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第2376例会
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本日のプログラム
「青少年奉仕月間にちなんで」
小橋雅治 青少年奉仕委員長

No.2221

５月17日のプログラム
「障害を持つひとの就労意欲向上に向けた支援
〜就労 B 型利用者に関する調査〜」
社会福祉法人旭川荘障害福祉サービス事業所「あおば」
支援課長 井上友和 様

例会報告（4/26）
出席報告
会員数 100名（内出席免除者13名）
出席者 83名（内出席免除者出席12名）
出席率 83.84％（前々回訂正後出席率87.88％）
ビジター ０名

お 食 事
（下町メニュー
（肉ジャガ定食））肉ジャガ，
厚焼き卵と塩鯖，スパゲッティサラダ，御
飯，汁，漬物，デミコーヒー

会長挨拶・報告
皆様こんにちは。
私は，４月22日（日）に開催されました，おかやま西大寺マラソンのお手伝いに参加してまいりました。
岡山東ロータリークラブといたしましては，ポリオプラス基金への募金箱設置，医療チームのボランティ
アのお手伝い等をいたしました。当日は暑かったせいか，10km のレースに参加されたランナーで熱中症や
低血糖の症状で調子が悪くなられた方が多数いらっしゃって，大澤俊哉先生，齋藤信也先生をはじめ医療
ボランティアチームはてんてこ舞いでした。参加された皆様，お疲れ様でした。
ボランティア以外で，私は10km のレースの始まりのスターターをさせていただきました。100ｍとか200
ｍは，「位置について，用意，バン！」ですが，距離の長いレースのスタートは，「位置について，（４秒後
に）バン！」と火薬のピストルを撃ちます。貴重な体験をさせていただきました。内心，失敗したらどうし
ようと思っておりましたが，無事にスタートが出来てよかったです。
それでは今週も，「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．次週木曜日は法定休日（憲法記念日）となり，例会はお休みとなります。次回は５月10日（木）です。
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２回被選理事会を開催いたします。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。

ロータリー財団表彰
ロータリー財団より，個人寄付の
認証ピンが届いており，藤井一也会
長より授与されました。

委員会報告
●ゴルフ同好会 近藤聡司 親睦活動委員
４月29日赤坂レイクサイドカントリークラブで４RC 合同
ゴルフコンペがあります。全員にキャディーが揃わず，入会
年度の浅い方，また若い方にはご無理を申しましたので，ご
理解を承りたいと思います。
●写真同好会 写友「輪影」 松本崇 運営幹事
４月30日（月）に第29回写友「輪影」展の打ち上げ懇親会を
行わせていただきます。今回は37名の非常に多くの方にご参
加いただきます。場所は山田会員の黄鶴亭で12時から始まり
ますので参加の方はよろしくお願いいたします。

マルチプル・ポール・ハリスフェロー
三好和宏 会員

●次年度親睦活動委員会 井上和宣 委員長
次年度の同好会アンケートをポスティングさせていただい
ております。５月23日が返信期限となっております。期限内
のご回答，ご協力をよろしくお願いいたします。

SAA
●スマイル●
藤井
４月22日おかやま西大寺マラソンで10km コースのスターターをさせていただきました。
初めての経験で緊張しました。貴重な体験ありがとうございました。大澤俊哉先生，齋
藤信也先生，皆様ありがとうございました。
更井
過日麻雀同好会「東風の会」遠征大会では幹事の皆様に大変お世話になりました。おか
げで準優勝でした。
西下
東風（こち）の会の遠征競技会にご参加いただきました皆様，お疲れ様でした。久々の名
門大山ゴルフの雄大さに感服しました。幹事の佐々木さん，横手さん，藤岡副会長いろ
いろお世話になりありがとうございました。楽しい東風の会へご入会下さい。
石井
東風の会の遠征旅行で３位になりました。
舟橋
①先週の木曜日に，三木会にお招きいただき楽しい時間を過させていただきました。
久々に入会させていただいた頃のことを想い出しました。感謝申し上げます。 ②本日，
第２回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。 ③山田さん，す
ばらしい写真集を作っていただきありがとうございました。感謝！！
藤岡
①４月21日，22日東風の会で鳥取に遠征し皆様に大変お世話になりました。東風の会で
優勝しました。大山でのゴルフも天気に恵れ一日楽しく過ごしました。 ②近藤聡司会員
に女房と孫が大変お世話になりました。
冨岡
小橋雅治青少年奉仕委員長をはじめとする参加メンバーで，４月22日（日）開催「おかや
ま西大寺マラソン」のお手伝いに行きました。当日は熱中症にかかる方も多く，医師で
ある大澤俊哉プログラム委員長，齋藤信也副 S.A.A. が大活躍されました。皆様，お疲れ
様でした。
内山（淳） ①おかやま西大寺マラソンでは小橋青少年奉仕委員長をはじめ委員会のみなさまにお世
話になりました。 ②松永さん，津島さん，先週はお世話になりました。とても懐かしい
気分になれました。 ③山田さん，写真展の写真集をありがとうございました。
三垣
①４つのテスト緊張しました。 ②東風の会の遠征では，大変お世話になりました。
浮田
先週はソングリーダー欠席で申し訳ありませんでした。東京での学会でビッグデータと
AI のすさまじさに圧倒されて帰って来ました。昨日は結婚祝のメロンをありがとうござ
いました。ジューシーな頃を思い出しました。
小橋
おかやま西大寺マラソン2018に皆様お手伝いしていただきありがとうございました。
冨山
藤岡副会長，先日はお世話になりました。池田様ありがとうございました。
北村
先日は結婚祝いをありがとうございました。無事金婚となりました。お互い良く辛抱し
たものです。感謝，感謝！
根木
大澤委員長，齋藤副 S.A.A. おかやま西大寺マラソンでは大変お世話になりありがとうご
ざいました。藤井会長，小橋委員長をはじめ当日ボランティアで参加いただいた皆々様
ありがとうございました。
佐々木
東風の会，多くの方々に参加していただき無事に遠征開催出来ました。感謝です。翌日
は藤岡さんお世話になりました。
弘中
昨日，奥様の誕生日祝いが届きました。誠にありがとうございました。
宮本
いいことづくめでスマイルします。

朝霧

22日のおかやま西大寺マラソンにご参加ご協力いただきました皆様，ありがとうござい
ました。
田中
①藤岡様，大西様，大河原様，焼肉をごちそうになりロータリーについて教えていただ
きありがとうございました。 ②結婚記念日にメロンありがとうございました。
齋藤（信） おかやま西大寺マラソンの救護班で，熱射病のランナーが大勢出ましたが，皆様のおか
げでなんとかなりました。ありがとうございました。
貝原
昨日は10日ぶりに中央町に出勤しました。今晩もよろしくお願いします。

21件 103,000円

4月26日のプログラム

「中国の善悪」

米田弥寿雄 パスト会長

菅原道真の名歌で，九州に左遷される道真が京都を離れる際に詠んだ和歌に，
「東風吹かば匂ひをこせよ梅の花，主なしとて春を忘るな」というものがありま
す。これに似たような漢詩が中国にもあり，季商隠の「東風無力百花残」です。
その中国ですが，中国人と商売するうえで一番気をつけないといけないことは，
日本人もそうですが，特に中国人は自分が可愛いと考えます。損得を自分を中心
に考え，他人の事は頭の中にない。いろいろと私も経験しました。そういったこ
とを乗り越えて，30年ほどお付き合いをしていますが，取引の金額を決め，ここ
までなら買う，それ以上なら買わないということで続けております。中国との取
引は油断ならないと思います。

職業奉仕委員会岡山大学での事業実施（4/25）
職業奉仕委員会は2018年４月25日に，岡山大学・
本村昌文教授の「高年次教養科目」おいて大西委
員長が授業を行った。
これは，同大学が本年度より全学部で開講が義
務づけられた科目，「専門的素養を習得した３・４
年次生（高年次生）に対して，専門教育以外に必要
とされる知識や能力を与える教養科目を高年次教
養科目として設定する」というものである。
専門教育が本格化する３年次・４年次において，
社会的な課題を取り上げ，分野を異にするグルー
プで問題の本質，解決策，企画などを検討する作
業を 通して，自分の専門分野の特質（長所と短所），
異なる分野の特質（長所と短所）を理解し，異分野協働により新たな知見を見いだす意義を学ぶというもの
である。2018年度は，文化の継承・発展のための企画立案とされており，具体的には，学生には，「地域の
もつ財産，倉敷語らい座の財産を使って，若い人にいかに『語らい座 大原本邸』に来てもらうか」とい
う 課題を提示されている。
そういった中にあって，大西職業奉仕委員長は，①ロータリークラブの活動概要・意義②自身の体験・

着眼点 ②倉敷観光ビジネスの現状 ③ビジネスの厳しさ（就活派生） ④ IQ・EQ・奉仕活動 ⑤事例紹介
等について映像を用いて分かり易く説明し，学生25名（40名講座）は熱心に聞き入っていた。

［文章・写真提供：大西直規 職業奉仕委員長］

2018 － 19 年度第２回被選理事会（4/26）
４月26日
（木）
18時30分より，
「割烹 ままかり」において，第２回被選理事会が，次年度の理事および役員
とオブザーバー出席の委員長を合わせて23名の参加により開催されました。
舟橋次期会長の挨拶に続き，内山
（淳）
次期幹事の進行に沿って，各審議事項ならびに報告・確認・依頼事
項の発表がありました。
それぞれに質疑を経て承認された後，山下
（和）
次期副会長の挨拶により本理事会が閉会しました。
その後の懇親会では，舟橋次期会長を中心に出席者全員で，お互いの親睦を深めながら，有意義な意見交
換が行われました。
（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）
・渡邊（修）
・岡﨑・
菅野・神田・佐々木・福武・和氣・内山
（淳）
・貝原
（オブザーバー出席者）内山
（隆）
・横田・岡本・影山
（欠席者）横山

４RC 合同ゴルフコンペ並びに第８回ゴルフ同好会（4/29）
４月29日
（日）
に，赤坂レイクサイド・カントリークラブで，４RC 合同ゴルフコンペ並びに第８回ゴルフ同
好会例会が開催されました。４RC（岡山東・備前・
岡山丸の内・赤磐）から総勢56名が参加し，盛大な
イベントとなりました。
天候は，快晴で絶好のゴルフ日和でした。４RC
の個人戦はダブルペリア競技により，優勝：佐々木
会員，３位：三垣会員，ベスグロ：三垣会員となり
ました。団体戦は，残念ながら僅差で敗れ，岡山丸
の内 RC が優勝となりました。
また，理事長賞として坪井パスト会長よりキャ
ディバッグを提供いただき，当日賞として仁科会員
が入賞されました。
同時競技，28名のメンバーで行われた第８回例会で優勝されたのは，ベスグロ賞も獲得した三垣会員でし
た。準優勝は冨山会員，３位は佐藤会員でした。第８回例会に理事長賞としてゴルフシューズを提供いただ
き，当日賞として冨谷会員が入賞しました。おめでとうございました。
ゴルフを通じて親子クラブである４RC の会員相互の親睦を深める事が出来ました。
（第８回例会）
優勝 三垣日出人 会員
２位 冨山 直司 会員
３位 佐藤 英明 会員
ＢＧ 三垣日出人 会員


OUT
39
52
53
39

IN
34
59
44
34

GROSS HDCP
NET
73
0.0
73.0
111
36.0
75.0
97
22.0
75.0
73
0.0
73.0
［文章提供：冨谷拓真 会員・写真提供：福原弘之 会員］

４RC 個人戦優勝
佐々木会員

第８回例会優勝
三垣会員

第８回例会準優勝
冨山会員

４RC 個人戦３位
三垣会員

第８回例会３位
佐藤会員

４RC 個人戦ベスグロ
三垣会員

第８回例会ベスグロ
三垣会員

第８回例会理事長賞
冨谷会員

写友「輪影」親睦会（4/30）
４月３日〜８日まで開催された第29回写友「輪影」展の反省会を兼ねた親睦会が，４月30日
（月）
山田泰照
会員の山荘「黄鶴亭」で写友「輪影」会員ら32名が参加して開催されました。
懇親会では美味しい初鰹のたたきや絶品のローストビーフ，吉田牧場のチーズなど盛り沢山の料理と美味
しいお酒をいただきながら，親睦を深めました。 お世話になった山田会員をはじめご家族の皆様には心より
厚くお礼申し上げます。

お世話になった山田会員

特集

東京東 RC メークアップツアー
及び研修旅行（4/27−28）

４月27日（金）〜28日（土）に出席委員会と職業奉仕委員会の合同事業として会員20名の参加で，東
京東 RC メークアップツアー及び研修旅行が行われました。
○１日目
岡山から新幹線で東京に到着。タクシーにて東京東 RC の例会会場のホテルニューオオタニへ。
他クラブを訪問することで，当クラブとの違いが発見できて勉強になりました。その後，総理官邸，
国会議事堂を見学し，ロータリーの友事務所へ。渡辺誠二所長の計らいでロータリーの友１号を閲
覧することができ，ロータリーの友の歴史を知ることができました。夕食会場の中華風家庭料理
「ふーみん」で親睦を深め，二次会のスターものまねエンターティメントハウスでものまねショウを
鑑賞し，散会となりました。
総理官邸，国会議事堂の見学にご尽力いただいた山下貴司会員には心より厚くお礼申し上げます。
○２日目
ホテルで朝食を済ませた後，靖国神社へ。国家のために一命を捧げられた御霊に感謝のお礼を捧
げて参りました。また境内にある遊就館には戦没者の御遺書や遺品が数多くの展示されており，深
く考えさせられました。その後，昼食をレストラン「ABO」でいただき，各会員がロータリーの想
いなど語るなど大変有意義な時間を過ごしました。その後，各自東京を散策し，新幹線で岡山に戻
りました。
２日間にわたった東京東 RC メークアップツアー及び研修旅行。仁科出席委員長，大西職業奉仕
委員長，案内役の横手会員には大変お世話になり，厚くお礼申し上げます。

１日目

東京東 RC 例会での藤井会長の挨拶

東京東 RC とのバナー交換

東京東 RC 例会場にて集合写真

国会議事堂前にて集合写真

ロータリーの友事務所

渡辺誠二所長と懇談

ロータリーの友事務所の皆さんと

ロータリーの友に掲載された岡山東 RC

ロータリーの友１号
●「中華風家庭料理「ふーみん」で夕食」

石井パスト会長の乾杯挨拶

山下貴司会員にはお世話になりました

美味しい中華料理を堪能する会員の皆さん

藤井会長の閉会挨拶

夕食会場にて

２日目

靖国神社にて

遊就館を見学

昼食会場の ABO にて

藤岡副会長の挨拶

●仁科出席委員長，大西職業奉仕委員長，横手会員

５月の月間行事予定
例 会 行 事
３日例会休会
10日通常例会
17日通常例会

24日通常例会
31日通常例会

お世話になりました


プ ロ グ ラ ム

・法定休日
10日
・お祝い行事
13日
・
「青少年奉仕月間にちなんで」
 小橋雅治 青少年奉仕委員長
・
「障害を持つひとの就労意欲向上に向けた支援 〜就労 B 型
利用者に関する調査〜」
17日
社会福祉法人旭川荘障害福祉サービス事業所「あおば」
支援課長 井上友和 様
・
「情景の旅路
（ピアノ生演奏とお話し）」

山地真美 様 24日
・
「岡山シーガルズの挑戦」
26日
岡山シーガルズ 高田マネージャー、選手２〜３名

青少年奉仕月間
そ の 他 の 行 事
・第11回理事会
・次期地区会員増強・R 財団
合同セミナー
（ホテルグランヴィア岡山）
・第６回クラブ協議会／第２
回被選クラブ協議会
（新旧合同）
・新会員歓迎会
・麻雀同好会

５月の月間メニュー
３日例会休会
10日通常例会
17日通常例会
24日通常例会
31日通常例会

・法定休日
・
（焼きうどん定食）
焼きうどん、小鯵の南蛮漬け、白御飯、味噌汁、コーヒー
・中華丼、中華スープ、ザーサイ、フルーツ、ケーキ、コーヒー
・ピーチポークカツ ボイルポテト添え プラザプレミアムデミソース、キャベツのピクルスサラ
ダ、ライス、コーヒー
・カオマンガイ
（台湾風鶏飯）
、豆腐と春雨のスープ、クラゲとキューリのサラダ、コーヒー

