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第2380例会

▲

本日のプログラム
「ロータリー親睦活動月間にちなんで」
三垣日出人 親睦活動委員長

No.2225
６月14日のプログラム
「退任挨拶」
大西直規 職業奉仕委員長，渡邊修司 社会奉仕委員長
浮田實 国際奉仕委員長，小橋雅治 青少年奉仕委員長

例会報告（5/31）
出席報告
会員数 100名（内出席免除者13名）
出席者 79名（内出席免除者出席９名）
出席率 82.29％（前々回訂正後出席率88.89％）
ビジター ０名

お 食 事
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

会長挨拶・報告
皆様，こんにちは。
先週は津島新会員の歓迎会，お疲れ様でした。渡邊修司社会奉仕委員長の熱唱で会を盛り上げていただ
きました。ありがとうございました。
今年度は７名の新会員が入会され，会員数100名になりました。この人数を維持するためには各会員の会
員増強へのモチベーションが大切だと思います。次年度も皆様には常日頃からロータリアンにふさわしい
人物かどうか意識しながら新しい会員候補者を見出してください。よろしくお願いいたします。
５月26日（土）に開催されました麻雀同好会「東風の会」では，残念ながら最下位に沈んでしまいました。
でも今年度は優勝したこともあります。運を大切に，流れに逆らわない打ち方がいいのではないかと思っ
ています。次年度は麻雀とゴルフ，それぞれ１度は優勝します。目標ですが。
次年度もしっかり頑張りますので，本年度もあと少しとなりましたが，どうぞよろしくお願いいたしま
す。
「楽しもうロータリー，深めよう友情の輪」で今週もよろしくお願いします。
幹事報告
１．５月19日（土）岡山県天神山文化プラザに於いて，国際ロータリー第2690地区青少年奉仕委員会
「ロータリー青少年指導者育成プログラム（Rotary Youth Leadership Awards，通称「RYLA」）が開
催されました。同時開催の「地区ポリオプラス小委員会」とともに，地区に出向している高橋憲志
委員が出席されました。
２．６月のロータリーレートは，１ドル＝110円です。
３．来週の例会，６月より，夏のクール・ビス（COOL BIZ）
となります。上着・ネクタイ着用免除を実施
することといたします。なお，ポロシャツはご遠慮の程よろしくお願いいたします。

４．他クラブ週報を回覧いたします。
次年度幹事報告
本日，第３回クラブ協議会の案内をポスティングしております。次期，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。
委員会報告
●親睦活動委員会 安藤究真 副委員長
春の親睦旅行ですが，岡山空港に７時20分集合となりますのでよろしくお願いいたします。また写真同
好会の方はカメラをお忘れなきようよろしくお願いします。

SAA
●スマイル●
藤井
シーガルズの皆様ようこそ。卓話楽しみにしてます。明日からの親睦旅行「楽しもう
ロータリー，深めよう友情の輪」で楽しみましょう。
井上（一） 絵の個展の案内をポスティングさせていただきました。お暇がありましたらお越し下さい。
石井
①麻雀同好会「東風の会」最終例会で優勝しました。参加の皆様に感謝します。 ②津島
会員の歓迎会に多数の出席ありがとうございました。スポンサーとしてお礼申し上げます。
荒川
長年（約２年），ロータリーの友のパズルに応募してきました。当たる確率の高いパズル
でしたが，やっとロータリーマーク付きのステープラーが当たりました。
舟橋
シーガルズの皆様，ようこそ。同郷の川畑選手，丸山選手を応援しています。益々ご活
躍下さい。
藤岡
①先日，冨谷会員のゴルフコンペに出場し，脚腰の痛みをこらえ５位になり，うなぎの
カバ焼をいただき家族で食べました。 ②一昨日，狭窄の疑いで MRI・CT・レントゲ
ン検診を受け心配しておりましたが，何もなくただ単にゴルフのやりすぎという診断で
ホッとしてます。
冨岡
①本年度は，平井会員，宗森会員，寺坂会員，奥野会員，松永会員，田中会員，そして
津島会員の７名を，メンバーとして迎えることができ，年間通し３回の新会員歓迎会を
開催することができました。本当にうれしい限りです。また，山下職業分類委員長，糸
島会員選考委員長，和氣会員増強委員長そして各委員会メンバー皆様には，大変お世話
になりました。ありがとうございました。 ②地区に出向している高橋会員，岡山東 RC
を代表しての RYLA への参加，お疲れ様でした。
内山（淳） 岡山シーガルズのみなさま，ようこそ岡山東 RC へお越し下さいました。ご活躍の秘訣
など，お話を楽しみにしています。
大澤
シーガルズ，吉本様，吉田様，丸山様，本日はありがとうございます。また，トップ
リーグへ一年での昇格おめでとうございます。シーガルズの挑戦，楽しみにしています。
仁科
シーガルズのみなさん頑張ってください。
山田
「東風の会」にて２位。珍しいことです。
高橋
①報告遅くなりましたが，2690地区 地区青少年奉仕委員会に出向しています高橋です。
先日５月19日に RYLA に参加してまいりました。2690地区ローターアクト，インターア
クトの参加者でポリオワクチンについて学んできました。第一部では松本祐二パストガ
バナーの講演。第二部では映画観賞「われ一粒の麦なれど」日本におけるポリオ撲滅に
奔走した人びとの物語を勉強させていただきました。改めてポリオワクチンの必要性を
感じさせていただいた時間でした。ありがとうございました。 ②糸島先生，昨日は妻が
大変お世話になりました。 ③辻先生，いつもご無理を言います。感謝しています。
佐藤
結婚祝いにメロンをありがとうございました。明日からの親睦旅行よろしくお願いしま
す。急用で早退します。
近藤（聡） 私事ですが５月27日のたけべの森月例で好スコアが出て A 組へ再復活となりました。藤
岡副会長にもハンディーなしで勝つことができメデタシ！メデタシ！！
渡辺（学） ①シーガルズの皆さんようこそ！ 元気の出るお話を楽しみにしています。当社も応援
させていただいています。（少しですが…） ②髙山さん先日は大変お世話になりありが
とうございました。
弘中
先日は新会員歓迎会を開催いただきありがとうございました。
神田
①岡﨑さん先日は大変お世話になりました。とても楽しかったです。 ②例会，新会員歓

横田

中井
寺坂
貝原


迎会等欠席続きで失礼しました。
まず26日東風の会３位うれしいです。次年度もがんばります。次に27日の岡山フィル
ハーモニック管弦楽団では，鳥居先生のおかげで最高の席でのチャイコフスキーありが
とうございました。
齊藤直前会長，先日は貴重な品々をありがとうございました。大いに活用させていただ
きます。
岡山シーガルズの皆さん今日は岡山東 RC へようこそ！ 番ちゃん，みなみ，クミ頑
張って下さい！
岡山シーガルズのみなさま，ようこそお越し下さいました。例会終了後，一足先に東京
まで行って，明日新幹線三昧で札幌に向かいます。
21件 90,000円

５月31日のプログラム

「岡山シーガルズの挑戦」

岡山シーガルズ 事務局 吉本美穂 様
吉田みなみ 様（背番号１）
丸山亜季 様（背番号20）

昨シーズン（2017年度），岡山シーガルズは創設以来はじめての２部リーグ（V
チャレンジリーグ）降格となり，１年での復活を誓い，「より強く，育て磨こう
揺るがぬ想い」をモットーに切磋琢磨して参りました。
バレーボール教室や講演活動，人権スポーツ教室，また地域のお祭りや行事，
警察や消防のイベントにも積極的に参加をし，子どもたちや地域の方々と感動を
共有し，個々が心身ともに成長しチーム力底上げが出来た証が今回の優勝，トッ
プリーグ昇格につながったのだと思います。
今回は「絶対昇格」を目指し覚悟を決めた１年間の活動から，優勝をかけた最
終戦の試合を含めたご紹介映像，そしてシーガルズの核となっている副キャプテ
ン吉田みなみ選手と，日本代表経験のある丸山亜
季選手が，企業チームに勝る組織力を保つための
選手同士の約束事，そしてこれからの目標など，
選手個々，そしてチームが目指すべきもの，掴み
たい目標を選手の言葉でお話しさせていただきた
いと思います。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
丸山亜季 様

６月の月間行事予定
例 会 行 事
７日通常例会
14日通常例会
21日特別例会
28日通常例会


プ ロ グ ラ ム

吉本美穂 様

吉田みなみ 様

ロータリー親睦活動月間
そ の 他 の 行 事

・お祝い行事
１〜３日 ・春の親睦旅行（北海道）
・
「ロータリー親睦活動月間にちなんで」
／遠征ゴルフ
三垣日出人 親睦活動委員長 ５日
・県南17RC 現次プログ
・
「退任挨拶」
ラム委員長会議
大西直規 職業奉仕委員長，渡邊修司 社会奉仕委員長， ７日
・第12回理事会
浮田實 国際奉仕委員長，小橋雅治 青少年奉仕委員長 ９日
・囲碁同好会
・チャーターナイト記念特別例会（於 アークホテル岡山） 16日
・ゴルフ同好会（東児が
・
「退任挨拶」
丘マリンヒルズ GC）
藤井一也 会長，藤岡千秋 副会長，冨岡正機 幹事，
18日
・県南17RC 正次幹事会
貝原明宏 S.A.A.
24〜27日 ・国際大会（カナダ・ト
ロント）
28日
・感謝！のつどい
30日
・岡山神社御礼参り

６月の月間メニュー
７日通常例会
14日通常例会
21日特別例会
28日通常例会

・
（ミリオンダラーミール）
カツカレー，サラダ，コーヒー
・
（カツオタタキ定食）
カツオタタキ，茄子翡翠麺，茶碗蒸し，御飯，吸物，コーヒー
・チャーターナイト記念特別例会（於 アークホテル岡山）
・カップスープ，牛ロースステーキ デミグラスソース，スパゲッティサラダ，ライス，コーヒー

特集

春の親睦旅行
北海道（6/1−3）

６月１日（金）〜３日（日）に親睦活動委員会事業として春の親睦
旅行（52名登録）を行いました。本年度テーマの「楽しもうロータ
リー，深めよう友情の輪」そのままに，３日間にわたって春の北
海道を観光し，親睦を深めました。今回の親睦旅行は，２日目か
ら，観光コース，ゴルフコース，写真コースと３コースに分かれ
ての旅行となり，会員各々が各コースを満喫しました。３日間に
わたって北海道を堪能した春の親睦旅行。三垣親睦活動委員長，
末藤親睦活動副委員長，松本親睦活動副委員長，安藤親睦活動副
委員長をはじめとする親睦活動委員会の皆さん，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を申し上げます。

出発前の藤井会長挨拶

１日目
■昼食（サッポロビール園）

藤井会長の開会挨拶

齊藤直前会長の乾杯挨拶

藤岡副会長の閉会挨拶

藤岡副会長ご夫妻

サッポロビール園での集合写真

■夕食（コロポックル）

藤井会長の開会挨拶

若林会員の乾杯挨拶

お世話になったコロポックル
佐々木専務

フレッシュ会員挨拶
土岩会員

フレッシュ会員挨拶
藤坂会員

全員で集合写真

米田パスト会長の閉会挨拶

２日目
■観光組（旭山動物園）

［写真提供：冨岡正機 幹事］

小橋会員ご夫妻

■ゴルフ組（第９回ゴルフ同好会（桂ゴルフ倶楽部））
６月２日（土）北海道 桂ゴルフ倶楽部にてゴ
ルフ同好会第９回例会が開催されました。
名門の素晴らしいゴルフ場でしたが，残念な
がら当日は肌寒く小雨もチラつく天候でありま
した。横山ゴルフ同好会会長の挨拶のあと，メ
ンバー12名が参加して楽しく賑やかにゴルフ同
好会コンペが行われました。 好プレー・珍プ
レーが発生するなか，横山 洋ゴルフ同好会会
長が見事に優勝の栄冠に輝きました。またベス
グロ賞は藤岡千秋副会長が獲得しました。おめ
でとうございます。
なお，第10回例会は，６月16日（土）東児が丘
マリンヒルズゴルフクラブにて開催いたしますので，奮って参加をお待ちしております。

［文章提供：冨谷拓真 会員、写真提供：末藤達也 親睦活動副委員長］
（第９回例会）
優勝 横山 洋
２位 近藤聡司
３位 末藤達也
ＢＧ 藤岡千秋

優勝

横山

会員
会員
会員
会員

洋会員

OUT
47
47
45
42

２位

IN
GROSS HDCP
49	  96
20.0
45	  92
15.0
56
101
20.0
45	  87	  4.0

近藤聡司会員

３位

NET
76.0
77.0
81.0
83.0

末藤達也会員

BG

藤岡千秋会員

■写真組（西積丹半島撮影・余市ニッカウヰスキー工場）

西積丹半島で雄大な風景を撮影

井上会員ご夫妻

ローソク岩をバックに集合写真

昼食はお食事処みさきでうに丼を堪能

余市ニッカウヰスキー工場にて集合写真

夕食会場にて（撮影：松本崇 会員）

３日目
■観光・ゴルフ組（旧 青山別邸（国 登録有形文化財））

■写真組（ウトナイ湖・吉田牧場）

［写真提供：冨岡正機 幹事］

お世話に
なりました！

ウトナイ湖サンクチュアリにて野鳥撮影
三垣親睦活動委員長

昼食会場にて

吉田牧場にてサラブレッド撮影

横手会員

春の親睦旅行に参加してみて

宗森秀成 会員
６月１日から３日まで春の親睦旅行で北海道旅行に参加しました。初日
の昼はサッポロビール園でジンギスカンを夕食は郷土料理を美味しくいた
だきました。
２日目からは，観光組とゴルフ組と写真組に分かれて行動しました。
私はゴルフ組で桂ゴルフ倶楽部に行かせていただきました。素晴らしく
きれいなゴルフ場で驚きました。スタート時は予想より肌寒い気温で初め
てカートに乗らずにスルーでプレイをしましたが，終わったときは足が棒
になっていました。運動不足を痛感しましたがコースにキツネがいたりスコアはともかく楽し
いゴルフになりました。
最終日は小樽の観光で小樽貴賓館（旧青山邸）では豪華さに感動しました。
３日間，小雨はありましたが気候も良く料理もおいしく大変楽しく過ごさせていただきまし
た。多くの会員の皆様と親睦を深めることが出来た旅行になったと思います。
皆様に大変お世話になり感謝いたします。ありがとうございました。

