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本日のプログラム
「東京でやること，岡山でやり残したこと」
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

No.2215
３月22日のプログラム
「膵臓癌について知ろう」
岡山済生会総合病院 胆膵内科主任医長
藤井雅邦 様

例会報告（3/8）
出席報告
会員数 100名（内出席免除者13名）
出席者 84名（内出席免除者出席12名）
出席率 84.85％（前々回訂正後出席率91.00％）
ビジター ０名

お 食 事
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

会長挨拶・報告
皆様こんにちは。
本日は雨模様ですが，日々暖かさを感じるようになり，春もすぐそこまで来ているのだなあと思える時
期になりました。
本日の卓話は，舟橋会長エレクトより PETS 報告があります。次年度 RI テーマは，「インスピレーショ
ンになろう」。そして地区スローガンは，「チャレンジしよう」だそうです。この後の卓話を楽しみにして
おります。
それから３月18日の I.M. では，小橋青少年奉仕委員長の事例発表があります。
また，堀広報委員長より紹介があると思いますが，本日紹介の『ロータリーの友』に，岡山東 RC の「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」が掲載されました。今年度もまだまだ色々な事業
が残っております。
この時期は，次年度と何かと重なって事業が進んでいきますが，目指すところは一緒です。親睦と奉仕
です。
この先６月まで，「楽しもうロータリー，深めよう友情の輪」でよろしくお願いいたします。
幹事報告
１．先週，３月１日例会時に集めさせていただきました「台湾東部地震への義援金」ですが，100,000円
とし，早速，池上正地区ガバナー事務所に送金させていただきました。
２．米山奨学生学友会の冊子が届いております。他クラブ週報とともに回覧いたします。
次年度幹事報告
本日，18時30分より，第１回被選理事会を，岡山プラザホテル４階「烏城の間」にて，開催いたします。
次年度理事および役員の皆様，よろしくお願いいたします。

新会員へのバナー贈呈
国際ロータリー第2690地区2017−18年度ガバナー池上正様よりバ
ナーが届いており，藤井一也会長より１月入会の新会員，津島伸章会
員へバナーの贈呈が行われました。

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，同ホテル９階に於きまして写友「輪影」展に向けました作品選考会を行います。最
終の選考会となりますので皆様の力作をぜひお持ちください。
●広報委員会 堀善直 委員長
「ロータリーの友」３月号 主要記事のご案内
（横組み）
特集「１滴の水から広がる奉仕」（７ページ〜）
特集「ローターアクトからロータリーへ」（16ページ〜）
心は共に 須賀川南 RC（21ページ〜）
（縦組み）
「今からはじめる，長生きのための食生活の秘訣」笠井奈津子（４ページ〜）
クラブを訪ねて「網走 RC」（９ページ〜）
友愛の広場（13ページ〜）
「続けてきたからこそ得られた感動」真庭 RC
卓話の泉（20ページ）
私の一冊「1941決意なき開戦」「騎士団長殺し」
ロータリーアットワーク（28ページ）
「備前焼を通じて地元愛を」岡山東 RC
声（32ページ）
荒川パスト会長のロータリーの友12月号の感想が掲載されています。

SAA
●スマイル●
藤井
久々にロータリーの友に岡山東 RC の記事が載りました。皆様ごらんください。
荒川
毎月「パズル」に応募していますが，確率の高い割に全く当たりません。その折，少し
「ロータリの友」への感想を書きますと，今月号に載ってしまいました。パズルにも当た
りたいです。
舟橋
① PETS に参加して参りました。鳥居滋パストガバナーや荒川謙三ガバナー補佐（予定
者）にもご指導いただき，大変勉強になりました。精一杯気張る心構えが出来たように思
います。本日，PETS 報告させていただきます。皆様どうぞよろしくお願い申し上げま
す。 ②本日被選理事会を開催させていただきます。よろしくお願いします。
冨岡
高校生の長男から，「学校主催の海外留学があるので，どうしても行かせてほしい」との
話になりました。去年８月，私がサンノゼ訪米したことで，触発されたみたいです。そ
して，本日早朝，イギリスへ２週間の短期留学に出発しました。なにか得るものもあろ
う，と期待し見送りました。
内山（淳） 本日，2018－19年度第１回被選理事会がいよいよ開催されます。次年度の理事及び役員
の皆様何卒よろしくお願いいたします。
諸國
結婚記念日の祝いありがとうございました。
福武
誕生日プレゼントありがとうございました。
勘藤
誕生祝いありがとうございました。74才になります。体と頭の老化を感じ始めました。
よろしくお願いいたします。
横手
３月４日たけべの森ゴルフでは，たいへんお世話になりました。
土井
①藤井会長，誕生日のお祝いありがとうございました。 ②松本さん，貝原さん，しまじ
ろうプレイパークではお世話になっております。
松本
①先日は誕生日のお祝いをいただきありがとうございました。耳かき好きなので嬉しいです
（まだ使ってませんが…）
。 ②土井さん先日の愛知県犬山市ではありがとうございました。
辻
先日は，結婚記念日においしいメロンをお送りいただきありがとうございました。いつ
までも，妻にメロンメロンです。

中井
岩田
奥野
津島
貝原


誕生日プレゼントありがとうございました。早速使わせていただきました。人の話がよ
く聴けるようになった気がします。
３月４日結婚記念日のお祝いありがとうございました。又１年続けれるようガンバります。
先日妻の誕生日にお祝いをいただきありがとうございます。おかげ様で，なんとか愛を
つなぎとめております。これからもがんばります。
遅くなりましたが，２月22日にイニシエーション・スピーチの場を設けていただき，又
週報にて，スピーチレポートを載せていただきありがとうございました。
土井さん，しまじろうお世話になりました。昨日，東京から新幹線で帰る途中で，人生
初の停電による緊急停車を体験しました。「ガァー！」となって「ガッタン」，車内の電
気も全部消えました。再起動の「シュイー！」とカッコいい音でした。
17件 76,000円

3月8日のプログラム

「PETS報告」

舟橋弘晃 会長エレクト

平成30年３月３日（土）
・４日（日）の両日，ホテルグランヴィア岡山で PETS
（President Elect Training Seminar）に参加させていただきましたので，報告申し
上げます。
次年度 RI 会長は，バリー・ラシン（Barry Rassin）氏で，バハマの病院運営者
（現在顧問）です。RI 会長予定者であったサミュエル・オオリ氏（ウガンダ）の急死
により，急遽就任されました。2018－19年度国際ロータリーのテーマは，「Be the
Inspiration（インスピレーションになろう）」です。これを受けて，当 RI 第2690地
区の末長範彦ガバナーエレクト（岡山 RC）は，地区スローガンを「チャレンジし
よう」と定められました。基調講演の中で，ロータリーの基本である善を基にし
た信頼性を大事にして，時代の大きく急な変化に対応するクラブにする責任を求
められました。また，地区最重点目標として「会員増強 各クラブ純増最低１人純増」を始め，いくつか
の重点目標を公表されました。
続いて，佐藤芳郎次期地区研修リーダー（パストガバナー）から「クラブ会長に就任することの意味」に
ついて講演がありました。先ず，覚悟と責任を持てと強いメッセージをいただき，変化を生み出そうとす
る意欲を心に芽生えさせ，クラブ運営のインスピレーション，クラブ活性化のためのアイディア探しが
PETS の目的であり，会員にロータリーを好きになってもらう運営をすることが重要とご教授いただきまし
た。先ずは，ロータリーの奉仕活動に参加していただき，実践し，ロータリーを楽しみ，好きになってい
ただければ，友人を誘い増強につながるロータリーサークルが完成するとのことでした。時代に適応し続
ける努力を惜しまず，クラブを存続発展させ，2020年に予定されている日本ロータリー100周年を祝おうと
励ましていただきました。
その後，木下光一2018年 RI 研修リーダー（大分城西 RC）に「変化する世界の中で 〜ロータリーと私〜」
と題した講演をいただきました。ご自身の歩みをご紹介いただき，ロータリーは経営者としての自分をよ
り成長するための絶好の機会との考え方をご披露いただきました。職業奉仕は実践的概念であり，ロータ
リーの高潔性は，悪いことをしないだけでなく，社会的意義のある価値を生み出すことにあり，自社を毎
年少しずつ増収，増益，増員に導く年輪経営こそがロータリーの職業奉仕であり，顧客の共創，社員との
共育が必須で，その精神は人間尊重経営の推進とのことでした。また，ロータリーの職業奉仕の理念は，
日本の高度経済成長を支え，オーナー企業の健全成長の精神的支柱であると指摘されました。今，世界は
新社会構造を作り出す過程に突入しており，既存のロータリアンの枠にはまらない人の増加により会員減
少が起こっているが，時代へ適応する創意工夫でクラブを成長させ新たな地域社会構築する絶好機会であ
ると仰いました。地域経済・社会を支える無数の中小企業の各会員の職業奉仕を通じた成長が，地域の活
性化につながるので，RC の役割は極めて重要であると喚起いただきました。良い社会・経営を実現するの
はリーダーであり，このリーダーシップを学ぶことこそロータリーがくれる最高の宝で，特にそれらを生
み出す例会の重要性を認識しなさいとご指摘いただきました。最後に，今こそロータリアンの出番であり，
全力で一所懸命打ち込むよう檄を飛ばしていただきました。
４日には，渡辺好政 元 RI 理事（児島 RC）から「素晴らしいロータリーのリーダーであり続けるため
に」と題した講演をいただきました。先ず，素晴らしいロータリアンになろう，素晴らしいロータリーの
リーダーになろう，そして，地域社会・国・より良い世界のために奉仕しよう，と格調高く訴えられまし
た。ロータリーは奉仕団体でなく，奉仕の心を持った会員の組織であり，ロータリークラブこそ奉仕活動
の原点と仰いました。また，Ian Riseley 現 RI 会長と Barry Rassin 次期 RI 会長の共通点は，“持続可能性
（Sustainability）”の多用にあり，“持続可能性”はロータリーの合言葉になっていると指摘されました。国際
ロータリーの３つの試練（二つの世界大戦と世界恐慌），特に世界恐慌に際して職業奉仕を支えに乗り切っ

た経験があることを挙げられ，職業奉仕の重要性を認識しつつ，時代に柔軟に対応することこそが持続可
能性につながると指摘されました。充実したロータリークラブを目指してクラブを導くことこそクラブ会
長の役割と責任であると教授いただきました。素晴らしいロータリーのリーダーであり続けるためには，
積極的な良い夢を持ち，積極的な前向きの良い言葉を使い，積極的な前向きの良い友人を持ち，持続可能
性を確保するために様々なタイプの方と上手に付き合う必要を説いていただきました。最後に，「置かれた
場所で咲きなさい」との渡辺和子女史の言葉を贈っていただき，「寛容」の精神で心の「新田」を耕す必要
を説いて励ましていただきました。
また，鳥居滋パストガバナーから，「Be the Inspiration（インスピレーションになろう）」についての解説
をいただきました。「be」動詞や「the」が使われている意味や「Inspiration（Inspire の名詞）」の意味から，
「ロータリー活動をいっそう鼓舞しよう」ということであるとのことでした。また，渡辺好政元 RI 理事か
らは，Sheri K Hoff 博士の Be the inspiration 運動では，「Make a Difference」の実践編との見方も紹介い
ただきました。末長ガバナーエレクトが研修された GETS では皆で太鼓を叩いて始まったとの報告もあり，
鼓舞しようということと関係があるとも紹介されました。私なりに，「（創造的なうねりを引き起こす）キッ
カケになろうよ！」とか「大切で，なくてはならないものになろうよ！」と理解しました。
グループディスカッション「それぞれの元気なクラブづくり」では，リーダーに太田洋一ガバナー補佐
（津山西 RC），サブリーダーに荒川謙三ガバナー補佐（岡山東 RC），カウンセラーに鳥居滋パストガバナー
（岡山東 RC）を迎え，各クラブの課題と現状を報告し，指導いただきました。荒川謙三ガバナー補佐は，活
性化には増強が一番で，会長の元気・リーダーシップが重要であり，酒席（例：岡山 RC の水曜倶楽部）が出
席率向上に繋がるとまとめられました。
PETS に参加させていただき，大いに感化され，気張る覚悟と心構えを新たにしました。RI 会長テーマ，
RI 第2690地区スローガン，当クラブ創立50周年テーマ「友と未来へ」と，今回学ばせていただいたことを
考慮に入れて，来年度の会長方針を「親睦を深化し，一隅を照らそう」とさせていただくことにしました。
会員一人ひとりが親睦の中で学び，それぞれに照于一隅（一隅を照らす）に励むことが，一燈照隅 万燈照国
（いっとうしょうぐう ばんとうしょうこう）「一隅を 照らす光が集まれば，その光は国（クラブ・地域社会）
全体をも照らすことになる」ような，創立50周年という節目の一年となればと思います。７月からは，ど
うぞよろしくお願い申し上げます。

写友「輪影」展 出展作品選考会（3/8）
３月８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いました。
『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。

2018−19年度第１回被選理事会（3/8）
３月８日（木）18時30分より岡山プラザホテル「烏城の間」にて，次年度の第１回被選理事会が開催され
ました。舟橋弘晃次期会長から次年度の運営方針として「親睦を深化し，一隅を照らそう」が掲げられ，
創立50周年の節目の年を一丸となって祝い，我がクラブが皆様と共に未来に向けて更に発展するよう全力
を傾注したい旨の表明がありました。基本計画，年間行事，予算案，地区補助金申請事業などの重要事項
について活発な質疑，意見交換を経た後，内山淳次期幹事よりその他の審議事項と報告・確認・依頼事項
について詳細な説明があり，全ての議案について承認されました。
（出席者）舟橋・藤岡・山下（和）
・齋藤（信）
・大西・藤井・石井・西下・浮田・井上（和）（代理：弘中）
・
渡邊（修）
・岡﨑（代理：若林）
・菅野・神田・佐々木・福武・和氣・内山（淳）
・貝原

［文章・写真提供：若林宣夫 会員］

舟橋次期会長挨拶

会場風景

