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本日のプログラム
　「疾病予防と治療月間にちなんで」　
　岡山済生会総合病院 健診センター長　池田修二 様

12月21日のプログラム
　「年末家族特別例会」　
　（於　岡山プラザホテル）

例会報告（12/7）

出席報告
会員数　100名（内出席免除者14名）
出席者　86名（内出席免除者出席12名）
出席率　87.76％（前々回訂正後出席率84.85％）
ビジター　２名

会長挨拶・報告
　皆様，こんにちは。
　12月に入り寒さの方も厳しくなりましたが，いかがお過ごしですか？　今年度も前半最後の月を迎えま
す。師走の字のごとく12月はバタバタと何かと気忙しい時期ですが，余裕を持って対処することが失敗を
減らすことにつながると思います。会員の皆様もバタバタせず余裕を持って行動してください。
　ロータリーの行事も12月13日（水）に社会奉仕委員会の奉仕事業である「旭川荘クリスマスコンサート，
並びに座学講座」を開催いたします。就実高等学校吹奏楽部の皆さんに演奏してもらい，その後生徒の皆
さんと会員各位に福祉の現場について学んでもらう企画です。会員各位の多くのご参加をお願いいたしま
す。
　そして，12月21日（木）には年末家族特別例会を開催いたします。今年最後の例会になります。親睦活動
委員会が余裕をもって対応するよう心がけて，失敗のないように頑張っておりますので，会員の皆様をは
じめ，多くのご家族の参加をお願いいたします。今年最後の例会を「楽しもうロータリー，深めよう友情
の輪」でドドーンと楽しく締めくくりたいと思います。よろしくお願いいたします。

第６回理事会報告 
１．新会員選挙について，承認されましたので，会員選挙の手続きに入ります。
２．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の報告について，

承認されました。

お 食 事
（ミリオンダラーミール）ハヤシライス，ス
パゲッティーサラダ，デミコーヒー



３．片山工業株式会社 企業内保育事業視察研修の報告について，承認されました。
４．新年特別例会について，承認されました。
５．少年はだか祭り協賛について，承認されました。
６．春の親睦旅行 日程変更について，承認されました。
７．地区大会 往復送迎バスの報告について，承認されました。

幹事報告
１．本日，春の親睦旅行 日程変更のお知らせをポスティングしております。会員名簿等の年間行事予定

に既に記載されております，来年５月18日（金）から５月20日（日）の予定を，６月１日（金）から６月
３日（日）に変更させていただきました。大変申し訳ございません。日程の再調整の程，何卒よろし
くお願いいたします。

２．先週，配付しました『2016－17年度 地区活動報告書』ですが，正誤表が届いております。本日，ポ
スティングしております。ご確認ください。

３．他クラブ週報を回覧いたします。

第８・９グループ合同 Intercity Meeting 参加要請
　RI 第2690地区第９グループガバナー補佐 丹羽英
喜 様（岡山 RC），同グループ I.M. 実行委員長 岡﨑
邦泰 様（岡山 RC）にお越しいただき，2018年３月18
日（日）美作文化センターに於いて開催予定の第８・
９グループ合同 Intercity Meeting への参加要請が
ありました。

委員会報告
●職業奉仕委員会　大西直規 委員長
　本日，例会終了後に職業奉仕委員会の方はこの会場で委員会を行いますのでお残りください。よろしく
お願いします。

●社会奉仕委員会　渡邊修司 委員長
　本日，来週の水曜日に開催します社会奉仕事業「旭川荘クリスマスコンサート，並びに座学講座」の駐
車場と集合場所のご案内を参加していただく方にポスティングしております。場所は少々わかりにくいで
すが，ご協力いただけるメンバーの方々に要所に立っていただき，わかりやすいようにしようと思います
ので皆さんどうぞよろしくお願いします。

●写真同好会 写友「輪影」　松本崇 幹事
　本日18時30分より山田会員の「山留」にて忘年会のほうを開催させていただきます。今年度新たに入っ
ていただきました６名の方の歓迎会もあり，今回は過去最高の36名の参加人数となっております。ご参加
される方は18時30分より「山留」となっておりますのでよろしくお願いいたします。

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12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　　　横手，舟橋，朝霧，岩田，大河原，阿部，眞殿
会員夫人誕生日　北村，黒住，村松，田中，大澤，宗森，井上（英）
結婚記念日　　　奥野，横手，坪井，大橋，冨山

●スマイル●
藤井 ①丹羽ガバナー補佐様，岡﨑 I.M. 実行委員長様，ようこそお越しいただきました。　②12

月で前期が終ります。前期のフィナーレとして年末家族会があります。多数の参加よろ
しくお願いします。

丹羽ガバナー補佐，岡﨑 I.M. 実行委員長　　本日はお世話になります。スマイルします。
更井 丹羽ガバナー補佐のご来会を歓迎。ご活躍を念じます。
石井 丹羽ガバナー補佐，ようこそお越しいただきました。
荒川 10月に RC で行きました大阪への旅行で食事をしましたウエスティンホテル「胡宮」に

先日行ってきました。マネージャーからも歓待していただき，たいへんおいしく食べて
きました。

藤岡 第2690地区第９グループ丹羽英喜ガバナー補佐と I.M. 実行委員長岡﨑邦泰様ようこそ岡
山東 RC にお出下さいました。

冨岡 ①国際ロータリー第2690地区第９グループガバナー補佐 丹羽英喜様，I.M. 実行委員長 岡
﨑邦泰様，岡山東 RC へようこそお越しいただきました。　②本日，第６回理事会が無事
終了し，半年分の審議が終了しました。理事および役員，委員長の皆様，ありがとうご
ざいます。来年１月からは後半戦。まだまだ藤井一也年度，しっかりやって，やり抜き
ます。会員皆様，ご指導ご鞭撻の程，何卒よろしくお願いいたします。

内山（淳） 丹羽ガバナー補佐様，岡﨑 I.M. 実行委員長様，ようこそ岡山東 RC へお越しいただきま
した。

近藤（典） 丹羽英喜（岡山 RC）様の訪問に感謝して。先輩であり，ご近所です。三木会に参加させて
いただき三木会の歴史について少ししゃべらせていただきました。岡山東 RC の熱き心
を感じました。

大西 歓迎会から帰ったら，顔に炭が残っており，家内から「どうしたん」と聞かれ，事情を
話したところ，夜中に説教されました。反省の意味を込めてスマイルします。

諸國 岡﨑先生，お久しぶりです。ようこそいらっしゃいました。
山下（和） 毎日やる腰のストレッチにより体調はだいぶよくなり，曲りなりのゴルフというよりは

曲りぱなしのゴルフも出来るようになりました。今年も終りにあたり，感謝をこめてス
マイルをします。

武 丹羽英喜ガバナー補佐，ようこそお越しいただきました。
福武 母の葬儀に際し，会よりお供えをいただきありがとうございました。家族葬にて送るこ

とができました。生前のご高配に感謝いたします。
佐々木 本日，卓話をさせていただきます。50周年の記念事業を実施するにあたって多くの会員

の皆様のご意見を賜れれば幸いです。
井上（英） 旭川荘のクリスマスコンサートにたくさんおいで下さい。よろしくお願いします。
横手 ①第４回ゴルフ同好会３位になりました。　②藤岡様いつもありがとうございます。 

③誕生日お祝いありがとうございました。　④結婚記念日お祝いありがとうございまし
た。　⑤山田様本日はお世話になります。

近藤（聡） あまりゴルフをしてないとは言いませんが，ゴルフ肘になりました！　うまいこと曲が
らないし角度によっては痛みがすごくはしります。なのでニギリをされてる方にお願い
します。ハンディの見直しを治るまでお願いしたいと思いますのでよろしく！！

日名 岡﨑先生ようこそ！
石原 12月１日付で社長に就任しました。小さい会社なので当面やることはいっしょですが，
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「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

12月7日のプログラム

　岡山の観光名称と言えば「後楽園」。
　私たちは毎週後楽園を見渡せる場所で例会を開催しています。
　私たちの岡山東 RC は平成31年２月をもって創立50周年を迎えます。
　その記念すべき節目に合わせて，岡山の誇り「後楽園」の魅力を発信し，地域
の発展に寄与する三つの記念事業を提案いたします。
　１．後楽園創設者池田綱政公の銅像建立
　　 　日本三大名園の偕楽園・兼六園には創設者等の由来の像があるが，後楽園

にはない。
　　　像の高さ：1,800cm　土台の高さ：1,500㎝　予算：2,200万円
　２．後楽園デジタル案内看板の設置
　　　近年，外国人観光客が多く来園することから４か国語対応のデジタル案内看板を設置する。
　　　デジタルサイズ：2,500ｍｍ×1,500ｍｍ　予算：1,200万円
　３．後楽園内のトイレ改修
　　　RC の創始者ポール・ハリスは最初に公共トイレの設置奉仕を行っています。
　　 　岡山県が園内のトイレを改修する事業を順次実施していることから，事業費の１/２程度を協賛す

る。
　　　予算：事業費2,000万円程度の１/２の1,000万円程度
　以上，50周年記念事業が，地域のため，岡山のため，より有意義な事業にしたいと考えております。

「50年先にも我々が行った事業を残したい」この一心で提案いたします。
皆様には忌憚のないご意見をお聞かせください。

これからもよろしくお願いします。
黒住 堀さん，神田さん間もなくです。この１年剣道に筋トレに毎日鍛え，脂肪にかくれては

いるが，はがねのからだを作りあげました。趣味も日々の努力が必要です。
弘中 先日は多くの皆様にお越しいただき誠にありがとうございました。
宮本 12月１日に国から一般管理事業（５年）の認可をいただきました。今まで以上に頑張って

仕事に励みたいと思います。
松平 ①先日は木村さんありがとうございました。　②サラリーマンの私にとって明日は年に２

回のボーナス支給日です。家内との本格的なボーナス交渉は今晩行います。せめて２割
アップを狙います。

中井 師走を実感している今日この頃です。本日早退いたします。
平井 先日行われました新会員歓迎会では，ご参加いただきました皆様のご協力のもと無事司

会の大役を務めさせていただきました。冒頭にハプニングもありましたが，乗り切る事
が何とか出来ました。貴重な経験をさせていただきありがとうございました。

奥野 11月30日の入会歓迎会ありがとうございました。そして結婚記念日のメロンありがとう
ございました。妻の大好物なのでとても喜んでくれました。ロータリーのファンになっ
たようです。

貝原 今日も東京での展示会から朝帰りでした。新幹線に乗る前に昨晩の飲み過ぎた分をちゃ
んとお返しして，スッキリスマイル発表ができました！

 28件　130,000円



写真同好会�写友「輪影」忘年会（12/7）
　12月７日（木）18時30分より恒例の写友「輪影」の忘年会が，顧問の津嶋先生，OB の田中徹先生，鳥居夫
人，新しく入会した６名を含む過去最多の36名の写友メンバーが出席して，山田会員の「山留」で賑やか
に開かれました。糸島写友「輪影」新会長より，故砂山会長への追悼の言葉と挨拶に続き，顧問の津嶋先
生から春の写友「輪影」展の秀作発表と講評がありました。秀作の「津嶋賞」には１月27〜29日上海蘇州
撮影旅行で撮った石井パスト会長の作品が選ばれるとともに，良い写真を撮るコツとして“はっきり，すっ
きり，どっきり”と，三分割法を教えてもらいました。
　宴会では，「山留」自慢の鴨すきなどの美味しい料理に舌鼓をうつとともに，ビンゴゲームなどして楽し
いひとときを過ごしました。お世話になった山田会員・奥様に厚く御礼申し上げます。
　尚，第29回写友「輪影」展は４月３日（火）〜８日（日）於天神山文化プラザ，写友「輪影」撮影旅行６月
１日（金）〜３日（日）北海道をそれぞれ予定しています。
 ［文章提供：若林宣夫 会員］

「第35回旭川荘医療福祉学会」見学（12/7・8）
　藤井一也会長が，12月７・８日に旭川荘に於い
て開催された「第35回旭川荘医療福祉学会」の見
学に行ってまいりました。今年度の社会奉仕事業
として，「岡山東 RC 障がい者医療福祉賞」を創設
し，当学会に於いて優れた研究発表をされた若い
職員の方を表彰，記念品を贈呈をします。
　大変活気あふれる研究発表が行われました。
 ［写真・文章提供：渡邊修司 社会奉仕委員長］

次期クラブロータリー財団委員長研修会（12/10）
　12月10日（日）14時よりホテルグランヴィア岡山に於いて，国際ロータリー第2690地区次期クラブロータ
リー財団委員長研修並びに地区補助金管理セミナーが開催されました。
　舟橋弘晃会長エレクト・荒川謙三第９グループ次期ガバナー補佐・内山淳副幹事・福武義修次期クラブ
ロータリー財団委員長が出席しました。
　まず，末長範彦ガバナーエレクトより開会の挨拶その後，鳥居滋パストガバナーより「ロータリー財団
および地区ロータリー財団の役割」について講演がありました。また2016－17年度青少年奉仕委員長の石
原彰二会員より「青少年に AED で大切な命を守ることを伝える事業」の奉仕プロジェクト事例発表があり
ました。

糸島写友「輪影」新会長の挨拶 顧問の津嶋先生からの講評

藤井会長の乾杯挨拶 お世話になった山田会員 「津嶋賞」を受賞した石井パスト会長を囲んでの集合写真



　続いて詳細な冊子に基づき地区補助金管理セミナーが本年度・次年度の補助金小委員会委員長より説明
があり参加資格，概要，補助金プロジェクト申請と実施に向けて説明がありました。今後はルールに従っ
てスピーディーな作業に努めて参ります。
 ［写真・文章提供：福武義修 次期クラブロータリー財団委員長］

　12月10日（日）18時よりホテルグランヴィア岡山に於いて，末長範彦地区ガバナーエレクトの国際協議会
ご出席壮行会及び松本祐二パストガバナーの国際大会 S.A.A. ご出席壮行会が開催され，当クラブからは，
鳥居滋パストガバナーご夫妻，荒川謙三第９グループ次期ガバナー補佐，藤井一也会長，舟橋弘晃会長エ
レクト，冨岡正機幹事，内山淳副幹事の７名が参加しました。これは，末長ガバナーエレクトが，１月に
サンディエゴ（米国カルフォルニア州）で開催される国際協議会に，更に松本パストガバナーが６月にトロ
ント（カナダ オンタリオ州）で開催される国際大会に S.A.A. としてそれぞれ出席されるにあたり，壮行会が
開催されたものです。池上正ガバナーの壮行の言葉，渡辺元 RI 理事の祝辞などに続いて，橋本譲パストガ
バナーの乾杯にはじまった祝宴では，参加者全員でお二人の門出を祝いました。
 ［文章・写真提供：内山淳 副幹事］

末長範彦�地区ガバナーエレクト国際協議会ご出席壮行会並びに
松本祐二�パストガバナー国際大会S.A.A.ご出席壮行会（12/10）

阿部英夫会員は，平成29年12月11日（月）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76歳。

訃報


