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第2363例会

▲

本日のプログラム
「C 型慢性肝炎の最新治療」
岡山済生会総合病院 肝臓病センター長

藤岡真一 様

No.2208
２月１日のプログラム
お祝い行事
「イニシエーション・スピーチ」
田中秀明 会員

例会報告（1/11）
出席報告
会員数 100名（内出席免除者13名）
出席者 90名（内出席免除者出席12名）
出席率 90.91％（前々回訂正後出席率83.84％）
ビジター ０名

お 食 事
幕の内，餅入り吸物

会長挨拶・報告
皆様，明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。
12月21日の年末家族特別例会から本日の例会まで，３週間，間がありましたので，本当に久しぶりの例
会です。
昨年はクラブ運営に際しまして，会員の皆様にご協力を賜り，誠にありがとうございました。今年も引
き続きよろしくお願いいたします。
本日は年頭の挨拶として時間をいただいておりますので，後程ゆっくりご挨拶をさせていただきます。
第７回理事会報告
１．岡山東ロータリークラブ創立50周年記念事業に対するアンケート結果を踏まえて，岡山県への後
楽園の文化振興に寄与する製作物のご提案について，承認されました。
２．津島伸章 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。
３．会費・諸会費の納入について，承認されましたので，請求の手続きに入ります。納入期限は１月
31日（水）です。よろしくお願いいたします。
４．秋の親睦旅行の報告について，承認されました。
５．親子３RC 合同特別例会の報告について，承認されました。
６．第２回新会員歓迎会の報告について，承認されました。
７．RI 第2690地区第８・９グループ合同 Intercity Meeting 往復送迎バスについて，承認されました。
８．東京東 RC メークアップツアー及び研修旅行について，承認されました。
９．旭川荘クリスマスコンサート，並びに座学講座の報告について，承認されました。
10．旭川荘総合研究所前への梅の記念植樹について，承認されました。

11．《追加補正》企業と子育てについてのシンポジウムついて，承認されました。
12．タスキ（追加）購入ついて，承認されました。
13．2018－19年度 Intercity Meeting 第９グループ実行委員長について，承認されました。西本晃 パ
スト会長にお願いすることで決定しました。
14．2018－19年度 理事および役員，委員会編成について，承認されました。本日ポスティングしてお
ります。ご確認お願いいたします。
幹事報告
１．１月のロータリーレートは，１ドル＝114円です。
２．次週，１月18日（木），「新年特別例会」をアークホテル岡山に於いて，18時30分より開催いたしま
す。なお，お昼の例会はございません。お間違えのないよう，よろしくお願いいたします。
３．本日，２月１日（木）開催，第３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。
４．他クラブ週報を回覧いたします。
葬儀お礼
故 阿部英夫会員のご令室，恵子様より，生前の厚誼並びに葬儀参列等に対するお礼のご挨拶がありまし
た。故 阿部英夫会員のご冥福を心よりお祈りいたします。
「奉仕の理想」の斉唱
創立50周年記念式典でソングリーダーをつとめていただ
くことになりました浮田實 国際奉仕委員長がタクトを振り，
会員全員で「奉仕の理想」を斉唱しました。

新会員入会式
津島伸章（つしま のぶあき）会員
昭和25年8月5日生まれ
学校法人 朝日医療学園 理事長
職業分類：専修学園
推薦者：石井英行 パスト会長，藤井一也 会長

委員会報告
●親睦活動委員会 三垣日出人 委員長
来週，新年特別例会をアークホテル岡山で行います。皆さんご参加をよろしくお願いします。ゴルフ同
好会ですが，１月27日（土）帯江にて行います。ポスティングしておりますので皆さんのご参加よろしくお
願いします。
●職業奉仕委員会 大西直規 委員長
シンポジウムのパンフレットをポスティングしております。またポスターにつきましては各テーブルに
置いております。皆さんどうかお持ち帰りのうえ，貼っていただければと思います。
●青少年奉仕委員会 小橋雅治 委員長
９月と11月に行われました青少年奉仕事業の事業報告書が出来上がりましたので，皆さんにポスティン

グさせていただきました。またご覧いただければと思います。
●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３回競技会のご案内をポスティングさせていただきました。日時は２
月10日（土）13時から，場所はロイヤル麻雀クラブとなります。
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
１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
会員夫人誕生日
結婚記念日

井上（英），山田，友野，西本，近藤（聡），近藤（典），池田，貝原，小橋，日名
諸國，冨山，武，木村，萱原，神田
池田，萱原，松永，土岩，貝原，眞殿

SAA
●スマイル●
藤井
①新年あけましておめでとうございます。あと半年頑張りますのでよろしくお願いしま
す。 ②第５回ゴルフ同好会，優勝する事ができました。ありがとうございます。 ③津
島さんのスポンサーをさせていただきます。
坪井
あけましておめでとうございます。たくさんの年賀状をいただきましてありがとうござ
いました。小生，この正月で90回を迎えます。この一年間，一日一日を大切に過ごして
いきます。
米田
藤井丸の後半分の航海の無事帰港を祈って。
井上（一） ①明けましておめでとうございます。沢山の賀状をいただきありがとうございました。
スマイルでお礼とさせていただきます。 ②年末家族特別例会ではお世話になりました。
更井
本年もよろしくお願いします。藤井会長はじめ，理事，役員の皆様のご活躍を念じます。
糸島
あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。
西下
新年おめでとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。
石井
①新年明けましておめでとうございます。藤井年度の後半戦のご活躍を祈念します。 ②
本日スポンサーをさせていただきました，津島伸章さんが入会されます。よろしくお願
いします。 ③第５回ゴルフ同好会で準優勝しました。横山会長から健在の間に優勝する
よう言われていますが，もう少々時間を下さい。 ④元旦の山陽新聞に掲載の新春経済座
談会に息子が参加させていただきました。
舟橋
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。本日よりひな壇に座らせていただきます。
身がひきしまる思いです。本日次年度の委員会編成表をポスティングさせていただいて
います。どうかよろしくお願い申し上げます。
藤岡
①皆様新年あけましておめでとうございます。本年も何卒よろしくお願い申し上げます。
②年末家族特別例会が盛大に行われた事，関係の皆様のご協力と全員の会員のお蔭と
感謝申し上げます。 ③12月度ゴルフ同好会３位と久し振りのベスグロでまだまだ頑張ろ
うと思っております。 ④今年のお正月湯原温泉菊の湯で家族で新年を迎え，その折池田
会員のお世話様になりました。 ⑤藤井会長年度残り半年になり藤井会長の下で頑張りま
す。よろしくお願い申し上げます。
冨岡
①年末家族特別例会では，三垣日出人委員長をはじめ親睦活動委員会の皆様には，大変
お世話になりました。また会員ご夫人ご家族皆様には，多数ご参加いただき，誠にあり
がとうございました。 ②津島伸章 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） あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。あと半年，司会を務
めさせていただきながら冨岡幹事から幹事のイロハをしっかり学んでいきたいと思いま
す。年末家族特別例会では，親睦活動委員会の皆様にお世話になりました。

近藤（典） 謹賀新年。今年もよろしくお願いいたします。
和氣
①明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。 ②昨年の年末家族
特別例会では大変お世話になりました。色んな会員の方に「和氣さんは子煩悩だったん
だね」と言われましたが，昔から子煩悩です。 ③津島さん入会おめでとうございます。
三垣
明けましておめでとうございます。来週からの新年特別例会から始まり，又，色々とお
世話になりますが，よろしくお願いします。
大澤
プログラム委員長として半年たちました。残り半年も会員の皆様のお役に立つような卓
話を用意したいと思います。ご協力よろしくお願いします。
大塚
あけましておめでとうございます
大西
①半期が過ぎました。残り半分藤井会長をしっかり支えて頑張ります。 ②２月11日のシ
ンポジウム，パンフとポスターを配ります。よろしくお願いいたします。
渡邊（修） ①藤井会長年度もあと半年になりました。頑張りますのでよろしくお願いいたします。
②津島新入会員のご入会を歓迎いたします。
浮田
ソングリーダーを仰せつかりました。よろしくお願い申し上げます。
諸國
あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願い申しあげます。妻の誕生日に
は会長からステキなプレゼントをいただきました。ちなみに妻の誕生日は，金正恩（キ
ム・ジョンウン）と同じ１月８日です。
小橋
①明けましておめでとうございます。あと半年青少年奉仕委員長として頑張ります。 ②
石井パスト会長，髙藤さん，年末は大変お世話になりました。ありがとうございました。
仁科
新年おめでとうございます。昨年は無欠でした。今年も出席よろしくお願いいたします。
堀
黒住先生，神田会員，年末年始，北海道ルスツスキー合宿お世話になりました。ここ数
年では，最高の雪質で，神田さんのスキーの腕前に舌を巻いた合宿でした。
冨山
あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。貝原様，池田様，
藤岡様，昨年末はお世話になりありがとうございました。所用につき早退させていただ
きます。
武
本年もよろしくお願いします。
眞殿
明けましておめでとうございます。昨年は当社のお菓子お世話になりありがとうござい
ました。また昨日は岡山駅で当社の「ふわりーぬ」「いちご夢二」が売上に貢献出来たと
いう事で感謝状をいただき，幸先良い年になります。
塩見
年末家族特別例会では大変お世話になりました。ありがとうございました。
池田
新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。藤岡副会長
ありがとうございました。
斉藤（良） 新年おめでとうございます。皆様にとって今年も良い年でありますように。マジ卍。
佐々木
①新年あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。 ②津島さ
んご入会おめでとうございます。
井上（英） おめでとうございます。早々に１月１日の私の誕生日をお祝いいただきありがとうござ
います。よい年となりますように。
村松
年末家族特別例会での写真撮影を担当させていただきました。ありがとうございました。
赤松
今朝は数年ぶりに，景色が白く染っていました。今年もよろしくお願いします。
佐藤
本年も皆様よろしくお願いします。年末，年始でためこんだ体重３キロが落ちる気配が
ありません。
友野
新年あけましておめでとうございます。年末家族特別例会では大変お世話になりました。
石原
あけましておめでとうございます。年始に初恋の人に逢いました。今年は何かいいこと
があるかも。
大河原
本日，男子孫誕生いたしました。報告いたします。
神田
①年末年始17年ぶりのスキーをしました。黒住先生，堀さん，大変，大変お世話になり
ました。楽しかったです。 ②12月17日沖縄100㎞マラソン完走しました。13時間41分で
した。
横田
あけましておめでとうございます。初詣で人生初めて大吉をひきました。良い年になる
と信じております。
岡﨑
①新年は，おはずかしながら，階段落ちでスタートいたしました。深酒を猛省です。 ②
津島さん，ご入会おめでとうございます。
松永
先月は年末の挨拶回りで出席があまり出来ずすみませんでした。母親の子宮癌の手術が
無事終わりました。現在抗がん剤の治療中です。良い治療があれば教えて下さい。
津島
記念すべく100人目の入会者とのことです。今後ともよろしくお願いいたします。

齋藤（信） あけましておめでとうございます。本年の S.A.A. へのご協力よろしくお願いします。
貝原
あけましておめでとうございます。本年もスマイルよろしくお願いいたします。

46件 343,000円

１月11日のプログラム

「年始挨拶」

藤井一也 会長

皆様，あらためまして，あけましておめでとうございます。思い起こせば本日
より舟橋エレクトが雛壇に座っておられますが，去年の今頃，私もあの席に座っ
てました。ちょうど一年がたちます。
その頃を振り返ってみると，どんな事業，どんな方針で運営していこうかと
日々思い過去の週報を見たり，クラブ活動運営計画報告書を見たりしながらいた
のを思い出します。
また自分の昨年の手帳を見てみると，友好 RC や海外の RC との関係をどうす
るかだとか，昔よく５代会長の荒川雅久パスト会長がチャーターナイトで「岡山
東 RC もだいぶ良くなったが，まだまだ二流クラブだ。まだ一流ではない。早く
一流になる様，努力しなさい。」という意味合いの事をおっしゃっていました。その一流クラブとはどんな
クラブなんだろう。会員数なのか，例会出席率なのか，寄付金の額か，たくさんの奉仕活動かと色々と考
えている様子が書かれていました。あれこれしているとすぐ３月になり，倉敷でクラブ会長エレクト研修
セミナー（PETS）が開催され，２日間池上正ガバナーより，RI 会長のテーマや2690地区目標等，多くの研
修を受けました。この研修を受けて初めて会長になる資格が与えられる大事な研修でした。その週に今度
は，会員の皆様にその研修内容を報告するスケジュールになっており，日頃そんな事をしたことがない私
は大変緊張して過呼吸になりながら報告したのを覚えています。本当に緊張しました。その夜には第１回
の被選理事会があり，会長方針である「楽しもうロータリー，深めよう友情の輪」を伝え，各理事の皆様
に色々な事をお願いした何とも忙しい１日だったのを思い出します。舟橋次年度には万全な準備が出来つ
つあると思いますが，しっかり頑張ってください。
さて，本年度も半分が過ぎましたが，また振返ってみますと，７月の納涼例会での，いきなり社交ダン
スでのオープニング。このオープニングにはまいりました。さすが三垣親睦活動委員長。おかげで夫婦で
ダンス教室に習いに行く羽目になりました。しかも実費です。ありがとうございました。８月には国際奉
仕事業で岡山とサンノゼのジュニアオーケストラの交流事業とサンノゼ東 RC に表敬訪問をしたのもよい
思い出です。その時の岡山ジュニアオーケストラの「ふるさと」の演奏になぜか涙したのが心に残ってい
ます。９月には青少年奉仕事業「親子で学ぶ備前焼体験を通して地元を愛する心育成事業」Part1。11月に
Part2で後楽園でのお茶会を開催し，幼稚園児に貴重な体験をしていただけた様に思います。９月には親睦
旅行，10月には「親子３RC 合同特別例会」。その間に職業奉仕委員会による２回に渡る職場訪問。そして
12月の旭川荘でのクリスマスコンサート。年末家族特別例会。多くのご家族，メンバーに参加していただ
き大盛況に開催する事が出来，大変ありがとうございました。旭川荘のクリスマスコンサートでは就実高
校のブラスバンドによる演奏でくしくも「ふるさと」があり，サンノゼで涙した様にまた涙してしまいま
した。まだ他にも各同好会の行事，新会員の歓迎会などいろいろありましたが半年間ありがとうございま
した。後半年，今まで以上に頑張りますのでこれからもクラブ運営に際しまして皆様のご協力ご支援をよ
ろしくお願いいたします。
来週には早速ですが新年特別例会でございます。長寿のお祝いの方，年男の方，皆様で楽しくお祝いし
たいと思いますので多数の参加をお願いいたします。
まだ多少時間があると思いますので，新年を迎えて皆様に青春とはの詩を送ります。これは30年位前に
森元先輩が JC という団体のサヨナラスピーチで私が初めて聞いて，カッコいいなと思った一節です。それ
が30数年振りに新聞で改めて発見をし，ぜひ皆様に送りたいと思いました。読みます。
青春とは，人生のある期間を言うのではなく，心の様相を言うのだ。年を重ねただけで人は老いない。
理想を失うときに初めて老いが来る。人は信念と共に若く，疑惑と共に老ゆる。人は自信と共に若く，恐
怖と共に老ゆる。希望のある限り若く，失望と共に老い朽ちる。
アメリカのサミュエル・ウルマンの詩です。皆様，いつまでも青春でいてください。ありがとうござい
ました。

理事および役員，委員長 新年会（1/11）
１月11日（木）18時30分より，2017－18年度，理事および役員，委員長 新年会がアークホテル岡山で開催
されました。藤井一也会長の挨拶，山下和也職業分類委員長の乾杯の挨拶の後，各理事，役員，委員長か
ら，後半に向けての意気込みが発表されるなど，大変有意義な会となりました。最後は仁科恭一郎出席委
員長の閉会挨拶で大盛況のうちに散会となりました。

藤井一也 会長

挨拶

山下和也 職業分類委員長 乾杯の挨拶

仁科恭一郎 出席委員長

閉会挨拶

囲碁同好会（1/20）
１月20日（土）に藤井年度第２回目の囲碁同
好会がアークホテル岡山にて開催されました。
今回は９名の参加となり，白熱した囲碁大会
が行われました。 激しい熱戦の末，上位３名
が同点となり，北村同好会会長の裁量により，
優勝は佐藤会員，準優勝は仁科会員，３位北
村同好会会長となりました。その後場所を移
し，藤ひろにて冨岡幹事，若林会員も加わり，
新年会を開催。ゆっくりと親睦を深めること
ができました。

優勝

佐藤英明 会員

準優勝 仁科恭一郎 会員

３位

北村正発 同好会会長

2018.1.18

第 2362 例会

2018年

岡山東ロータリークラブ

新年特別例会
於

出席報告
会 員 数
出 席 者
出 席 率
ビジター

アークホテル岡山

100名（内出席免除者13名）
90名（内出席免除者出席11名）
91.84％（前々回訂正後出席率98.99％）
０名

１月18日（木）18時30分よりアークホテル岡山にて，新年特別例会が開催されました。長寿・年男の皆さ
ん15名を会員総勢90名で祝福し，2018年岡山東 RC の幕開けを記念しました。齊藤直前会長より乾杯の挨拶
があり，長寿・年男の皆さんによる鏡開き，若柳吉一鳳様による祝儀舞があり，大いに盛り上がりました。
会長挨拶
皆様，こんばんは。
新年特別例会に多数のご参加ありがとうございます。普段の例会よりも出席率がよく，これもきっとご
長寿のお祝いと年男のお祝いをみんなで盛大に祝いましょうという表れだろうと思います。
後ほど，皆様にご紹介があると思いますが，米寿の若林会員をはじめ，傘寿，喜寿，古希，還暦の方14
名と年男の方１名のお祝いの会です。
皆様，新年の幕開けにふさわしく，にぎやかで和気あいあいと，「楽しもうロータリー，深めよう友情の
輪」を実践しましょう。

＜長寿会員14名（数え年）＞
米寿（88歳） 若林宣夫 会員
傘寿（80歳） 井上一 パスト会長
喜寿（77歳） 井上英雄 会員，北村正発 会員，大河原喬 会員，内山隆義 会員
古希（70歳） 荒川謙三 パスト会長，石井英行 パスト会長，岩田冨士夫 会員，
眞殿重喜 会員，西下裕平 パスト会長
還暦（61歳） 黒住陽一 会員，齋藤信也 会員，佐々木篤 会員
＜年男会員１名（満年齢）＞
昭和45年生まれ（48歳） 神田豪 会員

藤井一也 会長挨拶

安藤究真 親睦活動副委員長挨拶

齊藤博臣 直前会長乾杯挨拶

司会 赤松興一 会員

長寿を代表して
若林宣夫会員 挨拶

記念品を贈られた長寿の皆さん。
おめでとうございます（石井パスト会長欠席）

記念品を贈られた神田会員。
おめでとうございます

鏡開きに登壇。祝福を受ける長寿・年男の皆さん

若柳吉一鳳様 祝儀舞

お世話になった親睦活動委員会の皆さん

カラオケで熱唱

手に手つないでの大合唱

藤岡副会長閉会挨拶

