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第2368例会

▲

本日のプログラム
お祝い行事
「1917−18年の国際情勢と作曲家の人生を回顧する〜
ドビュッシー没後100年・プロコフィエフ来日100年」
横田亮 会員

No.2213
３月８日のプログラム
「PETS 報告」
舟橋弘晃 会長エレクト

例会報告（2/22）
出席報告
会員数 100名（内出席免除者13名）
出席者 76名（内出席免除者出席11名）
出席率 77.55％（前々回訂正後出席率93.00％）
ビジター ２名

お 食 事
ビ ーフ カツレ ツ ポ テトグ ラタン 添 え ，
ビーフカツ デミソースマスタード風味，
大根と白菜のサラダ，ライス，コーヒー

会長挨拶・報告
皆様，こんにちは。今日２月22日は，２が３つつながるので何の日か調べてみました。ニャン，ニャン，
ニャンという猫の鳴き声の語呂合わせということで1987年に制定された「猫の日」だそうです。ちなみに
ロシアは３月１日，アメリカは10月29日。ヨーロッパの多くの国がワールドキャットデイとしている日は
２月17日だそうです。色々な日があるんだろうと思いますが，皆様も今日は何の日かと調べてみるのも面
白いかもしれません。
２月17日には，青少年奉仕委員会の事業で「少年はだか祭り」に行ってきました。五福筒を子供たちに
投げさせてもらいました。昔からいう備前平野に春を呼ぶという西大寺会陽も無事終わり本当になんとな
く暖かくなった様な気がします。季節の変わり目，皆様方も健康に留意され花粉症も出てきてますが，予
防をしっかり行ってください。
「楽しもうロータリー，深めよう友情の輪」よろしくロータリー活動，お願いします。
幹事報告
１．本日，第４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。開催は，４月12日（木）18時
30分より，岡山プラザホテルに於いて開催予定です。テーマは，「岡山東 RC 創立50周年について」
となります。ご確認の程よろしくお願いいたします。
２．他クラブ週報を回覧いたします。
委員会報告
●写真同好会 写友「輪影」 松本崇 同好会運営幹事
本日，例会終了後，作品選考会を行います。本日は21名の参加予定となっております。選考の順番等は
お急ぎの方から優先的に行いたいと思っていますので，ご協力のほどよろしくお願いいたします。

SAA
●スマイル●
藤井
青少年奉仕委員会の事業で少年はだか祭りでの五福筒投げに参加してきました。会陽も
終わりそろそろ春がくるのかなァと待ちわびてます。暖かい日が待ちどおしいです。
横山
家内の誕生日にフェイラーのハンドタオルをいただきました。大変喜んでいます。あり
がとうございました。
糸島
中島義雄様，ようこそおいで下さいました。
齊藤（博） ①更井さん先週はありがとうございました。 ②岡本さんありがとうございました。 ③
先日の麻雀同好会「東風の会」で初めて優勝しました。
舟橋
いよいよ暖かくなって参りました。私の鼻センサーもようやく春の訪れを感知していま
す。花粉症の皆様，お見舞い申し上げます。
藤岡
①糸島先生に大変お世話様になりました。 ②昨日不覚にも運転中携帯電話し，パトカー
に捕まりました。１つの警告とし，今後この様な不名誉のないようにします。
冨岡
２月17日（土），小橋雅治委員長をはじめ，青少年奉仕委員会の皆様と，「少年はだか祭
り」に参加させていただきました。その際，山下和也職業分類委員長には，いろいろな
場面で便宜を図っていただき，大変感謝申し上げます。
内山（淳） 今週は，のど風邪で高熱が出てダウン。今日の司会も聞き苦しいと思いますがご容赦願
います。インフルではありませんので。
三垣
先々週，あるメーカーの招待で南国に行ってきました。そして先週は業界？で出掛けて
ました。その間煩悩の会にて優勝してしまいました。まだまだ頑張りますよ。
山下（和） ２月17日少年はだか祭りも無事終わりました。春近しで，いい季節になるでしょう。藤
井会長，冨岡幹事，小橋委員長ごくろうさまでした。
白髭
①先日はハートクリニック 日名先生にお世話になりました。感謝します。 ②少しいい
事がありました。スマイルします。
横手
日名先生，無事終了ありがとうございました。
近藤（聡） 昨日，仕事の帰りに藤岡さんの会社へ寄りました。会長室の建物の外にアプローチ用の
ボールが20球，２ヵ所！ 会長室にパター用に20球！ こんな人に勝てるわけがありま
せん！！ 藤岡さんとゴルフで何かをされてる方はぜひ！ハンディの見直しをおすすめ
します。まいりました！！
大河原
①女房の誕生日祝をいただきありがとうございました。 ②冨谷様に先週大変お世話にな
りありがとうございました。
神田
①結婚記念日のお祝いありがとうございました。 ②本日早退いたします。すみません。
宮本
私の会社設立30周年。組合設立15年。節目の年を心身共に健康で迎えることができまし
た。感謝感謝の毎日です。
朝霧
藤井会長，西大寺マラソンへの会社からのご協賛ありがとうございます。でもすいませ
ん，今日は仕事の為早退します。申し訳ありません。
寺坂
妻の誕生日プレゼントを受け取りました。妻も喜んでおりました。ご厚意に感謝いたし
します。
奥野
遅くなりましたが２月11日の「企業と子育てについてのシンポジウム」ではさまざまな
学びをさせていただきありがとうございました。今後もよろしくお願い申し上げます。
貝原
安藤親睦活動副委員長，今日は S.A.A. のお手伝いありがとうございました。

20件 98,000円

２月22日のプログラム

「イニシエーション・スピーチ」
11月より藤岡千秋様，大河原喬様の推薦で入会をさせていただいた松永光弘で
す。
私の経歴を申しますと昭和38年11月11日の54歳です。家族は妻女児２人の４人
家族で御座います。生まれは大阪府城東区生育で五才の時に父親の転勤で岡山に
参りました。小学校は岡山で中学１年は大阪で後はずっと岡山で暮らしています。
大学卒業後は父の経営している鋼材の溶断業で働き29歳の時父が出資貰ってい
る会社と別れ新たに会社，現在の大松精機を家族でもう一度起こし，一から鋼材
のレーザー加工会社を創めました。現在はレーザー切断のほか，曲げ加工，タッ
プ加工，溶接，機械加工，塗装まで一貫生産をしています。会社の理念は良品，

松永光弘 会員

安価，即納ですが，私は仕事や日々生活を通じて社員や関わりを持つ人たちと「幸せ感」を持って行けた
らと考えています。
私の趣味ですが弟と２人で倉カンにゴルフを行く事とスポーツクラブに行く事です。
最後に工場が国内外にある為，皆様にご迷惑をお掛けする事が多々有るかと思いますが精一杯参加して
参りますのでよろしくお願いいたします。

２月22日のプログラム

「イニシエーション・スピーチ」

津島伸章 会員

私は，１月11日に本クラブに入会いたしました。そして，本日２月22日と『ゾ
ロ目』の記念すべき日に，スピーチの場を設けていただき誠にありがとうござい
ます。
『ゾロ目』とは，「天使からのメッセージ…」だそうです。短期間のうちに
「111」とか「222」と言ったように何度も同じ数字の組み合わせを目にしたら「そ
れはあなたにとって大切な意味が秘められている」とのことです。本クラブに入
会させていただいたことでこういった数字に巡り合えたことに感謝すると共に，
今後に於いても意味ある幸運を願いたいと思うところです。
さて，自己紹介をさせていただきます。
私は，昭和25年８月５日生まれの67歳です。36年に１度の「五黄の寅」星座は
ど真ん中の「獅子座」です。これだけ見ると気性は荒く見えますが，本人はいたって穏やかで控えめな性
格です。
家族は，息子が２人居りますが既に独立しており，２人と2.5人の孫がいます。昨年の暮れ愛犬の『ゴン』
が亡くなり，今は３歳年下の妻と日常あまり会話のない時に口喧嘩をする極平凡な毎日を送っています。
たまに来る孫と遊ぶのが楽しみです。趣味は，これと言って取りえはなく，強いて言えば仕事と言いたい
ところですが，まだまだ未熟者であり，時折職員の足を引っ張っています。
今の仕事は，銀行時代の上司でありました『本德』氏の誘いにより15年前に入職いたしました。
学園の経緯と規模・事業内容
法人設立は平成３年４月６日ですが，経営の３要素であります「人，物，金」に乏しく念願の学校開設
まで10年かかり平成13年４月柔道整復，鍼灸の両学科からスタートしました。現在は東洋系２学科，西洋
系４学科を持つ『朝日医療大学校』と東洋系２学科を持つ『朝日医療専門学校広島校』とがあります。
学生数は，朝日医療大学校は約1,000名，朝日医療専門学校広島校は約300名の計1,300名です。
教職員数は150名，非常勤講師は約200名です。
関連事業は，朝日医療クリニック，朝日医療デイケアセンター，朝日医療居宅介護支援事業所，あさひ
鍼灸院・整骨院 ２ヵ所，アサヒサービス株式会社があります。

写友「輪影」展 出展作品選考会（2/22）
２月22日（木）例会終了後，『第29回写友「輪影」展』に出展する作品の選考会が開催されました。顧問の
津嶋久仁香先生にお越しいただき，出展作品の選考を行うと共に，最も美しい写真となるよう，トリミン
グも行いました。次回選考会は３月８日（木）例会終了後に行いますので，ぜひ作品を持ってご出席くださ
い。なお，『第29回写友「輪影」展』は４月３日（火）〜８日（日）の日程にて，天神山文化プラザ第４展示室
にて開催いたします。今回も多くの力作が出展されますので，ぜひご高覧いただきますようお願い申し上
げます。

探鳥同好会「バーディングクラブ」後楽園探鳥会（2/25）
２月25日（日）の午前中，会員14名とご家族・OB の田中ご夫妻等総勢25名（過去最多）が参加して，岡山後
楽園で探鳥会を楽しみました。芝焼きも終り，梅林の蕾も開き始めて春の訪れが間近に感ぜられる岡山後
楽園で，日本野鳥の会，太田さんの案内で探鳥を行い，約24種類の野鳥に出会いました。北への旅立ちが
早かったせいか，数は例年より少なくて残念でしたが，バーディングクラブ山田会長ご夫妻が早起きして
手造りしてくださったおいしいハムサンドなどいただきながら，参加者一同，楽しい探鳥のひとときを過
ごしました。
お世話になった山田会員ご夫妻に厚く御礼申し上げます。

［文章提供：若林宣夫 会員 写真提供：藤井一也 会長］

バーディングクラブ 山田会長の挨拶

３月の月間行事予定
例 会 行 事
１日通常例会

８日通常例会
15日通常例会

22日通常例会
29日例会休会

案内をしていただいた日本野鳥の会 太田様


プ ロ グ ラ ム

藤井会長が撮影したジョウビタキ

水と衛生月間
そ の 他 の 行 事

・お祝い行事
１日
・第９回理事会
・
「1917-18年の国際情勢と作曲家の人生を回顧する〜 ３・４日 ・P ETS（ホテルグランヴィア
ドビュッシー没後100年・プロコフィエフ来日100年」
岡山）
横田亮 会員
・
「PETS 報告」舟橋弘晃 会長エレクト
８日
・第１回被選理事会
・写友「輪影」作品選考会
・
「未定」
15日
・第１回被選クラブ協議会
株式会社ファジアーノ岡山スポーツクラブ 代表取締役 木村正明 様 18日
・第８・９グループ I.M.（美作
文化センター）
21日
・ゴ ル フ 同 好 会（ た け べ の 森
GC）
・
「膵臓癌のお話し」
22日
・梅の記念植樹（旭川荘）
岡山済生会総合病院 胆膵内科主任医長 藤井雅邦 様
・フレッシュ会員研修会
・定款第８条第１節による休会
・第５回クラブ協議会（G 補佐
訪問）

３月の月間メニュー
１日通常例会
８日通常例会
15日通常例会
22日通常例会
29日例会休会

・ブイヨンスープ，鶏肉と野菜のグリル クルミ味噌ソース，サラダ，ライス，コーヒー
・鯖押し寿司とママカリ寿司，煮物，お造り２品，ミニ山菜そば
・
（下町メニュー
（天婦羅定食）
）
天婦羅盛り合わせ，茶碗蒸し，御飯，漬物，コーヒー
・牛テールと野菜の薬膳スープ，烏賊と野菜の XO 醤炒め，御飯，ザーサイ，フルーツ
・定款第８条第１節による休会

