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第2356例会

11月30日のプログラム
緊急企画「痛風の食事療法」
岡山済生会総合病院 栄養課長 管理栄養士
大原秋子様

▲

▲

本日のプログラム
「イニシエーション・スピーチ」
寺坂幸治 会員
「イニシエーション・スピーチ」
奥野一三 会員

No.2203

●11月23日は例会休会（法定休日）

例会報告（11/9）
出席報告
会員数 100名（内出席免除者14名）
出席者 79名（内出席免除者出席12名）
出席率 80.61％（前々回訂正後出席率94.79％）
ビジター 12名

お 食 事
（下町メニュー：豚汁定食）
サンマ竜田揚げ
大根卸し添え，豚汁，御飯，漬物，デミ
コーヒー

会長挨拶・報告
皆様こんにちは。
朝晩めっきり寒くなりましたが，お変わりございませんか？
先週の３日，４日の２日間，写友「輪影」の撮影旅行で奥津方面に紅葉狩りに行ってまいりました。場
所によっては紅葉がこれからのところ，あるいは一部見頃のところ，またはすでに終わっているところな
ど，紅葉狩りというのは場所や時期の選定が難しいことを改めて実感しました。さらに４日には突然の雨
と風で，神庭の滝の観光は中止となりましたが，バスで岡山へ帰ってみると，雨が降った様子もなく，県
北の山の天気の変化には驚かされました。楽しい旅行でしたが，写真撮影には大変だったのではないかと
思います。お世話をしていただいた皆様，ありがとうございました。来年４月３日からの写友「輪影」展
には良い作品を出品できるように頑張ります。
さて，本日はスポンサークラブの岡山ロータリークラブより大塚会長をはじめ12名もの皆様に来訪して
いただきました。ありがとうございます。本日は２名の新会員の入会式があり，ちょうど会員数が100名に
なります。岡山ロータリークラブの皆様に立ち会っていただくことができ，大変光栄に思っております。
岡山東ロータリークラブも岡山ロータリークラブに追いつき追い越せの気概をもって，一生懸命，会長方
針の「楽しもうロータリー，深めよう友情の輪」を実践していきたいと思います。
23年振りに会員数100名の大台に乗ったご報告と岡山ロータリークラブの皆様の来訪を歓迎し，本日の会
長挨拶とさせていただきます。

幹事報告
他クラブ週報を回覧いたします。
新会員入会式
松永光弘（まつなが みつひろ）会員
昭和38年11月11日生まれ
大松精機株式会社 代表取締役社長
金属加工
推薦者：藤岡千秋 副会長，大河原喬 会員

田中秀明（たなかひであき）会員
昭和37年６月28日生まれ
有限会社田中鉄工所 代表取締役
金属加工
推薦者：藤岡千秋 副会長，大西直規 職業奉仕委員長

岡山ロータリークラブ例会訪問
岡山ロータリークラブより会長 大塚祥文様をはじめ12名（副会長 松岡徹様，幹事 中島範久様，S.A.A. 工
藤恒一郎様，出席委員長 淵本定儀様，会員選考委員長 越宗孝昌様，親睦副委員長 室賀康史様，國村充弘
様，岡本為男様，徳山靖彦様，吉田憲司様，清水秀志様）の皆様がメークアップにお越しくださり，大塚祥
文会長様よりご挨拶をいただきました。

委員会報告
●職業奉仕委員会 池田博昭 副委員長
本日，職業奉仕委員会の視察研修がございます。例会終了後，13時45分に岡山プラザホテルをバスで出
発する予定です。行先は井原市の片山工業株式会社様に於いて企業内保育の視察研修を行います。まだ席
に余裕がありますので大勢の皆様，ご参加いただけたらと思います。

●社会奉仕委員会 渡邊修司 委員長
本日，社会奉仕事業，「旭川荘クリスマスコンサート並びに座学講座」のご案内をポスティングさせてい
ただきました。開催は12月13日（水）となります。平日になりますが，これは旭川荘の職員の方々にご負担
をかけたくないということで平日の開催とさせていただきました。会員の皆様方にはなかなかご参加が難
しいかとは思いますが，たくさんの方々にご参加いただきますようよろしくお願いします。集合は現地集
合となりますが，集合場所と駐車場の場所につきましては，あらためて例会でご連絡させていただきます。

SAA
●スマイル●

藤井

輪影の撮影旅行では大変ありがとうございました。本日は岡山 RC の皆様ようこそおい
でくださり，ありがとうございます。この後，片山工業の企業内保育に見学に行きます。
出席の方御苦労様です。

岡山ロータリークラブ一同
鳥居

S.A.A. にご協力いただきました。

①岡山 RC 皆さんようこそおいで下さいました。 ②輪影の撮影会ではお世話になりまし
た。

更井

岡山 RC の皆様のご来訪を歓迎。

糸島

岡山 RC の皆様ようこそおいで下さいました。先日の輪影旅行，総社，豪渓，奥津，森
林公園などお世話になりました。ありがとうございます。

西下

岡山 RC の皆様ようこそ。大塚会長とは同期の幹事を勤めました。

石井

岡山 RC の大塚会長をはじめ多数の皆様ようこそ。先般の写友「輪影」の旅行では池田
会員，菅野会員にはお世話になりました。

藤岡

①本日入会の田中，松永両君の入会おめでとうございます。 ②岡山 RC からの大勢のお
客様ようこそお出下さいました。

冨岡

①岡山 RC 会長 大塚祥文様，幹事 中島範久様をはじめ総勢12名の皆様，岡山東 RC へよ
うこそお越しいただきました。 ②11月３日（金・祝），４日（土）の写友「輪影」旅行で
は，同好会 糸島会長，武代表幹事，松本幹事，佐藤幹事，そして菅野さん，大変お世話
になりました。 ③松永光弘新会員，田中秀明新会員，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先週の年次総会において，皆様のご承認をいただきありがとうございました。引き続
きご指導をよろしくお願いします。 ②写友「輪影」撮影旅行では，糸島同好会会長をは
じめ皆様にお世話になりました。 ③岡山 RC 大塚会長をはじめ総勢12名の皆様ようこそ
岡山東 RC へお越しくださいました。
近藤（典） 岡山 RC の大塚会長を筆頭として12名メーキャップありがとうございます。あれから50
年，今後共岡山東 RC のご指導よろしくお願いいたします。
和氣

例会が始まって新入会員の方２名増え，本日で100名となりました。財布をみると現金が
数千円しかなく，スマイルをためらったのですが，車の中に会社のお金があったので会
社のお金を横領してのスマイルです。皆様のおかげで100名になることができました。あ
りがとうございます。今後ともよろしくお願いします。

三垣

①先日の輪影の撮影旅行では糸島会長，武さん，松本さん他大勢の方に大変お世話にな
りました。酔っ払い，寝不足，その他体力不足を痛感してます。 ②岡山ロータリークラ
ブ大塚会長他，沢山の皆様ようこそ。

大澤

MSD 株式会社 岡本洋人様，本日は，当クラブの卓話のためわざわざ東京より来ていた
だきありがとうございます。楽しみにしています。よろしくお願いいたします。

大西

①本日は職業奉仕委員会事業として，企業内保育施設を開設されている井原市の片山工
業を視察し，片山社長からお話を伺います。参加予定者の方々，よろしくお願いします。
②越宗様，本日はようこそお越し下さいました。 ③新入会員の田中さんをよろしくお願
いします。 ④ようやくギックリ腰が治りました。

浮田

岡山ロータリークラブの皆様，ようこそおいで下さいました。淵本先生ようこそ。同級
生です。

山田

輪影の撮影旅行では大変お世話になりました。松本，佐藤，武さんありがとうございま
した。
武
11月３，４日写友「輪影」の撮影旅行が無事終了いたしました。菅野，池田会員に大変お
世話になりました。
根木
岡山 RC の皆様をお迎えして。T さんがんばって下さい。
塩見
大塚会長，松岡副会長をはじめとします，たくさんの岡山ロータリーの皆様にお越しい
ただきまして，ありがとうございます。
池田
写友「輪影」の旅行で，奥津温泉，蒜山高原で当施設を御利用いただき誠にありがとう
ございました。至らぬ点が多々ありました事，この場をおかりしてお詫び申し上げます。
今後共よろしくお願い申し上げます。
菅野
①11月３日〜４日輪影での１泊撮影旅行ご参加の皆さんありがとうございました。 ②内
山隆義さん先日はありがとうございました。岡山 RC 大塚会長さん，松岡副会長さんよ
うこそ。
佐々木
大塚会長はじめ岡山 RC の皆様ようこそ岡山東 RC へおこしくださいました。
井上（英） 旭川荘クリスマスコンサートに多数御参加下さい。お待ちしております。可愛い乳児院
の子ども達へのプレゼント贈呈もあります。
横手
輪影旅行，池田さん，菅野さん，お世話になりました。岡山 RC 会長 大塚様ようこ
そ！！
佐藤
輪影撮影旅行では，藤井会長，糸島同好会会長をはじめご参加の皆様と楽しく過ごさせ
ていただきありがとうございました。菅野会員，池田会員にはすばらしいおもてなしを
いただき，２キロ太って帰ることができました。
友野
妻への誕生日祝い，ありがとうございました。妻もこの誕生日で古希を迎え，結婚生活
も46年目です。これからもお互い健康で過ごしたいものです。
日名
先日，恥ずかしくて人様には言えないようなことで辻先生に大変御迷惑をかけてしまい
ました。すみません。おわびにスマイルします。
土井
岡山 RC の皆様ようこそ。
石原
米田パスト会長，先日はありがとうございました。
大河原
新入会員の松永さんをよろしくお願いします。新入会員を賛助してお願いします。
松本
先日の写友「輪影」撮影旅行では皆様にお世話になりました。ありがとうございました。
奥津で体調不良になった際は糸島先生にお世話になりありがとうございました。おかげ
様ですぐ治りました。
弘中
お誕生日のお祝品をいただき，ありがとうございました。
神田
①輪影おみやげありがとうございました。 ②本日早退します。すみません。
松平
以前イニシエーションスピーチで私の経歴をお話ししましたが，この度，本日講談社よ
り元巨人球団代表の清武氏著書の「空あかり 山一証券“しんがり”百人の言葉」に私が
出ていますので，本屋で立ち読みで結構ですのでご覧ください。
土岩
素敵な誕生日プレゼントをありがとうございます。
奥野
本日，これから城東台小学校で授業をしてきます。来週のイニシエーションスピーチも
がんばります。よろしくお願いいたします。
松永
本日入会させていただきました。よろしくお願いします。
田中
本日入会させていただきました。よろしくお願いします。
貝原
①火曜日から仙台で展示会があって，今日さっき帰って来ました。のどガラガラですみ
ません。 ②岡山 RC の皆様ようこそお越し下さいました。
③松永さん，田中さん
ようこそ！

40件 198,000円

11月9日のプログラム

「医療環境変化への取り組み」

MSD 株式会社 プライマリーケア営業戦略室 地域戦略部
部長

岡本洋人 様

将来に向けての日本の医療環境変化への当社（製薬企業）の取り組みをご紹介さ
せていただきます。
団塊の世代が75歳を超えて後期高齢者となり，国民の３人に１人が65歳以上，
５人に１人が75歳以上という，2025年問題がとりざたされる中，2018年は超高齢
化社会に対する様々な準備がのぞまれている年となり，厚生労働省でも「惑星直
列」改定と表し，節目の年となるかと考えられています。特に，2017年「経済財
政運営の基本方針」（骨太指針）においても社会保障における「都道府県のガバナ
ンス強化」，「改革の有機的な連携」がかかげられ，日本の皆保険制度における薬
価制度の抜本改革を「国民負担の軽減」と「医療の質の向上」のもと実現される
ことが期待されています。
これまで，病院機能改革，公立病院改革が推進され，本年度，３月には2025年を想定した地域医療構想
が公表されました。実現に向けた様々な課題が抽出され，さらなる実現に向けた各地域に向けたあるべき
姿の討議が進められていくことと思います。
反面，想定される医療環境変化は地域差も大きく，地域における医療原資にも差異が想定されるため，
これまでの，全国展開と併せて「２次医療圏」，「３次医療圏」を単位とした「地域医療包括ケアシステム
の構築」，「医療の効率化」，「イノベーションの推進」等の課題実現にむけての製薬企業の立場からの取り
組みとしてご紹介したいと思います。

職業奉仕事業「企業内保育事業

片山工業株式会社

視察研修」（11/9）

11月９日（木）の例会終了後，会員総勢20名で井原市の片山工業株式会社様へ企業内保育の視察研修を行
いました。まず片山工業株式会社の代表取締役社長 片山昌之様より片山工業の企業理念の話から企業内
保育を設置するに至った経緯についてなどの講話がありました。特に女子社員との懇親会の中で企業内保
育という制度を作るに至った話など，非常に勉強になるお話でした。また会員の皆さんからも様々な質疑
があり，企業内保育に関しての関心の高さが感じられました。その後，実際の保育施設「おもいやり保育
園」を見学。大変有意義な視察研修になりました。

藤井会長

挨拶

片山工業株式会社 代表取締役社長

質疑応答

片山昌之様

講話

会場風景

保育園を視察する会員の皆さん

年末家族特別例会のご案内
12 月 21 日（木）18 時 30 分より毎年恒例の年末家族特別例会が開
催されます。会員・ご家族皆様のご参加を心よりお待ち申し上げます。

日時：2017 年 12 月 21 日（木）18：30〜20：30
＜写真撮影 17：00〜18：30 予定＞
会場：岡山プラザホテル

11 月 29 日
（水）
迄に事務局宛に
出欠のご連絡をお願いします。

