った湯呑み茶碗でお茶会を開催する予定です。是
非お茶会にも多数の会員各位のご参加をお願いいたします。ちなみにこの事業は，地区補助金事業でもあ
りますので，よろしくお願いいたします。
　本日は新会員として，奥野一三君が入会されました。本当にうれしい気持ちでいっぱいです。奥野君の
入会により，会員数99名になりました。
　ありがとうございました。

第３回理事会報告 
１．奥野一三（おくの いちぞう）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．納涼特別例会の報告について，承認されました。
３．第１回新会員歓迎会の報告について，承認されました。
４．親子３RC 合同特別例会について，承認されました。

お 食 事
（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



５．企業主導型保育事業認可施設 ポストメイト保育園・グランヴィア岡山の視察研修について，承認
されました。

６．片山工業株式会社 企業内保育事業視察研修について，承認されました。
７．「投扇興競技 後楽園大会」協賛の報告について，承認されました。
８．岡山東 RC プロジェクター購入の報告について，承認されました。

幹事報告
１．本日，第２回クラブフォーラムのご案内を，ポスティングしております。なお，開催は，10月19日

（木）18時30分より，岡山プラザホテルにて開催予定です。ご確認の程よろしくお願いいたします。
２．他クラブの週報を回覧いたします。

新会員入会式
　奥野一三（おくの いちぞう）会員
　昭和44年６月30日生まれ
　株式会社奥野組　代表取締役
　土木工事業
　推薦者：藤井一也 会長，内山隆義 職業分類副委員長

委員会報告
●青少年奉仕委員会　小橋雅治 委員長
　昨日，９月６日に青少年奉仕委員会の担当事業であります，「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が開催されました。平日にも関わらず会員の方23名，お子さんや関係者の方含め
まして総勢130名ちかくの方に参加していただき，昨日開催されました。今回は抹茶碗に絵付けしていただ
きましたが，今度11月19日後楽園で抹茶を振る舞うという事業をさせていただきます。また多くの方に参
加していただきたいと思います。

●創立50周年記念事業準備委員会　諸國眞太郎 総務委員長
　第２回岡山東 RC 創立50周年記念事業準備委員会を本日，18時30分より，岡山プラザホテル，２階「曲水
の間」にて行います。各委員長方はご出席よろしくお願いします。

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９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　　　松平，安藤，荒川，山下（貴）
会員夫人誕生日　佐々木，藤井，坪井，佐藤，日名，石原，山田，冨岡，荒川，渡辺（学）
結婚記念日　　　藤井，福原，井上（和）



●スマイル●
藤井 久しぶりに園児と一緒に備前焼にふれ楽しい時を過ごしました。青少年奉仕委員会の皆

様ご苦労様でした。本日入会の奥野君をよろしくお願いします。
石井 藤井会長，小橋委員長，昨日の事業ご苦労様でした。佐藤君いつもいつもご協力ありが

とうございます。
齊藤（博） 岡本さんどうもありがとうございました。
冨岡 ①昨日おこなわれた青少年奉仕事業「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では，小橋雅治委員長はじめ委員会メンバーの皆様，大変お世話にな
りました。そして会員皆様には，多くの参加をいただき，ありがとうございました。　②
奥野一三新会員，ご入会おめでとうございます。仲間が増え，本当にうれしい限りです。

内山（淳） ①昨日の青少年奉仕事業では，小橋委員長をはじめ，みなさまにお世話になりました。
園児たちの笑顔に癒されました。　②先日は，岡﨑さん，末藤さんに大変お世話になりま
した。

三垣 ①昨日の小橋委員長の下，親子で学ぶ備前焼教室では大変お世話になりました。　②本
日，旅行の日程表を参加の方に配布しました。よろしくお願いします。

諸國 山田会員，ありがとうございます。大切に使わせていただきます。
小橋 ①昨日，青少年奉仕委員会事業として「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が開催されました。平日にもかかわらず多くの方に参加していただ
き，ありがとうございました。　②日名先生，お世話になりました。

内山（隆） 本日入会の奥野一三さんのスポンサーを藤井会長と２人でさせていただきました。紹介
をさせていただきます。お弁当を注文いただきありがとうございました。

福武 妻の誕生日プレゼントをいただきありがとうございました。
池田 親子で学ぶ，備前焼体験では，小橋委員長をはじめお世話になりました。備前焼の体験

もさせていただきロータリーマークの茶碗を作らせていただきました。焼きあがりどう
なるか楽しみです。

菅野 ９月６日 青少年奉仕委員会 親子で学ぶ備前焼体験育成事業大変お世話になりました。あ
りがとうございます。年齢差70才の幼稚園児にパワーを貰ったような気がしました。あ
りがとう。

安藤 本日，40才になりました。これからも感謝の気持ちを忘れずに，精進してまいります。
また，藤井会長，私の誕生日を覚えていてくださり，ありがとうございます。

黒住 大西さんのせいで，警察に捕まりました。夜間例会の時に大西さんが「黒住さん，人生
フルスロットル」とアドバイスくださいましたよね。人生のスロットルとバイクのス
ロットル間違えたのは私のミスですが。人生のフルスロットルは立派な会社が手に入り
ますが，バイクのフルスロットルは罰金を取られます。

宮本 予定通り新しい研修所がオープンしました。石原さん，髙山さん，ありがとうございま
した。

福原 ①９月２日の山陽新聞に載せていただきましたが，地元幡多学区のイメージキャラク
ターを創り，９月１日の小学校の始業式に着ぐるみのお披露目と考えてくれた子どもへ
の表彰式を行いました。名前は「はたワン」です。製作は大塚さんにしていただきまし
た。ありがとうございました。　②奥野さん，入会おめでとうございます。高校の同級生
で野球部の仲間としてこれからも一緒にがんばりましょう。

土岩 イニシエーションスピーチがんばります。貴重なお時間をいただきありがとうございま
す。

奥野 一日も早く立派なロータリアンになれるようがんばります。
齋藤（信） 先週は欠席し，申し訳ありませんでした。
貝原 ①昨日は小橋青少年奉仕委員長，大変お疲れ様でした。　②岡﨑さん，ありがとうござい

ました。　③奥野さん，ようこそ東ロータリーへ。同い年です。何でも聞いて下さい！
 20件　110,000円

S A A 



「イニシエーション・スピーチ」 土岩剛志 会員

９月７日のプログラム

　私は，昭和48年11月８日に岡山市藤田で生まれて現在43歳です。血液型は B 型
です。家族は，妻と長男・長女の４人と猫２匹です。
　私は，平成３年３月岡山県立倉敷天城高等学校を卒業後，父親の影響で建設関
係の会社に就職しました。建設会社を選んだ理由は，私が経験を積んで父親と一
緒に会社を作るためでした。というのも，私は，小学生の時には社長になると決
めていました。私の父と母は，どちらも片親で，子供の時は貧しく苦労したそう
です。自分たちの子供にはそういったことがないように一生懸命働いてくれた父
ですが，よく会社の愚痴を母に言っていました。会社や同僚の協力が得られな
かったり，社長を説得できないから，会社にとって良いことでもできないと言っ
た内容でした。毎日のように言っていたので強く印象に残り，自分のやりたいよ
うに仕事をするなら，会社員ではダメだな，社長にならなければと思いました。
　建設会社へ勤務して２年ほど経った時に車の魅力を知り，どうせ会社を作るなら，好きなことを仕事に
しようと思い，仕事を覚えるため，カーショップへ転職しました。それから５年の経験を積み，自分の
カーショップをオープンさせるため24歳の時に退職をしました。
　最初は，資金もないので，無店舗でマフラーやホイールなどのカー用品を販売するブローカーのような
ことをしていました。そのころ，赤帽という軽貨物運送事業の協同組合があり，組合に入って個人事業主
にならないかと誘われていました。月70万ぐらいになると聞いたので，月の半分ぐらい赤帽をして残り半
分をカー用品のブローカーをしようと考えました。これで資金も稼げるし，カーショップオープンの準備
もできて一石二鳥だと思いました。赤帽の開業資金も車輌を中古にしてもらうなど，格安でできる条件に
なったのも決断した理由でした。
　赤帽は，とても忙しかったです。休み無しで１日平均15時間は働きました。仕事内容は，軽貨物で荷物
を運ぶ仕事から引越，工場のオペレーター，建設資材の搬入，食品工場のライン作業，コンテナの荷降ろ
し，道路工事や建設現場の作業員，スーパーの冷蔵庫の搬入などなんでもしました。山火事になった山に
木を植える，夜逃げの手伝いなんかもありました。とにかく忙しかったので，赤帽の仕事で手一杯でカー
ショップの準備は全然できませんでした。ただこの赤帽での経験は大きく，世の中にいろんな仕事がある
ことを知りました。
　さまざまな現場へ行っているうちにクライアントから声がかかるようになりました。当時は製造業への
派遣も NG で，人手不足に困っている企業がたくさんありました。依頼できる業者もなく，赤帽も対応し
てくれないとのこと，そこで困りごと解決で始めたのが創業のきっかけです。25歳のときでした。
　会社は，19期目を迎えることができました。子供のころに描いた社長像には程遠いですが，人の縁と運
で社長になり，ここまでやってこれました。創業時は，便利屋のような業態でしたが，今は製品の流通過
程に発生する梱包や加工を専門に行っています。父親を会社に呼び一緒に仕事をする夢も達成できました。
定年まで頑張ってくれました。子供の時感じたやりたいことを実現させるために社長になったので，今後
は経営者として新規事業にもどんどん挑戦していきたいです。

第２回岡山東RC創立50周年準備委員会（9/7）
　９月７日（木）18時30分より，岡山プラザホテル

「曲水の間」にて第２回岡山東 RC 創立50周年準備
委員会が開催され，更井正人準備委員長，糸島達
也副準備委員長，石井英行幹事及び７委員会（総
務，式典，祝宴，接遇，記念事業，記念誌編纂，
同好会）の各委員長が出席して行われました。
　更井準備委員長からは，再来年（2019年）２月17
日（日）開催される創立50周年記念式典及び記念事
業に向けて，岡山東ロータリークラブにふさわし
いものになるよう頑張ってもらいたい旨の挨拶に
始まり，各委員長からは，お互いに意思疎通を図ると共に，諸準備を怠ることなく，立派に職責を果たす
旨の決意表明と意見発表がありました。
 ［文章・写真提供：若林宣夫 創立50周年準備委員会 記念誌編纂委員長］



クラブ米山記念奨学委員長研修会（9/10）
　９月10日（日），10時30分より，国際ロータリー第2690地区2017－18年度クラブ米山記念奨学委員長研修
会に参加して参りました。
　研修会では，米山記念奨学会の設立経緯や現在の米山記念奨学会の状況などをご講義いただきました。
また，米山学友会の方から，奨学生終了後の仕事の状況やロータリークラブとの関わり等をお話しいただ
き，私たちの寄付やサポートが，奨学生の経済的精神的な支えとなり，現在の日本への貢献へとつながっ
ていると，改めて理解いたしました。
　午後からは，米山学友会・米山記念奨学生をお招きし，懇親会が開催されました。当クラブのイム・
ヒョン・ソップさんも参加され，スピーチをされました。
　有意義な時間を過ごさせていただきました。
 ［文章・写真提供：冨山直司 米山記念奨学会委員長］

第２回ゴルフ同好会（9/10）
　９月10日（日）岡山カントリークラブ桃の郷
コースにて，ゴルフ同好会第２回例会が開催
されました。
　朝から快晴であり残暑の中で，総勢30名の
ご参加をいただき，藤井一也会長の「楽しも
うロータリー，深めよう友情の輪」をスロー
ガンにゴルフ同好会コンペが行われました。
　スタート時点では過ごしやすい中でのプ
レーとなりましたが，昼からは気温32℃近く
の下で好プレー・珍プレーが続出いたしました。
　表彰式では藤井会長のご挨拶があり，各賞の発表の後に優勝者が発表されました。見事優勝者に輝かれ
たのは，佐々木篤会員でした。平井真也会員はネットでトップでしたが，初回参加でありましたので，第
２位となりました。平井会員の次回の優勝を御祈念いたしております。
　次回は，「地区大会記念親睦チャリティゴルフ大会」ゴルフ同好会第３回例会を10月20日（金）鷲羽ゴルフ
倶楽部にて行いますので，奮ってご参加をお願いします。
（第２回例会） OUT IN GROSS HDCP NET
優勝　佐々木　篤 会員 41 39 80  6.0 74.0
２位　平井　真也 会員 46 52 98 25.0 73.0
３位　近藤　聡司 会員 42 47 89 15.0 74.0
ＢＧ　三垣日出人 会員 42 35 77  0.0 77.0
 ［文章提供：冨谷拓真 会員・写真提供：三垣日出人 親睦活動委員長，福原弘之 会員］

優勝　佐々木篤 会員 ２位　平井真也 会員 ３位　近藤聡司 会員藤井一也 会長　挨拶



青少年奉仕事業
「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（9/6）特集

　９月６日10時から12時まで備前市内にて青少年奉仕事業「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を開催いたしました。この事業は
地区の補助金の承認を得た事業でもあり，メンバー23名，幼稚園児72名，幼稚園
保護者関係者27名，計120名以上の参加となりました。
　まず窯元見学を行い，備前焼の工程を子供たちは学び，備前焼の歴史や良さを
感じてもらいました。「なぜ普通の粘土ではだめなのか」「葉っぱで燃やしてもで
きないのか」など子供たちの純粋な質問が大変心に残るものでした。
　その後，備前焼伝統産業会館にて11月に行われますお茶会に使う抹茶椀を作成
しました。子供たちの中には茶碗の内側にも絵をかき，枠にとらわれない自由な
発想で，自分たちの感じるままに絵付けをしていました。焼き上がりまで１か月ほどかかりますが，
出来上がった作品でお茶をふるまう子供たちを想像すると完成が大変楽しみです。
　平日にもかかわらず多くのメンバーに参加していただきありがとうございました。
　11月に行われます事業にはさらに多くの一般参加者が予想されますので，皆様のご協力をお願い
いたします。
参加会員： 藤井，石井，冨岡，内山（淳），貝原，近藤（典），三垣，大塚，渡邊（修），諸國，堀， 

若林，池田，菅野，斉藤（良），横手，佐藤，松本，山田，石原，朝霧，高橋，小橋
 ［文章提供：小橋雅治 青少年奉仕委員長・写真提供：冨岡正機 幹事，若林宣夫 会員］

窯元見学

抹茶碗の作成

ろくろの実演 燃料の松の木の割木 窯の説明を聞く子供たち

藤井会長挨拶
　みなさん，おはようございます。
　今日，これからみんなの目の前にある茶碗に自分で絵を描
いてもらいます。その茶碗が自分の茶碗です。その茶碗を今
日見たところで焼いて，出来上がった作品を今度は後楽園で
のお茶会で使ってお茶を飲むということをやります。今日は
それが出来るように，自分なりの絵を描いてください。一生
の宝物になると思います。ではこれから先生の指導のもと，
始まりますので頑張って作ってみてください！ 藤井会長　挨拶

小橋青少年奉仕
委員長



園児たちと
ふれあう

会員の皆さん

会場風景 指導をお願いした陶芸家の皆さん

抹茶碗に絵を描く園児 抹茶碗に絵を描く会員の皆さん



砂山有生会員（第36代会長）は，平成29年９月10日（日）ご逝去されました。
生前のご遺徳を偲び，謹んで哀悼の意を表します。享年77歳。

訃報

会員の皆さんが作った抹茶碗

参加した幼稚園児，ご指導いただいた陶芸家の皆さんと一緒に記念撮影


