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第2371例会

▲

本日のプログラム

「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

No.2216
４月５日のプログラム
お祝い行事
「未定」
山田泰照 会員
●３月29日は例会休会
（定款第８条第１節による）

例会報告（3/15）
出席報告
会員数

100名（内出席免除者13名）

出席者

80名（内出席免除者出席11名）

出席率

81.63％（前々回訂正後出席率92.00％）

ビジター

お 食 事
（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

０名

会長挨拶・報告
皆様こんにちは。日々気温の方も高くなり，花粉症の皆様にとりましては，つらい日々が続いておりま
す。どうぞご自愛ください。
さて，今週の日曜日には美作文化センターにおいて I.M. が開催されます。出席予定の方は是非，小橋青
少年奉仕委員長の事例発表をお聞きください。よろしくお願いいたします。
本日のプログラム講師，ファジアーノ岡山の木村社長ですが，卓話をお願いした時には，「いつ頃になる
かな」と思っておりましたが，木村社長が急きょ，J１の専務理事に就任されるということが決まりました
ので，お忙しい中，本日お越しいただきました。「東京でやること，岡山でやり残したこと」と題しまして
卓話を賜ります。苦しい胸の内や今後のファジアーノ岡山のことなどもお聞かせいただけると思います。
岡山東ロータリークラブの中にもスポンサーが多く，皆様，大変興味を持っております。実は私もスポン
サーの一人です。ファジアーノ岡山はただいま三連勝中であります。皆様，応援よろしくお願いいたしま
す。

幹事報告
１．今週，３月18日（日），第８・９グループ合同 Intercity Meeting が，美作文化センターに於いて開催
されます。バスにご乗車の方は，10時に岡山プラザホテルを出発いたします。途中，岡山駅西口に
於いても乗車可能です。なお，搭乗場所を変更される場合等は，幹事，もくしは副幹事迄，お早め
にお知らせください。また，集合写真ですが，12時30分に美作文化センター正面玄関付近で撮影を
予定しております。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。

次年度幹事報告
本日，18時30分より，第１回被選クラブ協議会を，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，委員長の皆様，よろしくお願いいたします。また，理事の皆様には，３
月８日の第１回被選理事会で配布しました資料を赤いファイルに入れて必ずご持参ください。

委員会報告
●親睦活動委員会

安藤究真 副委員長

春の親睦旅行の行程についてご説明します。
春の親睦旅⾏ 1⽇⽬ 6⽉1⽇（⾦）
共通
７︓２０

岡⼭空港

集合

８︓２０

岡⼭空港

出発

新千歳空港

旭⼭動物園

着

園内散策

着

バス移動

１２︓００

集合・出発

昼⾷

１２︓３０

昼⾷

１４︓００

出発

（サッポロビール園にてジンギスカン）

１３︓３０
札幌の街並みを⾒ながらバス移動
ホテル

チェックイン

各⾃
１８︓００

ホテル出発
バス移動

１０︓１５

１２︓００

１４︓１５

観光
８︓００

ＡＮＡ３７９便
１０︓１０

春の親睦旅⾏ 2⽇⽬ 6⽉2⽇（⼟）

⾃由⾏動

ホテル

バス出発

⾷事会場へ

春の親睦旅⾏ 2⽇⽬ 6⽉2⽇（⼟）
ゴルフ
７︓３０

ホテル出発

観光
１８︓００

ホテル着

１８︓３０

⼣⾷

（ゴルフと合流）

（海鮮）（ゴルフと合流）

春の親睦旅⾏ 2⽇⽬ 6⽉2⽇（⼟）
写真

９︓００

ホテル出発

バス移動
９︓３０

ゴルフスタート（予定）

移動
⻄積丹半島の撮影

ラウンド

昼⾷

昼⾷

余市ニッカウヰスキー⼯場

移動など
１８︓００

ホテル着

１８︓３０

⼣⾷

（観光と合流）

１６︓００

ホテル着

１８︓３０

⼣⾷

（海鮮）（観光と合流）

（⼩樽市内）

（海鮮）

⼩樽運河

撮影等

⼩樽泊

春の親睦旅⾏ 3⽇⽬ 6⽉３⽇（⽇）
観光・ゴルフ
９︓００
１０︓１５

ホテル出発

春の親睦旅⾏ 3⽇⽬ 6⽉3⽇（⽇）
写真

１０︓００

ホテル出発

バス移動

移動
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⽩⽼町

着
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昼⾷

１２︓３０

昼⾷

杜台ファーム

１４︓００

⼩樽出発

ウトナイ湖

１６︓００

新千歳空港

着

１５︓００

新千歳空港着

１８︓３５

ＡＮＡ３８０便

１８︓３５

ＡＮＡ３８０便

２０︓３５

岡⼭空港着

２０︓３５

岡⼭空港着

（サラブレット撮影）
撮影

●ゴルフ同好会

末藤達也 親睦活動副委員長

本日，第７回ゴルフ同好会の組み合わせをポスティングさせていただいております。3月21日（水）たけべ
の森ゴルフ倶楽部で開催されます。尚，藤岡副会長のご配慮でメンバー競技料金になっていることをこの
場を借りてご報告させていただきます。

SAA
●スマイル●

藤井

木村社長ようこそ！

卓話楽しみにしてます。I.M. で小橋青少年奉仕委員長事例発表頑

張ってください。
石井

木村社長ようこそ。卓話楽しみにしています。東京でもがんばって下さい。

舟橋

①先週，貝原 S.A.A. が新幹線で停電に遭われたとスマイルされましたが，月曜日，私も
停電で急遽飛行機に変更をしました。週に２回の停電，日本の大動脈心配です。 ②ファ
ジアーノ開幕３連勝嬉しい限りです！

③本日，第１回被選クラブ協議会を開催させて

いただきます。よろしくお願いします。
藤岡

①非常に良い事がありました。時期が来ましたら発表します。 ②久しぶりに岡﨑会員の
お顔を拝見しうれしく思っております。あまり無理をなさいませんように！！

冨岡

㈱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，岡山東 RC へようこそお

越しいただきました。 ②本日，３月15日で確定申告も最終日となります。関係各位には
ご迷惑をおかけしました。お許しください。明日よりロータリーに完全復帰します。
内山（淳） 岡山ファジアーノスポーツクラブ

木村社長，ようこそ岡山東 RC へお越し下さいまし

た。今後，同級生としてますます東京でご活躍されることを祈念します！！
大澤

ファジアーノ岡山スポーツクラブ代表

木村正明様，本当にお忙しいところ当クラブ例

会にお越しいただき誠にありがとうございます。卓話を楽しみにしています。よろしく
お願いいたします。
大西

米田パスト会長のおかげで，２年ぶりに中央町へ足を踏み入れました。香水と混ざった
独特の香りに，懐かしさを覚え，夜のスナイパーとして活躍していた昔の自分（自嘲気
味）を思い出しました。夜の職業奉仕視察も大切です。

渡邊（修） 木村さん，お忙しい中お越しいただきありがとうございます。卓話楽しみにしています。
そして今後の世界レベルでのご活躍も祈念申し上げます。
木村

ファジアーノ，今期只今３連勝中，期待しています。木村社長と同姓のよしみではあり
ませんが，企業としてスポンサーを長年しています。

根木

木村社長お元気で。

吉野

欠席が続き申し訳ありません。２月末から１週間，仕事でアメリカ・ニューヨークに
行っておりました。合間にトランプタワーを外から見てきました。

池田

①「企業と子育てについてのシンポジウム」の反省会をいたしました。藤井会長，大西
委員長には大変お世話になりました。 ②木村社長これからの御活躍をお祈り申し上げま
す。陰ながらですが応援しております。

菅野

貝原 S.A.A. 先日お預かりしました荷物，本日11時頃無事納品完了いたしました。ありが
とうございました。

勘藤

今朝突然目が真っ赤に充血してきましたので，これから眼科に行って「目行く（メイク）
アップ」して来ます。来週の例会はお彼岸のお参りで例会を欠席します。よろしくお願
いいたします。合掌

佐々木

藤岡さん，山田さん，横手さん，昨日は大変お世話になりました。いただいた御恩の一
部をスマイルいたします。

井上（英） 旭川荘の梅の植樹式においで下さい。梅は元気で美しい花を咲かせています。お待ちし
ています。

横手

①更井様，石井様，内山（淳）様，昨日はお世話になりました。 ②三垣様，先日はありが
とうございました。

日名

①米田さん申の会ありがとうございました。 ②横手さん迅速な対応ありがとうございま
す。よろしくお願いします。

石原

ファジアーノ岡山

木村社長様ようこそおいで下さいました。東京での活躍を祈念して

おります。
松本

①先程，無事娘の小学校の卒業を見届けることが出来ました。色々あった６年間で少し
目頭が熱くなりました。 ②先日は藤井会長，大西委員長，三垣委員長，横手さん，あり
がとうございました。

横田

ファジアーノ岡山

木村社長，当クラブにお越しいただきありがとうございます。東京

での活躍を応援させていただきます。
岡﨑

しばらく例会等を欠席し，大変ご迷惑をお掛けいたしました。今回はデリケートな個所
も折ってしまい…くれぐれも，大人しくするよう，釘を（何本も）さされてしまいました。
反省しております。

平井

３月13日の結婚記念日にお祝いのメロンをいただきありがとうございました。

貝原

①木村様，植田様，ようこそお越し下さいました。昨年ファジ丸のふわふわを作らせて
いただきました。今年は今月中に国体町のボールがリニューアルします。 ②菅野さん，
一昨日大変お世話になりました。



3月15日のプログラム

「東京でやること，岡山でやり残したこと」

25件

109,000円

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

岡山東ロータリーの皆さまこんにちは。12年前，まだ誰もファジアーノ岡山を
相手にして下さらなかったころ，岡山東ロータリークラブ様の卓話に呼んでいた
だけた喜びを昨日のことのように覚えております。誠にありがとうございます。
さて，私事で恐縮なのですが，この度ファジアーノ岡山代表取締役を退任する
ことになりました。先月 J リーグのチェアマンから依頼を受け，二度断ったので
すがリーグ全体の専務理事に就任することになりました。中立の立場を保たない
といけない都合上，ファジアーノ岡山の株も売却し，役員を退任せねばなりませ
ん。
37歳の時に全てを捨てて岡山へ戻ってきました。広島カープが球団創設26年で初優勝をした時，広島市
民の９割は市民球場に行ったことがあった，と聞きました。海外赴任していたころには必ずみな地元のス
ポーツチームの自慢をしていました。岡山でもそんな景色を見てみたい，それを作ることは人生をかける
価値のあることだ，という覚悟で12年前，岡山に戻ってまいりました。
専務理事の任期である２年後，また岡山に戻ってくるつもりでおりますが，岡山でやり残したこととし
て，ひとつは他種目展開です。現在先生の情熱だけによって支えられている学校の部活動ですが，それを
地域のスポーツクラブで担うことが必要だと考えております。地域のスポーツクラブが専門の指導者を抱
え，岡山の子どもたちは自身が望むスポーツを良い指導者と環境のもと無料でできること。これを目指し
ています。そのためにはまずファジアーノ岡山として男子サッカーの一点突破し，地域の皆さまとの信頼
関係を築かせていただく必要がある，そう考えております。
クラブ創設３年で J リーグ加盟，７年で活動拠点の確保，10年で平均来場者数１万人，20年ですべての
スポーツスクールを展開，30年でその無料化。これが目標です。
ふたつめは選手のセカンドキャリアについてです。競技の特性上，20代や30代前半の選手がキャリアを
終えることになります。引退した選手が岡山で社会人としての基礎を学び，岡山の企業で活躍できるよう

な仕組みを，日本で最初に作りたいと考えております。
今季，私の退任が決まってから開幕三連勝しており，選手たちはのびのびプレーしているのでは無いか
と思います（笑）。
ぜひ心の片隅でもファジアーノ岡山を応援していただければ幸いです。サッカー界では類を見ないので
すが選手は茶髪禁止です。選手らも覚悟を持って来てくれています。
これからもここ岡山で，岡山らしいクラブを作り続けていくことは変わりませんので，今後ともご指導，
ご支援を賜ることができれば幸いです。
12年間，誠にありがとうございました。

2018 － 19 年度第１回被選クラブ協議会（3/15）
３月15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回被選クラブ協議会が開
催されました。
舟橋弘晃次年度会長より，次年度の活動方針である「親睦を深化し，一隅を照らそう」が発表され，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と，基本計画の発表がありました。そして，内山淳次年度幹事より，年間行事・予算
案・依頼事項について説明がありました。
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）
・渡邊（修）
・岡﨑・
菅野・神田・佐々木・福武・和氣・内山（隆）
・横田・岡本・内山（淳）
・貝原

欠席者

影山・横山

次年度職業分類・会員選考・会員増強合同委員会（3/16）
３月16日（金）18時30分よりアークホテル岡山 ２
Ｆ「あくら」において，クラブ奉仕Ａ（職業分類委
員会・会員選考委員会）
・会員増強委員会合同委員
会が，舟橋次年度会長，内山次年度幹事のご出席
もいただき，総勢15名で開催されました。
舟橋次年度会長から次年度の会長方針の説明の
後，内山職業分類次年度委員長，西下会員選考次
年度委員長及び浮田会員増強次年度委員長から次
年度の活動予定や方針の説明がありました。初顔
合わせということもあり，その後皆さんと親睦を
深め，最後に山下次年度副会長に閉会のご挨拶を
いただき浮田次年度委員長の中締めで，盛況のう
ちに散会となりました。


［文章・写真提供：福原弘之 会員］

RI 第 2690 地区第８・９グループ合同インターシティー・ミーティング（3/18）
３月18日（日）13時より，美作市・美作文化センターにおいて，RI 第2690地区第８・９グループ合同
I.M. が，美作 RC と岡山 RC をホストとして開催され，我がクラブからは，藤井一也会長をはじめ28名が出
席しました。
今回の I.M. は，①特別講演，②記念講演，③広報活動の事例紹介発表の三部構成で行われました。①
の特別講演では，「ポリオ根絶への道，これまでとこれから」と題して，RI 第３ゾーンエンドポリオ ナウ
ゾーンコーディネーター松本祐二氏（益田西 RC・パストガバナー）の講演がありました。②記念講演では，
「ロータリーを語ろう」と題して，二神典子「ロータリーの友」前編集長が，ロータリーの新しいロゴの使
い方，ロータリーについての数々の話題について講演。③広報活動の事例紹介では，美作 RC，真庭 RC，
岡山東 RC，岡山北西 RC から４会員より発表があり，我がクラブからは，小橋青少年奉仕委員長が今年度
取り組んだ「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」を通じて，多くの人にロータリー
活動を周知出来たことを発表し，会場から大きな拍手を頂きました。
本日の I.M. の締めくくりとして，池上正ガバナーから上々の評価を受けたあと，RI 第2690地区ガバナー
エレクト末長範彦氏（岡山 RC），第８グループ次期ガバナー補佐 太田洋一氏（津山西 RC），第９グループガ
バナー補佐 荒川謙三氏（岡山東 RC）がそれぞれ紹介され，ロータリアンとして有意義な I.M. の一日を過ご
すことができました。


［文章・写真提供：若林宣夫 会員］

美作文化センター前にて

来賓席

岡山東 RC の紹介に両手をあげて応える

第８グループガバナー補佐 高原孝氏（美作 RC）による開会挨拶

松本祐二パストガバナーによる特別講演

二神典子氏（ロータリーの友 前編集長）による記念講演

おおあえ

広報活動の事例紹介発表者の皆さん（右から美作 RC 則本氏，真庭 RC 植田氏，岡山東 RC 小橋氏，岡山北西 RC 大饗氏）

岡山東 RC・小橋雅治青少年奉仕委員長の発表

閉会式で本日の I.M. 所感をいただいた池上正ガバナー

末長範彦ガバナーエレクト挨拶

荒川謙三第９グループ次期ガバナー補佐挨拶

鳥居滋パストガバナーによる乾杯

懇親会

I.M. に参加して感じたこと


奥野一三 会員
私は入会して初めて国際ロータリー第2690地区第8・9グループ I.M. に参加しま

した。益田西 RC 松本祐二氏の特別講演「ポリオ根絶への道，これまでとこれか
ら」からはロータリーの活動の意義の大きさと世界とのつながりに驚きと感動を得
ることが出来ました。次に「ロータリーの友」前編集長二神典子氏の講演「ロー
タリーを語ろう」からは短い時間で，ロータリーの紹介をするという突然の問いには，何事も学び・整
理して他人に分かりやすく伝える大切さを学ぶことが出来ました。最近の奉仕活動を，岡山東 RC から
小橋雅治青少年奉仕委員長が見事に報告され，岡山東 RC の活動内容と成果に誇りを感じました。荒川
謙三次期ガバナー補佐の紹介が行われ，来期に向けてさらなる活動の継続・発展を誓い合いました。岡
山東 RC の団結力とロータリーの活動のすばらしさを感じることが出来ました。

