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本日のプログラム

「障害を持つひとの就労意欲向上に向けた支援

No.2222
５月24日のプログラム
「100年後の日本におんがくのおみやげを」

〜就労 B 型利用者に関する調査〜」

情景描写ピアニスト／作曲家

社会福祉法人旭川荘障害福祉サービス事業所「あおば」

山地真美 様

支援課長

井上友和 様

例会報告（5/10）
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96.00％）

ビジター

お 食 事
（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

０名

会長挨拶・報告
皆様こんにちは。ゴールデンウィークはしっかり家庭内奉仕が出来ましたでしょうか？
私は４月29日の４RC 合同ゴルフコンペ並びに第８回ゴルフ同好会に参加してまいりました。OUT・IN
のスコアは51，51の102で，一緒にプレーした各クラブの代表の中で私が一番良いスコアだったので，今年
は団体優勝だと思っておりました。ところが思わぬダブルぺリアで皆様の足を引っ張り，優勝と３位が岡
山東 RC のメンバーだったにもかかわらず，岡山丸の内 RC に僅差で敗れてしまいました。大変申し訳ござ
いませんでした。
連休前には東京東 RC メークアップツアーと職場訪問ということで20名の参加で東京東 RC と山下貴司会
員の職場である国会議事堂とロータリーの友事務所へ職場訪問をさせていただきました。大変有意義な一
泊二日の研修旅行でした。今週の週報の〈特集〉をロータリーの友事務所へ送っていただければ，ひょっと
して，「友」に掲載されるかもしれません。堀委員長，是非よろしくお願いいたします。
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。

第11回理事会報告
１．米国サンノゼ市への岡山市ジュニアオーケストラの青少年派遣と現地青少年オーケストラとの合
同演奏会・交流事業の支援並びに，サンノゼ東ロータリークラブ例会出席・友好交流事業の報告
について，承認されました。
２．企業と子育てについてのシンポジウム（追加補正含む）の報告について，承認されました。
３．岡山大学における職業奉仕の特別講義の報告について，承認されました。
４．「おかやま西大寺マラソン2018」協賛の報告について，承認されました。
５．「岡山東ロータリークラブ 旭川荘医療福祉研究奨励賞」受賞者表彰について，承認されました。

幹事報告
１．５月のロータリーレートは，１ドル＝108円です。
２．他クラブ週報を回覧いたします。

次年度幹事報告
本日，次年度会員名簿校正の締め切り日となっております。「訂正がない」場合におきましても事務局迄
必ずご返信をお願いいたします。また，今回写真を変更される方は提出をお願いいたします。

2018－19年度 国際ロータリー第2690地区 米山記念奨学会
「指定校選定委員」および「奨学生選考委員」委嘱状授与
国際ロータリー第2690地区
吉野夏己

末長範彦 地区ガバナーエレクトより

国際ロータリー第2690地区 米山記念奨学会委員会 次期

米山委員に2018－19年度

国際ロータリー第2690地区米山記念奨学会

「指定校選定委員」および「奨学生選考委員」の委嘱状が届きました
ので，藤井一也会長より授与されました。

委員会報告
●国際奉仕委員会

浮田實 委員長

今年度のサンノゼの事業の冊子が出来ましたので本日ポスティングさせていただきました。事業を支援
していただきました岡山東 RC の皆様，また事業に参加された会員の皆様には厚く御礼を申し上げます。

お祝い行事
会員誕生日

藤坂，齋藤（信），冨谷，井上（一），大橋

会員夫人誕生日

大西，浮田，内山（隆），松平，西下，山下（貴）

結婚記念日

大河原，髙山，斉藤（良），日名，佐藤，弘中，大西，朝霧，内山（隆）

SAA
●スマイル●

藤井

東京東 RC メークアップツアーならびに国会議事堂（山下会員の職場），ロータリーの友
事務所等見学に行ってまいりました。楽しい経験をさせていただきました。ありがとう
ございました。４RC 合同コンペでは役にたてずすいませんでした。

石井

東京東ロータリークラブへのメークアップツアーではお世話になりました。帝釈天に
よってきました。

舟橋

①４月26日に第２回被選理事会を開催させていただきました。次期理事・委員長の皆様，
お忙しい中ありがとうございました。 ②写友「輪影」の親睦会では武幹事様，山田会員
ご夫妻に大変お世話になり有難うございました。又，山田さんすばらしい写真集有難う
ございました。

藤岡

４月27・28日東京東 RC メークアップ旅行に参加させていただき，前回も素晴らしい旅
行でしたが，前回に勝るメークアップ旅行で岡山東 RC の親睦と友愛を改めて感じる旅
行でした。 ②私は，40代で糖尿病の診断を受け，境界型から新生型となり今思うと今
日まで大病もなく来られたことを幸せに思うと同時に，これの克服を毎日考えておりま
すが，自覚症状もなく今日に至っておりました。岡山東 RC に再入会し，今年副会長そ
してエレクト次々年度は会長の指名をいただき，これが励みになり，一生懸命養生の結
果，私にとって奇跡と思うような改善され，７％代に入り気をゆるめず頑張ろうと改め
て思っております。これも本年，藤井会長と冨岡幹事のご理解あっての事と感謝してお
ります。ちなみに今日まで９％，10％の時もありました。

冨岡

①４月25日（水），職業奉仕の一環として，また岡山東 RC を代表し，大西委員長が岡山
大学に於いて講義をおこないました。ロータリーの公共イメージ向上に，大変寄与され
ておられます。ありがとうございました。 ②４月27日（金）－28日（土），仁科出席委員
長，大西職業奉仕委員長の先導のもと，東京東 RC メークアップツアー及び研修旅行で
は，大変お世話になりました。また，総理大臣官邸，国会議事堂見学では山下貴司会員
に，そして旅行全般では横手会員に深く感謝申し上げます。③４月30日（月），写友「輪
影」懇親会では，武同好会代表幹事をはじめ設営の皆様に，お世話になりました。そし
て，お肉を美味しく調理していただいた山田会員，そして奥様の洋子夫人には，深く，
深く感謝申し上げます。

内山（淳） 前回の例会以降，第２回被選理事会，東京メークアップ研修旅行，４RC ゴルフコンペ，
写友「輪影」親睦会と５連チャンでロータリー活動を満喫させていただきました。沢山
の方に大変お世話になり，ありがとうございました。
三垣

①先日の４ロータリーゴルフコンペでは３位，東ロータリーでは優勝，全体でもベスグ
ロいただきました。これからもよろしくお願いします。 ②写友「輪影」では，大変お世
話になりました。

大西

①東京東ロータリークラブメークアップ並びに職場訪問ツアーへご参加の皆様ご苦労様
でした。楽しく有意義な研修旅行でした。公務で忙しい中，心配りをいただいた山下貴
司会員に感謝です。 ②本日，母が手術のため中座，退席します。 ③佐々木さん優勝お
めでとうございます。

浮田

本日，国際奉仕委員会の本年度の事業「岡山市ジュニアオーケストラ交流支援等事業」
の報告書をポスティングさせていただきました。皆様方のご理解ご支援に厚くお礼申し
上げます。冨岡幹事，辻国際奉仕副委員長大変ありがとうございました。

諸國

東京東 RC メークアップならびに首相官邸，国会議事堂訪問，藤井会長，冨岡幹事，仁
科出席委員長，大西職業奉仕委員長ありがとうございました。その他参加したメンバー
に感謝します。

小橋

本日，卓話をさせていただきます。今首を痛めておりまして動きがあやしいかもしれま
せんが，よろしくお願いします。

仁科

東京東ロータリークラブメークアップツアー，国会訪問ではお疲れさまでした。藤井会
長，冨岡幹事他お世話になりました。29日のゴルフ疲れていたのがよかったのか，29位
（当日賞）いただきました。坪井さんありがとうございます。

堀

大河原会員，先日は貴重な経験をさせていただきました。あんな体験は２度とできない
と思います。ありがとうございました。

内山（隆） ㈲エール 貝原さんの新工場をさせていただき無事予定通り４月25日に引わたすことが出
来ました。ありがとうございました。
武

４月30日写友「輪影」の懇親会が盛会のうちに無事終了。当日の酔払った様子のアルバ
ムまで作っていただき山田ご夫妻，美香ちゃんに感謝！

根木

大澤先生，本日は早朝より大変お世話になりました。※例会場が満席なので下で食事し
て参ります。

児島（道） 山田会員ご夫妻には今年もお世話になりました。おいしかったです。
斉藤（良） 写友「輪影」の反省会では山田さんはじめ，お世話してくださった皆様ありがとうござ
いました。
高橋

仁科委員長，大西委員長，東京東ロータリークラブメークアップツアーお疲れ様でした。
また，藤井会長，横手さん食事等の段取りお疲れ様でした。大変有意義な時間を過ごせ
ました。貝原さん新社屋おめでとうございます。早退します。

佐々木

①過日の４RC 合同ゴルフコンペで優勝してしまいました。お世話をしていただいた東
RC の皆様感謝です。美味しいマンゴーとメロンいただきました。（大西さんありがとう
ございます） ②髙藤さん先日はお世話になりました。

井上（英） 赤松先生大変お世話になりありがとうございます。
横手

藤井会長はじめ東京東 RC 参加の皆様お世話になりました。

近藤（聡） ①東京東ロータリークラブメークアップツアーへ行ってきました。楽しかったです。藤
井会長をはじめとして皆様お世話になりました。 ②４RC 合同ゴルフコンペ無事終了。
お世話になりました。
日名

髙藤さん，４月30日の予約ありがとうございました。米田さん，合コンありがとうござ
いました。藤井会長頑張って下さい！！

井上（和） 舟橋エレクト，先日は大変おいしい料理とお酒をごちそうになり，ありがとうございま
した。
土井

米田さん，先日はお忙しい中大変お世話になりました。

大河原

大変美味しいメロンありがとうございました。

神田

①先日，岡山24時間100㎞ウォークに娘と出場しました。昨年と同じく80㎞付近でリタイ
ヤ，残念！

横田

②本日早退します。申し訳ございません。

東京東 RC メークアップツアー，研修旅行はお世話になりました。ご参加下さった皆様
に出席委員会副委員長としてお礼申し上げます。また写友「輪影」反省会，山田さんを
はじめ，皆様ありがとうございました。

辻

写友「輪影」反省会，親睦会では山田会員をはじめとして会員の皆様には大変お世話に
なりました。ありがとうございました。

中井

写友「輪影」の打ち上げでは大変ごちそうになりました。また，佐藤さん，大塚さんあ
りがとうございました。

藤坂

４月30日の写友「輪影」親睦会，大変お世話になりました。とても楽しいひとときでし
た。又，本日，当日の写真集をいただきありがとうございます。

宗森

４RC 合同ゴルフコンペに参加させていただきました。楽しかったですがもう少し上手に
なれるようにガンバリます。

平井

先月，東京東 RC メークアップツアーに参加させていただきました。その後，首相官邸
見学から六本木ナイト，翌日には靖国参拝と充実した２日間を過ごさせていただきまし
た。藤井会長をはじめとする参加された会員皆さんにはお世話になりました。ありがと
うございました。

奥野

４月30日の写友「輪影」親睦会でめったに食べられない，お料理とワインごちそうにな
りありがとうございました。おまけに健康相談もしていただき感謝しております。いい
写真が撮れるよう勉強します。

田中

テレビせとうちの経済番組“プライド”の取材をうけました。土井社長ありがとうござい
ます。放映日は５月26日（土）夕方6：30分〜らしいです。みなさん見て下さい。

齋藤（信） 貝原 S.A.A.，先日はごちそうになりました。
貝原

５月７日より新工場へ移転しました。信頼の高岡建設工業

内山社長みずから現場監督

をしていただきありがとうございました。その他石井さん，松本さん，堀さん大変お世
話になりました！


38件

205,000円

5月10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

私は青少年奉仕とは何かを考えるため手続要覧の基本理念を読みましたが，非
常に違和感を感じたため，そうではなくもっと多くの子供たちに心で素直に感じ
てもらえる事業を私はやりたいと思いました。
我々自身がロータリーを楽しみ参加することで，自然と奉仕活動を行い，自分
自身の人間の幅が広がり，また参加をすればするほど多くの仲間と友情を深める
ことができるため，楽しく心が躍る日々を過ごすことができます。
人生を楽しんでいるそんな大人たちが，次世代を担う青少年たちと接すること
ができれば，自然と子供たちにも良い影響をあたえることができると思いました。
まず第一弾の事業として「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」と称して，平成
29年９月６日水曜日に内山下幼稚園年長園児及び保護者と伴に，備前陶心会有志の窯元で備前焼の作成過
程を学び，茶会に使用する茶碗の作陶を行いました。窯元見学を行い，備前焼の工程を子供たちは学び，
備前焼の歴史や良さを感じてもらいました。
11月19日10時から12時まで後楽園鶴鳴館にて第二弾を開催いたしました。
当日はこの秋一番の冷え込みとなりましたが，10時からお茶会が始まりました。子供たちが二人一組で
お茶菓子を客人の前まで運んでいき，お菓子のふるまいをしました。お菓子が食べ終わった頃合いを見図
り，お茶の先生がたてた抹茶を子供たちが一人ひとり客人にお茶を運んでいきました。お茶を渡した後も
きちんとお辞儀をし，お茶を出すという行為だけではなく，礼儀作法もきちんとたしなみ，お茶を出しま
した。子供たちの礼儀作法に多くの方が感動してくれました。
２月17日土曜日に少年はだか祭りが開催され，協賛という形で支援いたしました。
４月22日日曜日「おかやま西大寺マラソン2018」も協賛，ボランティアを行いました。内容は救護，ま
た救護の支援でした。
今回青少年奉仕委員会の委員長を経験し感じたことは，岡山東ロータリークラブの団結力や一人ひとり
の人間力の高さ，皆様の心の有り様がこれらの事業をより良い事業として後押ししてくれました。皆様に
ここでお礼申し上げ，発表を終了とさせていただきます。

次期地区会員増強・R 財団合同セミナー（5/13）
2018年５月13日（日），ホテルグランヴィア岡山
において，第2690地区2018－19年度の「地区会員増
強・ロータリー財団合同セミナー」が行われまし
た。 岡山東 RC からは，鳥居滋パストガバナー，
荒川謙三第９グループ次期ガバナー補佐，舟橋弘
晃会長エレクト，内山淳次期幹事，福武義修次期
ロータリー財団委員長，浮田實次期会員増強委員
長が出席し，66RC 総勢300人余りの参加者でした。
末長範彦地区ガバナーエレクトの開会の言葉に
続いて，井上暎夫 RI 第2660地区パストガバナーに
よる基調講演「ロータリーと私」と題した，ご自
身のロータリー体験からの感銘深い基調講演があ
り，休憩の後，地区会員増強セミナーと地区ロータリー財団セミナーに会場を別けて，本会議が行われま
した。それぞれの本会議では，江崎柳節 RI 第2760地区パストガバナーによる「Rotary の変化と魅力あるク
ラブへの対応」と橋本譲 RI 第2690地区パストガバナーによる「ロータリー財団の歩み」の講演が行われ，
有意義かつ身の引き締まるセミナーを終了しました。


［文章提供：浮田實 次期会員増強委員長・写真提供：内山淳 次期幹事］
東京東 RC メークアップツアー及び研修旅行に参加して


平井真也 会員
４月27日・28日に行われた東京東 RC メークアップツアー及び研修旅行に参加し

ました。ホテルニューオオタニでの東京東 RC の例会は，我がクラブとはまた違っ
た雰囲気で大変勉強になりました。その後の首相官邸，国会議事堂の見学では日
本の政治の中枢を肌で感じることが出来ました。そして翌日の靖国神社参拝と遊
就館の見学では，国家の為に命を捧げられた戦没者の魂に触れ，深く感銘を受けました。
今回のメークアップツアーに参加し
て，岡山東 RC の行動力，団結力に感銘
を受けるとともに，フレッシュ会員とし
て，多くの会員の皆様と親睦を深めるこ
とが出来たことを嬉しく思っています。
また仁科出席委員長と大西職業奉仕委員
長，そして案内役の横手会員には大変お
世話になり，厚く御礼申し上げます。

ロータリーの友の財源です。来年はぜひロータリー手帳を購入しましょう！
ロータリー関係資料（ロータリーの目的・年間行事・ガバナー事務所など）を
付したロータリアン必携。ロータリー年度で製作。スケジュール表とアドレ
ス帳，ロータリー関連資料を付属。
サイズ：タテ17.4cm ×ヨコ8.5cm
定 価：600円＋消費税（送料別）
※今年の購入申し込みは終了しています。

