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本日のプログラム
　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

12月7日のプログラム
　お祝い行事
　「岡山東 RC 創立50周年記念事業アンケートについて」
　創立50周年記念準備委員会 記念事業委員会
　佐々木篤 副委員長

例会報告（11/16）

出席報告
会員数　100名（内出席免除者14名）
出席者　74名（内出席免除者出席12名）
出席率　75.51％（前々回訂正後出席率96.88％）
ビジター　１名

会長挨拶・報告
　皆様，こんにちは。
　先週には，松永会員，田中会員が入会され，会員数100名となりました。今年度は今までに６名の方が入
会され，その都度，ロータリー情報委員長よりロータリーについて分かり易くご説明がなされております。
　本年度は毎月第３週に「四つのテスト」をご唱和いただいております。
　ロータリー歴が長くなりますと，ロータリーの基本理念を唱える機会が増えます。ロータリーの基本理
念は，世界中のロータリアンがお互いの関係や行動の土台として大切にしているものです。そこで本日の
会長挨拶は，全員で会員名簿にある「ロータリーの目的」を一緒に唱えたいと思います。

<ロータリーの目的>
�　ロータリーの目的は，意義ある事業の基礎として奉仕の理念を奨励し，これを育むことにある。
具体的には，次の各項を奨励することにある。
第１　知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること
第２�　職業上の高い倫理基準を保ち，役立つ仕事はすべて価値あるものと認識し，社会に奉仕す
る機会としてロータリアン各自の職業を高潔なものにすること

第３�　ロータリアン一人一人が，個人として，また事業および社会生活において，日々，奉仕の
理念を実践すること

第４�　奉仕の理念で結ばれた職業人が，世界的ネットワークを通じて，国際理解，親善，平和を
推進すること

お 食 事
（中華ランチ）前菜３種盛り，中華風備長鮪
の刺身，骨付牛カルビの広東風トマトソー
ス，ホウレン草万頭とトマト万頭，御飯，
中華スープ，デミコーヒー



　ロータリー歴の短い方は，「ロータリーの目的」をよく読み，さらに「四つのテスト」に照らし合わせて
行動してください。「楽しもうロータリー，深めよう友情の輪」も実践してください。

幹事報告
１．岡山中央ロータリークラブより「創立30周年記念誌」が届いております。他クラブ週報とともに回

覧いたします。
２．次週木曜日は法定休日（勤労感謝の日）となり，例会はお休みとなります。次回例会は11月30日（木）

です。

ロータリー財団表彰
　国際ロータリー日本事務局より，個人寄付の認証ピンと認証状が届いており，藤井会長より授与されま
した。
●第２回　マルチプル・ポール・ハリス・フェロー（認証ピン）

委員会報告
●親睦活動委員会　末藤達也 副委員長
　本日，11月23日，後楽ゴルフ倶楽部で行われるゴルフ同好会第４回例会のご案内をポスティングさせて
いただいております。また本日，組み合わせをお配りしております。お渡しできなかった方にはポストの
ほうにポスティングしておりますので，お持ち帰りください。

●青少年奉仕委員会　小橋雅治 委員長
　今週日曜日，11月19日後楽園にて行われます青少年奉仕事業についてご案内させていただきます。９時
に正門前に皆様に集まっていただきたいと思いますが，当日は寒くなるそうなので，暖かい格好でお越し
いただければと思います。本日，例会後にどういう内容のお手伝いをしていただくのか，お話しさせてい
ただきますので参加予定の方は，そのまま残っていただけるようお願いします。

●麻雀同好会「東風の会」　佐々木篤 同好会幹事
　本日，麻雀同好会「東風の会」第２回例会を開催いたします。ロイヤルマージャンクラブで６時30分か
ら開催いたします。ご参加予定の方はよろしくお願いいたします。

●広報委員会　堀善直 委員長
 「ロータリーの友」11月号　主要記事のご案内

舟橋弘晃 会長エレクト 武和志 会員 森元幹雄 会員

●�第１回　マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
（認証ピン）

●ポール・ハリス・フェロー（認証ピンと認証状）

池田博昭 会員 近藤聡司 会員眞殿重喜 会員



　（横組み）
　　特集「インターアクターと連携する」（７ページ〜）
　　特集「私たちの目標：ポリオのない世界」（12ページ〜）
　　「難民にシェルターを，日本の教育現場に難民についての教材を」（20ページ〜）
　　「菊花彩る重陽のおもてなし」に協力（22ページ）
　（縦組み）　
　　「ロータリー財団奨学生，その後」（４ページ〜）
　　クラブを訪ねて「古河東ロータリークラブ」（９ページ〜）
　　友愛の広場
　　「宮古馬，絶滅の危機」丸亀ロータリークラブ（14ページ）
　　卓話の広場
　　私の一冊「図解 世界史で学べ！地政学」「うえむらちかのカープごはん」（20ページ〜）

●スマイル●
藤井 本日，寺坂さん，奥野さんイニシエーションスピーチご苦労様です，両名のスポンサー

であります。先週は，井原まで片山工業見学お疲れ様でした。
荒川 先日は，菅野さん，横手さんに大変お世話になりました。
藤岡 先般日名先生のお世話で泌尿器の検診に行きました。年齢の事もありいろいろ心配して

おりましたが全く問題ないという事で非常にうれしく思っております。
冨岡 大西直規委員長はじめ，職業奉仕委員会の皆様には，先々週のポストメイト保育園視察，

先週の片山工業㈱おもいやり保育園視察とお世話をいただきありがとうございました。
来年２月11日（日）開催，社会奉仕と合同での「企業と子育てについてのシンポジウム」
も楽しみにしております。

内山（淳） ①大西職業奉仕委員長をはじめ，職業奉仕委員会の皆様には先週の職場訪問では大変お
世話になりました。　②山田さん，写友「輪影」撮影旅行のアルバムをありがとうござい
ました。

福原・渡邊（修）・佐藤　　11月12日に開催されました，第３回岡山マラソンに３名で参加し，無事完
走いたしました。藤井会長，大橋会員，堀会員，神田会員をはじめ多くの方に沿道での
応援に駆けつけていただきありがとうございました。尚，福原会員は今週末開催の神戸
マラソンに出走予定です。

武 山田様，写友「輪影」撮影旅行のアルバムをありがとうございます。
髙山 ①早退します。　② S.A.A. に協力。
菅野 荒川さん先日は大変お世話になりました。おみやげまでいただきありがとうございまし

た。
安藤 ①先週は幕張メッセで展示会があり，出展しました。貝原さんに大変お世話になりまし

た。ありがとうございました。　②昨日，ベトナムから良い知らせがあり，急遽渡航する
ことになりました。欠席が続き申し訳ございません。

勘藤 荒川先生奥様には本日保育園で琴の演奏を聞かせていただきありがとうございました。
子どもたちは和文化の貴重な体験をすることができました。中にはスヤスヤと居眠りを
していた子もいましたが…　ありがとうございました。合掌

岡本 丹羽パスト会長がとりあげた赤ん坊の１人，管井７段の王位奪取の祝賀会が11月14日に
ありました。150名規模でプラザでありました。

近藤（聡） さっぱりいい事がありません！　悪い事ばかりなのでゲンかつぎにスマイルします！
神田 岡山マラソン，足のケガで出場できませんでした。残念！　来年リベンジします。
宮本 結婚記念日のお祝いありがとうございました。まだ固くて食べてませんが楽しみです。
辻 ①遅くなりましたが，写友「輪影」では松本会員，佐藤会員には大変お世話になりまし

た。お陰様で「きれいな赤い葉っぱ」が撮れました。　②日名先生，先日は大変お世話に
なりました。先生のお陰で命拾いし，元気になりました。感謝，感謝！

宗森 過日，父 辰夫の葬儀に際しましては，皆様のご丁重な弔意を賜り，又ご厚志いただき厚
く御礼申し上げます。

寺坂 ①先週の片山工業さんの視察では大西委員長をはじめ職業奉仕委員会の方々には大変お
世話になりました。後日，片山社長にお会いしましたが，訪問を大変喜んでおられまし
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「イニシエーション・スピーチ」 寺坂幸治 会員

11月16日のプログラム

　この度，前任の山本常務の後を受け，坪井パスト会長，藤井会長のご推薦のも
と，歴史と伝統に輝く，岡山東ロータリークラブに入会させていただきました中
国銀行の寺坂幸治です。
　自己紹介をさせて貰えば，生まれは津山市（旧勝田郡勝北町）新野東という，ほ
ぼ日本原と称した方が良い所でしたが，大学卒業後，中国銀行津山東支店に入行，
その後岡山に『移住』し，気がつけば在職37年を超えてしまいました。経歴的に
は過去，企業出向も経験し，主には審査部門が長く，４年半前まで４年間融資部
長の立場におりました。取締役就任後，四国地区本部長として高松市に３回目の
単身赴任をし，前職は本店営業部長でした。
　過去を振り返れば，色々な思い出がありますが，世間にも公表された出来事の中で印象深い３つの事案
について語らせて貰えばと思います。
　まずは，平成元年の後藤織物㈱への（特命）出向です。結果的には平成３年に和議申立てとなりましたが，
繊維業界や企業の栄枯盛衰と企業再建の難しさを学びました。
　次に印象深いのは，森下グループの経営再建事案で，これも特命と言われ日生支店の支店長として赴任
し，中国銀行としても初めてとも言える「大型企業再建」に取組みました。事業拡大の在り方を問われる
もので，地域経済・雇用への影響を如何に防ぐかを強く意識し，東奔西走したことを思い出します。
　最後は，林原グループの会社更生事件ですが，まさに人生最大の出来事でした。色々と言われましたが，

『ブレず，怯まず，諦めず』に真正面から王道を行くことを貫いた自負があります。物事「スピードが肝
心」，そして「先手必勝」であることを改めて感じ，企業にとっての「コーポレートガバナンス」の重要性
を思い知らされた事案でした。
　こうした経験を積んだ長年の銀行員生活で「ご縁」の大切さを身に沁みて感じており，「縁が運を呼ぶ」
と日頃から思っている次第です。
　今回，縁あって名門『岡山東ロータリークラブ』に入会させていただきましたが，この「ご縁」を大切
にし，「ロータリー活動を楽しみ，友情の輪を深める」よう，皆さんのご指導の下，当 RC の理念と活動を
通じて自分なりの「地域貢献奉仕」や『ボランティア』を行なっていきたいと思っております。
　なお出来得れば，過去に勤務し個人的に思いを持っている香川県や広島県（備後地方）との「地域間交流」
や『岡山シーガルズ』を中心とした「スポーツ交流」にも注力したく，ご協力願えれば幸いです。
　弱輩者ですが，何卒ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

「イニシエーション・スピーチ」 奥野一三 会員

11月16日のプログラム

　奥野一三と申します。平成29年９月７日に藤井一也様と内山隆義様のご推薦のもと，歴史と伝統に輝く
岡山東ロータリークラブへの入会を認めていただきました。
　会社名は株式会社奥野組で，事業内容は建設業で後楽園周辺や旭川・バイパス等で国の公共インフラ工

た。　②本日，イニシエーションスピーチをさせていただきます。改めて今後ともよろし
くお願いいたします。

奥野 本日イニシエーションスピーチでお時間をいただきます。途中で頭が真っ白になってフ
リーズしないよう頑張ります。よろしくお願いいたします。

齋藤（信） 辻先生，先週はお世話になりました。
貝原 先週の片山工業様への職場訪問では，大西委員長他職業奉仕委員会のみなさんには大変

お世話になりました。
 21件　107,000円



事や維持管理が中心です。祖父が昭和21年創業し，平成16年から４代目の代表取
締役をしております。
　昭和44年６月30日の会社の決算日父奥野三四志，母公子の姉が二人の長男とし
て生まれました。祖父奥野一男の「一」と父三四志の「三」をとって「一三・い
ちぞう」となりました。私は妻恭子と平成10年に結婚し長男佑一が2000年に誕生
しやはり数字をつけてしまいました。生まれ育ち現住所は岡山市中井町，子供の
ころは野球ばかりで，趣味は旅行と食べることです。海外でもおいしいものが食
べたいので外国をよく知る友達を増やすため現在外国語の勉強中です。
　私は会社を継ぐなと言われ育ったので東京で就職が決まっていたのですが，当
時父が市議を務めさせていただいていたので選挙運動のため岡山に帰りました。それまでの同年代人間関
係以外の様々な方との交流と支援の中で地元地域をやっと知りはじめました。しかし，私は20代前半体調
を崩してしまいそんな姿を協力会社の親方が心配し現場作業に連れ出してくれて建設の世界に入りました。
　13年前に会社名を変えるためにと代表取締役に就任直後の売上は最悪，大幅赤字でしたが今までの会社
と周りの方々信用の力で乗り切りました。現在でも地域のために役立つ技術力と対応力を評価していただ
けるよう努めます。
　少しでも立派なロータリアンとなれるよう努力していきますので皆さまご指導よろしく願い申し上げま
す。

麻雀同好会「東風の会」（11/16）
　11月16日（木）ロイヤルマージャン CL にて，14名の会員が参加し，本年度第２回目の競技会が開催されま
した。３人打ちのため，メンバーは順番に競技から抜けることとなりますが，場外からも声援 ･ 叱咤激励 ･
冷やかしなどがあり，大いに盛り上がりました。また，今回は松平歩会員が初参戦で，１セット目終了時
にはトップテーブルに躍り出ましたが，その後は苦しい戦いを強いられました。更なる参加と精進が期待
されます。結果は，国士無双の和了と全戦好調の藤井一也会長がダントツで優勝となりました。
 ［文章・写真提供：神田豪 会員］

優勝　藤井一也会長 ２位　更井正人会員 ３位　神田豪会員



第４回ゴルフ同好会（11/23）
　11月23日（木）後楽ゴルフ倶楽部にて，第４回ゴルフ同好会例会が開催されました。
　紅葉も色付く中，秋冷えと強風でありましたが，総勢35名のご参加をいただき開催されました。
　藤井会長のご挨拶を号令に，楽しくも熱い戦いの下で好プレーが続出いたしました。
　表彰式では，各賞の発表の後に見事優勝されたのは冨谷拓真会員，準優勝は内山淳副幹事，三位は横手
典明会員，ベスグロ賞は三垣日出人親睦活動委員長という結果でした。おめでとうございました。
　第５回例会は，12月23日（土）倉敷 CC にて行いますので，奮ってご参加をお願いします。
 ［文章・写真提供：末藤達也 親睦活動副委員長］

（第１回例会） OUT IN GROSS HDCP NET
優勝　冨谷　拓真 会員 45 42  87 14.0 73.0
２位　内山　　淳 会員 50 50 100 27.0 73.0
３位　横手　典明 会員 52 50 102 28.0 74.0
ＢＧ　三垣日出人 会員 38 37  75  0.0 75.0

優勝　冨谷拓真 会員 2位　内山　淳 会員

3位　横手典明 会員 ベスグロ賞　三垣日出人 会員



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」Part2（11/19）特集

　11月19日10時から12時まで後楽園鶴鳴館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」Part2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33名，
幼稚園児80名，幼稚園保護者関係者93名，一般来場者123名計300名以上の
参加となりました。
　当日はこの秋一番の冷え込みとなりましたが，天気には恵まれ絶好の秋
晴れとなりました。
　この寒い中メンバーには９時に集合してもらい，茶会場の設営，一般来
場者を誘導，案内，そして水屋（お茶を出す等の裏方仕事）のお手伝いをし
ていただきました。
　10時からお茶会が始まりました。まず藤井会長に，この事業の趣旨を説明していただき，挨拶を
いただきました。続いて子供たちが二人一組でお茶菓子を客人の前まで運んでいき，お菓子のふる
まいをしました。お菓子が食べ終わった頃合いを見図り，お茶の先生がたてた抹茶を子供たちがこ
ぶくさの上に自分たちが作った抹茶椀を置き，一人ひとり客人にお茶を運んでいきました。お茶を
渡した後もきちんとお辞儀をし，お茶を出すという行為だけではなく，礼儀作法もきちんとたしな
み，お茶を出しました。子供たちの礼儀作法に多くの方が感動してくれました。
　このお茶席には計200名と多くの方に参加していただきましたが，このほとんどは一般の来場者の
方でメンバーが多くの方に声をかけていただいた結果であり，おかげさまで満席となりました。
　皆さんから非常に良かったといっていただきましたが，子供たちのためにより楽しくなるように，
また客人に対してより良いおもてなしをと考え，行動していただいた結果だと考えております。
　最後に岡山東ロータリーの団結力や一人ひとりの人間力の高さを感じ，皆様の心の有り様が今回
の事業をより良い事業として後押ししてくれたものだと感じました。本当にお世話になり，ありが
とうございました。
 ［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］

藤井会長挨拶
　皆さんどうもこんにちは。私は岡山東 RC の本年度会長の
藤井と申します。今日は「備前焼体験を通じて地元を愛する
心育成事業」ということで，内山下幼稚園70周年記念事業の
一環として，備前陶心会の協賛をいただきまして今回この事
業をさせていただいております。この事業は，内山下幼稚園
の年長の園児たちが，自分で作った備前焼を使って，皆さん
にそのお茶碗でお茶を飲んでいただいくというものです。そ
のお茶碗ですが，非常にいい備前焼が出来上がっています。
今日はご父兄の皆さんもいらっしゃると思いますが，10，20
年後に，「このお茶碗はあなたが幼稚園のときに作ったお茶碗ですよ」と誇れるぐらいのお茶
碗ができています。今日はそのお茶碗を観ながら，お茶会を楽しんでいただけたらと思いま
す。どうぞごゆっくりお召し上がりください。今日はありがとうございます。

藤井会長　挨拶



後楽園でのお茶会

小橋青少年奉仕委員長と
高橋青少年奉仕副委員長

来場者を出迎える会員の皆さん

300名を越える方々がご来場されました。

茶碗を運ぶ園児たち

園児が配ったお茶菓子焼き上がった茶碗



茶会を楽しむ会員の皆さん

外国人の方も多くご来場されました

会員の皆さん
お手伝い

ありがとうございました



　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

年末家族特別例会のご案内

申し込みがまだの方は
お早めにお申し込みください
申し込みがまだの方は
お早めにお申し込みください


