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本日のプログラム
「退任挨拶」
藤井一也 会長，藤岡千秋 副会長
冨岡正機 幹事，貝原明宏 S.A.A.

No.2227
７月５日のプログラム
お祝い行事
「就任挨拶」
舟橋弘晃 会長，内山淳 幹事

例会報告（6/14）
出席報告
会員数 100名（内出席免除者13名）
出席者 85名（内出席免除者出席13名）
出席率 85.00％（前々回訂正後出席率91.00％）
ビジター １名

お 食 事
（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

会長挨拶・報告
皆様こんにちは。６月より上着，ネクタイ着用免除となり，幾分暑さ的にも気持ち的にも楽になりまし
たが，皆様はいかがでしょうか？
本日の卓話は４大奉仕委員長の今年度を振り返っての報告です。
次週はチャーターナイト記念特別例会，そして次々週はいよいよ最終例会になります。先週もそのよう
なことを申し上げたように思いますが，本当にあと少しとなりました。７月から舟橋会長年度となり，私
はロータリー情報委員長としてフレッシュ会員の研修という職務をこなさなければなりません。この一年
間を振り返りながらフレッシュ会員にロータリーの情報，当クラブの特徴などしっかり伝えられるように，
今から準備して備えておこうと思っております。
本年度も例会があと３回，しっかり頑張ってまいりますので，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
１．６月11日（月），６RC 正・次幹事会が開催されました。内山淳 次期幹事，幹事 冨岡で出席してまい
りました。
２．他クラブ週報を回覧いたします。
委員会報告
●親睦活動委員会 末藤達也 副委員長
土曜日第10回ゴルフ同好会例会が東児が丘マリンヒルズゴルフクラブで開催されます。集合時間が７時
50分となっております。当日，本年度打ち上げとしてアークホテル岡山「ラ・ペーシュ」にて打ち上げ懇

親会を開催します。
●次年度 親睦活動委員会 小橋雅治 副委員長
次年度ゴルフ同好会第１回例会と取り切り戦のご案内を本日ポスティングさせていただいております。
日にちは７月16日の月曜日でございます。赤坂レイクサイドカントリークラブで行いますので，多くの会
員のご参加をお願いします。
●広報委員会 堀善直 委員長
「ロータリーの友」６月号 主要記事のご案内
（横組み）
特集「全国の植樹運動」（７ページ〜）
特集「碁盤の上では言葉はいらない」（14ページ〜）
「タイで出会った２人その忘れられない涙」（18ページ〜）
（縦組み）
「シマフクロウの森づくり」舘定宣（４ページ〜）
クラブを訪ねて「益子 RC」（９ページ〜）
友愛の広場（13ページ〜）
「友の偉業をたたえ，映画『かば』完成を願う」郡上八幡 RC
私の一冊「知的な老い方」「サイコパス」（18ページ〜）
声（31ページ）に岡本哲会員の記事が掲載されています。
米山記念奨学金の授与
米山記念奨学生のチュ イ メイさんに藤井会長より６月の奨学金が授与され，チュさんからお礼のご挨拶
がありました。

SAA
●スマイル●
藤井
本年度も残りわずかになりました。もう少し頑張りますのでよろしくお願いします。「楽
しもうロータリー，深めよう友情の輪」もう少し皆様よろしくお願いします。
鳥居
先々週は急性肺炎で入院し欠席しておりました。糸島先生のおかげで無事快復しました。
その節はお見舞等お心遣いありがとうございました。
井上（一） 北海道旅行は週報の通り，大変充実したものでした。お世話されたみなさまに厚くお礼
申し上げます。
舟橋
山田さん，先日の北海道での写友「輪影」撮影旅行の写真集，ありがとうございました。
冨岡
本日は，４大奉仕委員長の退任挨拶です。大西職業奉仕委員長，渡邊社会奉仕委員長，
浮田国際奉仕委員長，小橋青少年奉仕委員長には，数多くの有意義な奉仕活動を，会員
全体を巻き込むかたちで陣頭指揮していただきました。心から感謝いたします。誠にあ
りがとうごございました。
内山（淳） 山田さん，北海道撮影旅行の写真集をありがとうございます。楽しい思い出アルバムが
また１つ増えました。
大西
本日退任挨拶をさせていただきます。お世話になりました。
渡邊（修） ①藤岡さん，先日はお手数おかけしました。ありがとうございます。 ②本日，卓話をさ
せていただきます。よろしくお願いします。
小橋
①親睦旅行では三垣委員長はじめ親睦活動委員会の皆様，橫手会員に妻ともども大変お
世話になりました。増えた体重がまだ戻らないくらい，しっかりおいしいものをいただ
きました。ありがとうございました。 ②６月４日に青少年奉仕委員会の最終委員会を開
催させていただきました。計７回委員会を開催しましたが，毎回多くのメンバーに出席
していただき，委員長としても楽しい１年間を送ることが出来ました。ありがとうござ
いました。また会長，副会長，幹事，S.A.A.，支えて下さりありがとうございました。併
せて今日退任あいさつをさせていただきます。よろしくお願いします。
仁科
囲碁大会で優勝できました。ありがとうございます。16日のゴルフ優勝できたら藤井年
度は最高です。出席率も最高になってほしいです。
武
山田先輩，北海道撮影旅行のアルバムありがとうございます。また旅行中，貴重なアド
バイス（文句）をいただき感謝しています。

木村
勘藤

永いこと休憩いたしました。
来週はチャーターナイト，再来週は今年度最終例会ということでスマイルを読んでもら
えるのは今週かなと思い，一足早くスマイルいたします。今年度，藤井会長の活動方針
「楽しもうロータリー，深めよう友情の輪」は，藤井会長のパーソナリティと多くの若手
会員のおかげで充分達成されたと思います。本当におめでとうございます。また，役員・
理事の皆様もいろいろとロータリー活動にご尽力いただきありがとうございました。あ
ともう少しですので頑張ってください。私はあまりお手伝い出来ませんでしたが，活気
ある岡山東 RC 実感しております。（合掌）
近藤（聡） 藤岡副会長，昨日はありがとうございました。
宮本
６月１日，明治記念館において天皇・皇后両陛下が日本・ベトナム国交45周年記念式典
にご臨席されました。岡山県代表として出席させていただきました。
藤坂
先週は所用により欠席をしました。北海道の旅！とても楽しく過ごせました。写真のむ
ずかしさを痛感しました。また，松本さん，土岩さん，平井さん，宗森さん！先日はあ
りがとうございました。
奥野
お誕生日のお祝いをいただき，ありがとうございました。よい一年にしたいと思います。
これからもよろしくお願いいたします。
貝原
スマイル報告も今日を入れてあと２回。ちょっとさみしい気もしますが，やれやれとい
う気分の方がやはり大きいです。最終例会には，みなさんスマイルよろしくお願いしま
す。

18件 83,000円

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

●大西直規 職業奉仕委員長
「意気に感じる」という言葉があります。
年度が始まる前に，藤井会長の人柄の良さに感じ入っていましたが，秘めたる
強い事業意欲を感じ，そして，冨岡幹事の律儀で，熱心に支えようとする姿に，
私は「意気に感じ」，「頑張らなければ！」と思った次第です。
事業については，①11月に保育事業者の視察とヒアリング ②同じく保育事業
開設者の視察とヒアリング ③本年２月に企業と子育てのシンポジウムの開催
④４月に岡山大学での出前授業 ⑤５月に出席委員会と共催の東京メークアップ
ツアーでの職業視察 と５事業を実施しました。
基本的には，女性の就労支援を目的とした企業と子育てを一貫テーマとしましたが，背景には「岡山市
の待機児童数が全国第２位である」という話題がマスコミに喧伝されたことが，岡山市へヒアリングを実
施する動機づけとなっています。
実施にあたっては，職業奉仕委員会のメンバーには大変お世話になりました。委員会は夜間も含めて７
〜８回開きましたが，ほぼ皆勤出席と言っても過言ではなく，情報の共有化と組織決定重視で運営ができ
たと思っています。また，社会奉仕と職業奉仕は表裏一体という考えから，シンポジウム共催に当たって
は渡邊委員長，神田副委員長に大変お世話になりました。そして，シンポジウムの実施にあたっては，当
日のお世話係として親睦活動委員会の方々の協力を得たことは，何にもまして心強く感じた次第です。
余談ですが，２年少々前に更井パスト会長から薫陶を受けたことがあります。その際に私が，「ロータ
リーの素晴らしいところは何ですか」と質問をしたところ，「ロータリークラブは組織のトップや企業の経
営者が多く，いわば一国一城の主である。そういう方たちが協力して事業を行い，人が人に尽すというこ
と。それが素晴らしいことだと思う。」という回答でした。
当時，私に実感はありませんでしたが，その言葉だけは，ずっと残っていました。
このたび，年度事業が終わり，振り返った時に，ようやく教示された言葉の意味が理解でき，まさに，
私にとってこの１年間は自己啓発であったことに気づいた次第であります。
最後に，色々な方たちにお世話になり，事業を遂行できましたが，お世話下さる方々の真摯な姿勢に，
私は強く「意気に感じ」，モチベーションの維持が図れたと思っております。
本当にありがとうございました。

●渡邊修司 社会奉仕委員長
皆様，一年間社会奉仕事業にご理解とご協力を賜りありがとうございました。
今年度行いました社会奉仕事業を振り返ってご説明させていただきます。
８/24 「第一回投壺・投扇興競技 後楽園大会」協賛
２/11 職業奉仕・社会奉仕合同事業 シンポジウム「乳幼児保育・学童保育の現
状と可能性」開催
〜社会福祉法人 旭川荘関連事業〜
12/13 「旭川荘クリスマスコンサート並びに座学講座」開催
 旭川荘の入所者の方に，就実高校吹奏楽部の皆さんの演奏を楽しく鑑賞
していただき，演奏する側の学生さんにはこの体験が今後「障がい」への理解と援助の気持ちを持
つことへのきっかけになって欲しいと考え企画しました。
３/22 旭川荘総合研究所前への枝垂れ梅の記念植樹
 旭川荘の入所者の方々に精神的に安らぐことの出来る場を提供したいと考え，東 RC では４年ぶり
となる植樹を行いました。
５/17 「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
 旭川荘に於いて，障がい者医療に従事される職員の方が，この受賞により，日常業務への励みと
なり，更なる障がい者医療の発展，研究に寄与していただきたいとの思いから創設しました。
今年度の「社会福祉法人 旭川荘」に関連する事業では，社会奉仕委員会の井上英雄会員を始めとする旭
川荘職員の方々に全面的なバックアップをいただきました。心より御礼を申し上げます。
そして社会奉仕委員会の皆様のご協力に感謝申し上げます。
ありがとうございました。
●浮田實 国際奉仕委員長（辻和英 国際奉仕副委員長 代読）
2017年は岡山市とサンノゼ市の友好都市締結60周年にあたり，その記念行事に
協賛することとなり，2017-18年度国際奉仕委員会活動として，青少年奉仕委員
会・出席委員会との共同事業で「青少年の国際理解と交流，平和の推進の支援」
という活動指針の下に，「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」と，「サンノ
ゼ東ロータリークラブ例会出席・友好交流事業」を行いました。
日程は平成29年８月５日から12日の６泊８日で，会員９名と夫人１名の参加を
得て，岡山市ジュニア・オーケストラの子供達51名と岡山市副市長を含む関係者
22名の総勢83名で米国サンノゼ市を訪問しました。
事業の内容は，岡山東ロータリークラブのマークと記念のイラスト入りのオリジナルポロシャツを作成
し，日米の出演者全員に贈呈し，私たちとスタッフ全員も会場ならびに交流会で着用しました。また，日
本文化をデザインしたピンバッジをお土産として持参しました。更に，合同演奏会への現地支援団体の発
掘と入場者の確保を行いました。また参加者の健康管理も行いました。演奏会は感動的なもので，出演し
た青少年達だけでなく，聴衆にも日米交流の輪が広がり，当初の活動目的は十分に達せられました。また，
後援団体として名を連ねていただいた，在サンフランシスコ総領事，岡山大学シリコンバレーオフィスと
の友好も広がり，岡山東ロータリークラブの公共性のアピールの向上に寄与しました。
「サンノゼ東ロータリークラブ例会出席・友好交流事業」には，７人で参加しましたが，ロータリアンと
しての一体感も実感し，視野を広げる良い機会ともなりました。その様子は，同クラブのホームページに
写真付きでアップロードされて，交流を広く印象付けられました。
本年度の事業は，米国に出かけての日数も長く，多くの会員に参加していただくことが困難であったこ
とを，国際奉仕委員長として反省しております。それにもかかわらず参加してくださった会員並びに令夫
人，そしてご支援をいただきました国際奉仕委員会の皆さまと，会員の皆様方に心よりお礼と感謝を申し
上げます。
●小橋雅治 青少年奉仕委員長
今年度青少年奉仕委員長を拝命いたしました小橋雅治です。
運営方針は「我々自身がロータリーを楽しみ，友情を深めることにより，青少
年の健全な成長に役立つ楽しい事業を開催できると思います。VISION がある事
業を計画し，我々の背中を子供たちに見せ，子供たちが大人になった時に誇れる
活動を行ってまいります。」と掲げ，以下の事業を開催しました。
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日後楽園鶴鳴館にて第二弾を開催いたしました。
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「おかやま西大寺マラソン2018」も協賛，救護，また救護の支援のボランティアを行いました。
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。最後に
私を支えてくださった会長をはじめメンバーの皆様，そして委員会メンバーの『高橋副委員長，朝霧さん，
石原さん，根木さん，山田さん』本当に一年間ありがとうございました。

ゴルフ同好会・打ち上げ会（6/16）
６月16日（土）快晴の中，本年度最終戦，第10回ゴルフ同好会例会が東児が丘マリンヒルズゴルフ倶楽部
に於いて開催されました。
７月に行われる年間チャンピオン決定の権利を争奪する為，楽しく親睦を深めつつも優勝を目指しプ
レーに熱が入りました。また熱戦の中で末藤会員が17H（144ヤード）でホールインワンを達成しました。
その後アークホテルにて表彰式と年間のゴルフ同好会の打ち上げが，一年を振り返りながら笑顔に溢れ
開催され長年お世話いただきました横山洋ゴルフ同好会会長から次年度より更井正人ゴルフ同好会会長に
引き継がれ一年を締めくくりました。横山洋ゴルフ同好会会長，長年お世話いただきありがとうございま
した。
第10回成績と７月に行われる年間取切り戦，参加権利者は下記の通りです。

［文章・写真提供：末藤達也 親睦活動副委員長］
（第10回例会）
OUT
IN
GROSS HDCP
NET
優勝 日名 一誠 会員
49
52
101
27.0
74.0
２位 渡邊 修司 会員
46
47
93
19.0
74.0
３位 近藤 聡司 会員
42
46
88
13.0
75.0
ＢＧ 三垣日出人 会員
41
38
79
0.0
79.0
（年間取り切戦権利者）横手，佐々木，藤岡，冨谷，藤井，土井，末藤，三垣，横山，日名（敬称略）
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第３位

近藤聡司会員

ベスグロ

打ち上げ会

三垣日出人会員

2018.6.21

第 2382 例会

チャーターナイト記念特別例会
（於 アークホテル岡山）
出席報告
会 員
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ビジター

90名（内出席免除者出席11名）
０名

６月21日（木）18時30分よりアークホテル岡山にて，総勢114名参加して「チャーターナイト記念特別例
会」が開催されました。チャーターメンバーである横山パスト会長のご挨拶から始まり，１年間を振り返
るスライド上映や各テーブル紅白に分かれての歌合戦など，楽しく大いに盛り上がった「チャーターナイ
ト記念特別例会」となりました。
藤井一也会長挨拶
皆様こんばんは。
本日は本年度最後の特別例会，チャーターナイト記念特別例会でございます。多くの会員ならびにご
夫人の皆様にご参加いただき，誠にありがとうございます。
思いおこせば昨年の７月に社交ダンスを踊りながら登場させていただいた納涼特別例会から早，１年
が経とうとしております。本当に早いものです。本年度の例会も本日の特別例会と28日の通常例会で終
了いたします。
本年度は，「楽しもうロータリー，深めよう友情の輪」を会長方針として会員の皆様と楽しくロータ
リー活動を行ってまいりました。会員数もおかげさまで22年振りに100名の大台に乗ることが出来まし
た。会員の皆様には次週退任の挨拶がございますので，ここではご夫人の皆様に御礼を述べたいと思い
ます。納涼特別例会，年末家族特別例会，チャーターナイト記念特別例会に多数ご参加いただき，本当
にありがとうございました。秋の大阪，春の北海道旅行にも，多くのご夫人の皆様にご参加いただき，
「楽しもうロータリー，深めよう友情の輪」の実践ができたように思います。参加していただいてこそ
岡山東ロータリークラブの良さを分かってもらえるのだと思います。改めましてご夫人の皆様には，ク
ラブの行事にご参加いただき，ありがとうございました。次年度はクラブ創立50周年でございます。ぜ
ひ次年度もロータリー活動により多くの方のご参加をお願いいたします。
さて，本日も親睦活動委員会が，いろいろ企画しているようです。「楽しもうロータリー，深めよう
友情の輪」でお楽みください。

昭和44年２月に伝達された RI 加盟認証状

三垣親睦活動委員長の挨拶

藤井会長の開会挨拶

齊藤直前会長の乾杯挨拶

チャーターメンバー横山パスト会長の挨拶

一年間を振り返るスライド上映

「熱唱！！

カラオケ歌合戦」

ひな壇役員の皆さんも熱唱！

華伝座のカクテル

米山記念奨学生のチュ・イ・メイさんと影山会員

司会の寺坂会員

お世話になった親睦活動委員会の皆さん

次年度親睦活動委員会の皆さん

「たすき引継式」三垣日出人委員長
から井上和宣次期委員長へ

藤岡副会長の閉会挨拶

親睦活動委員会の皆さん

「楽しもうロータリー，深めよう友情の輪」

手に手つないで

