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本日のプログラム
　お祝い行事
　「就任挨拶」
　舟橋弘晃 会長，内山淳 幹事

７月12日のプログラム
　「就任挨拶」
　山下和也 副会長，齋藤信也 S.A.A.

例会報告（6/28）

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13名）
出席率　84.00％（前々回訂正後出席率90.00％）
ビジター　４名

会長挨拶・報告
　皆様，こんにちは。このところ連日30℃を超える暑さが
続いておりますが，いかがお過ごしでしょうか？
　先週のチャーターナイト記念特別例会では，スポットラ
イトを浴びての登場，そして映像とともに歌まで披露させ
ていただき，ありがとうございました。親睦活動委員会の
皆様，お疲れ様でした。
　さて，本日は事務局を同じくする６RC の幹事の皆様が
メークアップにお見えです。各クラブの最後の例会にご出
席されているのだと思いますが，各クラブの雰囲気を体感
していただけたらと思います。また，自クラブとは違ったクラブの活動状況のご参考になると思いますの
で，６RC の幹事の皆様には，是非，冨岡幹事の退任挨拶を楽しみにしておいてください。
　それでは，一年間会長挨拶で申し上げておりますが，「楽しもうロータリー，深めよう友情の輪」を本日
もよろしくお願いいたします。

幹事報告
１．６月18日（月），県南17RC 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。

お 食 事
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



本年度出席優秀者表彰　表彰おめでとうございます
皆勤賞（ホームクラブ100％出席）13名 �

精勤賞（ホームクラブ１回欠席）11名 �

仁科恭一郎 会員

内山　淳 副幹事 大塚　学 会員 赤松興一 会員 森元幹雄 会員 岡本　哲 会員

藤井一也 会長 西本　晃 パスト会長 西下裕平 パスト会長 石井英行 パスト会長 冨岡正機 幹事

鳥居　滋
パストガバナー

藤岡千秋 副会長 貝原明宏 S.A.A. 大澤俊哉 会員 中井拓司 会員

大橋正禎 会員 髙藤祚嗣 会員 武　和志 会員 友野昌平 会員 土岩剛志 会員

若林宣夫 会員 横田　亮 会員 横手典明 会員



●スマイル●
藤井 １年間本当にありがとうございます。ただただ感謝です。ありがとうございます。次週

はどこにすわろうかなァ？
高畠（岡山北 RC），内山（岡山西南 RC），林（岡山丸の内 RC），樋口（岡山北西 RC） ①本日は事

務局を同じくする６RC 幹事会として表敬訪問させていただきました。冨岡幹事には本年
度６RC の代表幹事を務めていただきありがとうございました。本日のスピーチ楽しみに
しております。　②（西南 RC　内山様より）次年度幹事を務めます弟の内山淳をよろしく
お願いします。

坪井 会長，幹事１年間大変ご苦労さまでした。無事に船旅が終えられたのもお二人の努力
あってのことと思います。お疲れさまでした。

米田 藤井丸無事入港又めずらしい物をお送り下さりありがとうございました。
更井 藤井丸の無事着岸をお祝いいたします。皆様ご苦労様でした。
糸島 藤井丸の一員として無事の楽しい１年ありがとうございました。
西下 藤井年度，皆様ご苦労様でした。
石井 藤井丸の着岸を祝して。
舟橋 藤井会長，藤岡副会長，冨岡幹事，貝原 S.A.A.，一年間お疲れ様でした。すばらしい一

年だったと思います。うまく引き継げるようがんばりたいと思います。
藤岡 “楽しもうロータリー，深めよう友情の輪”の藤井会長年度の副会長とし皆様に多大なる

ご支援をいただき，本日最終例会を迎え感慨もひとしおです。本当にご協力ありがとう
ございました。

冨岡 ①６RC の幹事の皆様，岡山東 RC にようこそお越しいただきました。　②理事および役
員，委員長をはじめ会員すべての皆様，そして事務局 光石紀子さん，一年間，大変お世
話になりました。心から感謝申し上げます。ありがとうございました。

内山（淳） 藤井会長，冨岡幹事をはじめ理事および役員，委員長，会員のみなさまには本当にお世
話になりました。拙い例会の司会は今日で終わりますが，次年度も引き続きよろしくお
願いいたします。チャーターナイト記念特別例会では，三垣親睦活動委員長をはじめみ
なさまにお世話になりました。最後に冨岡幹事にはたくさんのことを教えていただきあ
りがとうございました。

近藤（典） ①藤井会長おめでとうございます。雛段の方々ご苦労様でした。私も会計として一役を
担いやれやれと思っております。　②山陽学園大学で「きもの学」の講師を務めてまいり
ました。　③井上一パスト会長の素晴らしい絵を拝観させていただきました。

和氣 藤井会長，冨岡幹事，一年間お疲れ様でした。又，今年度，会員増強委員長として純増
５名，100名に達したことは会員の皆様のおかげです。皆様ありがとうございました。

三垣 ７月の納涼特別例会から，先週のチャーターナイト記念特別例会まで藤井会長，冨岡幹
事，貝原 S.A.A. には色々と面倒を見てもらいありがとうございました。又，委員会のメ
ンバーには同好会の役や段取り等，急に振っても快よく受けていただきありがとうござ
いました。一番為になったのは私です。

大澤 今年度１年間の間に卓話をしていただいた会員，外部講師の皆様に深く感謝いたします。
貴重な時間を使わせていただきました。会員の皆様本当にありがとうございました。

大塚 一年間ありがとうございました！
大西 ①親睦活動委員会の皆様，チャーターナイト記念特別例会ご苦労様でした。　②１年間，

お世話になりました。
渡邊（修） ①藤井会長，一年間お疲れ様でした。私も社会奉仕委員長として貴重な体験をさせてい

ただきました。ありがとうございました。　②先日のゴルフ同好会では久々に２位入賞す
ることができました。

浮田 先々週の例会を欠席しまして，年度を閉めくくる委員長挨拶を欠席してしまいまして，
辻副委員長に変わっていただき，申し訳ありませんでした。辻先生ありがとうございま
した。おかげさまで，無事胆石の手術が終わり，５日で退院できました。もう一つ，そ
の週の日曜日には，私の出演した演奏会においでいただいた会員の皆様ありがとうござ
いました。藤井年度の最後にありがたい感謝の詰まった１週間でした。国際奉仕委員長
として，また一会員として皆様に厚く御礼申し上げます。ありがとうございました。

諸國 藤井年度の無事着陸おめでとうございます。冨岡幹事おつかれさまでした。７月からは
50周年総務副委員長よろしくね。

小橋 一年間お世話になりました。ありがとうございました。
山下（和） 藤井会長お疲れ様でした。
仁科 藤井丸の着岸が無事できました。出席委員長として１回欠席しましたが，一度も下での

食事なしにすみました。
堀 藤井会長，１年間おつかれさまでした。また，理事・役員の方々には，大変お世話にな

りました。初めての委員長で，いい勉強をさせていただきました。これからは，必ず
ロータリーの友を読みます！

冨山 藤井会長，冨岡幹事，理事役員の方，一年間お世話になりました。米山委員長として１
年間会員の皆様にはご協力いただきありがとうございました。無事任務を果たすことが
できました。
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内山（隆） 有名な日大の後輩 藤井会長の無事着岸を祝って。皆様のバックアップのおかげだと思い
ます。ありがとうございました。

北村 藤井会長，冨岡幹事，貝原 S.A.A.，１年間ご苦労様でした。ロータリーを十分楽しませ
ていただきました。

森元，武 藤井丸の無事着岸を祝して。
若林 藤井会長はじめ，理事・役員・委員長の皆様，一年間ご苦労様でした。
塩見 チャーターナイト記念特別例会では，大変お世話になりました。又，一年間大変お世話

になりました。ありがとうございました。
池田 藤井会長はじめ，理事の皆様におかれましては，大変お世話になりました。
菅野 お誕生日のプレゼントありがとうございました。会長，幹事，理事，役員の皆さんお疲

れ様でした。すばらしい一年でした。感謝，感謝。
斉藤（良） 藤井会長はじめ執行部の皆様１年間お世話になりました。お疲れさまでした。藤井会長

ありがとうございました。
高橋 藤井会長，冨岡幹事，そして役員及び委員長の皆様一年間お疲れ様でした。そして，藤

井会長からの記念品美味しくいただきました。ありがとうございました。
佐々木 藤井会長はじめ理事・役員の皆様一年間ごくろう様でした。そして大変お世話になりま

した。感謝！！
横手 藤井会長，冨岡幹事，１年間おつかれ様でした。
佐藤 藤井会長をはじめ理事，役員の皆様，大変お世話になりました。冨岡幹事おつかれ様で

した。
近藤（聡） ①ゴルフ同好会第10例会で３位になりました。ブイ（Ｖ）！！　あのロストボールがなけ

れば私の優勝だったのに〜〜。　②藤井会長，冨岡幹事，執行部，理事，委員長の皆様方
一年間お疲れ様でした。

友野 ①藤井会長先日は自宅へ結構な品を送っていただきありがとうございました。　②藤岡さ
ん24日のゴルフではお世話になりました。　③末藤さんホールインワンおめでとうござい
ます。私と同じ組からは初めての事で，文句の付けようのない完璧なものでした。

日名 ①藤井会長，１年間ご苦労様でした。　②先日の例会ゴルフでまたしても年齢で優勝させ
ていただきました。（渡邊修司さんごめんなさい。）　③今晩の日本の勝利を信じて。

井上（和） チャーターナイトで重いタスキを引き継ぎました。三垣委員長をはじめとする親睦活動
委員会の皆様，一年間ありがとうございました。

大河原 ①藤井会長，先日ありがとうございました。　②井上一パスト会長の作品展に参りまし
た。大変ありがとうございました。

松本 藤井会長をはじめ，理事役員の皆様一年間お疲れ様でした。今年一年楽しむことが出来
ました。ありがとうございました。

弘中 ①先日は，皆様にご利用いただき誠にありがとうございました。　②藤井会長，マンゴー
美味しかったです。本年度も大変ありがとうございました。

末藤 本年度はゴルフ同好会幹事役でいたらぬ事もあったと思いますが，皆様にはお世話にな
りました。ゴルフ最終例会では同好会の定期的なゴルフのお陰でホールインワンを達成
することができました。打上げではお祝をいただきありがとうございました。先般大阪
北部地震では職業奉仕してきました。

神田 ①チャーターナイトは夫婦でお世話になりました。妻もとても楽しんでいました。　②理
事，役員の皆様一年間お世話になりました。

萱原 ①藤井会長はじめ執行部の皆様１年間本当にお疲れ様でした。　②ゴルフ同好会では，今
年度たくさんブービー賞をいただきましたのでスマイルします。

岡﨑 藤井会長はじめ，理事・役員・委員長の皆様，一年間おつかれさまでした。そして，あ
りがとうございました。

宮本 会長はじめ役員の皆様，１年間大変おつかれ様でした。すばらしい，楽しい１年でした。
新年度の役員の皆様よろしくお願いいたします。

朝霧 昨日をもって，無事に三木会を卒業させていただきました。ご参加の皆様，ありがとう
ございました。また，本日，藤井丸の無事着岸おめでとうございます。

影山 藤井会長をはじめ，理事及び役員の皆様，お疲れ様でした。一年間，お世話になりました。
冨谷 藤井会長１年間お疲れ様でした。楽しい１年間でした。ありがとうございました。本日

予定があり先に失礼いたします。
福原 ①６月24日の山陽新聞に５月31日に行われましたまちづくりシンポジウムのパネラーと

してのせていただきました。ちょっとうれしくなりました。　②藤井会長，冨岡幹事１年
間お世話になりました。三垣委員長ご迷惑をかけてすみませんでした。浮田次年度委員
長よろしくお願いします。

中井 会長，幹事，理事，役員の皆様，一年間大変お世話になりました。
宗森 ①結婚記念日でメロンをいただき，ありがとうございました。おいしくいただきました。 

②昨年７月に入会させていただいて１年たちました。頑張っていきますのでよろしくお
願いします。

平井 今月末をもって東ロータリークラブ入会１年を迎える事が出来ました。多くの経験をさ
せていただきました。この一年間の経験を生かして次年度も頑張っていきたいと思いま
すのでよろしくお願いいたします。

寺坂 先日のチャーターナイト記念特別例会では，拙いながら司会をさせていただき，ご協力



●藤井一也�会長
　最初に皆様，本当に一年間ありがとうございました。
　思いおこせば昨年の３月４日，５日の「PETS」に出席をして，３月９日の例
会で「PETS の報告」をさせていただいてから，次々と被選理事会，被選クラブ
協議会，次年度委員会と目まぐるしくいろいろなことが進んでいきました。
　７月に入り会長就任挨拶，丹羽英喜ガバナー補佐訪問，納涼特別例会，池上
正ガバナー公式訪問例会等々と進んでいく訳ですが，とりわけ緊張したのが

「PETS の報告」と「会長就任挨拶」，そして年が明けて２月11日に開催されまし
た「企業と子育てについてのシンポジウム」での挨拶でした。約一年間，会長挨
拶を毎例会ごとにさせていただき，１〜２分の挨拶はお蔭様でなんとか出来るよ
うになりましたが，多くの人の前とか長い挨拶になりますと，私の単純な頭の構造ではすぐ混乱してしま
い，なかなか上手くいきませんでした。
　本日もいろいろ考えたのですが，この場では皆様に“ありがとう”とお伝えしようと思います。
　まず，山下和也委員長はじめ職業分類委員会，糸島達也委員長はじめ会員選考委員会，和氣伸吉委員長
はじめ会員増強委員会の皆様におかれましては７名の新会員を入会させていただき，ありがとうございま
した。三垣委員長はじめ親睦活動委員会の皆様におかれましては，『会長，「楽しもうロータリー，深めよ
う友情の輪」なんじゃから，こうしようや，ああしようや』と，手作りで楽しい企画を考え，会員皆様に

「楽しもうロータリー，深めよう友情の輪」を浸透させていただき，ありがとうございました。大澤委員長
はじめプログラム委員会におかれましては，会員皆様にとって，ためになる卓話を組んでいただき，本当
にありがとうございました。大塚委員長はじめ会報委員会におかれましては，毎週の週報，大変お世話に
なりました。週報のファイルは私の一年間の宝物です。ありがとうございました。引き続き，「年報」も
よろしくお願いいたします。仁科委員長はじめ出席委員会におかれましては，メークアップツアーやク
ラブ行事に会員の皆様に出席をお願いして，高い出席率を確保していただき，誠にありがとうございまし
た。堀委員長はじめ広報委員会におかれましては，毎月『ロータリーの友』を紹介してくださり，ありが
とうございました。齊藤博臣委員長はじめロータリー情報委員会におかれましては，クラブフォーラム，
I.D.M.，フレッシュ会員への研修会等々，ロータリーの基本をなす要を会員皆様に示していただき，本当に
ありがとうございました。四大奉仕委員会につきましては，先週，委員長からのご報告がございましたの
で，この場では細かいことは申しませんが，本当にすばらしい奉仕活動をありがとうございました。諸國
委員長はじめロータリー財団委員会におかれましては，地区補助金事業の申請，年次基金の寄付金集めな
ど大変お世話になりました。冨山委員長はじめ米山記念奨学会委員会におかれましては特別寄付の寄付金
集めもさることならが，米山奨学生のイム君のお世話を黒住カウンセラーと共にありがとうございました。
近藤典博会計におかれましては，クラブ財政を活動計画通りに進めていただき，ありがとうございました。
齋藤信也副 S.A.A. と内山淳副幹事におかれましては，副という立場でいろいろと補佐をしていただき，本
当にありがとうございました。７月より副がとれた役職を十二分に発揮してください。最後になりました
が，横山岡山東ロータリークラブ基金管理委員長，舟橋会長エレクト，藤岡副会長，貝原 S.A.A.，冨岡幹

「退任挨拶」
藤井一也 会長，冨岡正機 幹事
藤岡千秋 副会長，貝原明宏 S.A.A.

６月28日のプログラム

ありがとうございました。三垣委員長，安藤副委員長をはじめ親睦活動委員会の皆さん
には，大変お世話になりました。マンゴーありがたくいただきました。

奥野 藤井会長をはじめ岡山東ロータリークラブの皆様１年間お世話になりありがとうござい
ました。

事務局一同 チャーターナイト記念特別例会にお招きいただきありがとうございました。
齋藤（信） 藤井会長，１年間お疲れさまでした。
貝原 １年間大変お世話になりました。来週から左側に移ってしゃべりますが，みなさんよろ

しくお願いいたします。チャーターナイト三垣委員長おつかれさまでした。
 62件　559,000円
 2017-2018年度　計 6,161,000円

　本年度 S.A.A. 表彰（上位20名）多額のスマイルをありがとうございました。
　藤井一也会長，藤岡千秋副会長，舟橋弘晃会長エレクト，日名一誠会員，石井英行パスト会長，
貝原明宏 S.A.A.，三垣日出人親睦活動委員長，大西直規職業奉仕委員長，大澤俊哉プログラム委員
長，佐々木篤会員，更井正人パスト会長，諸國眞太郎ロータリー財団委員長，菅野正則会員，武和
志会員，冨岡正機幹事，坪井俊郎パスト会長，内山淳副幹事，浮田實国際奉仕委員長，山下和也職
業分類委員長，横手典明会員。



事，本当にありがとうございました。特に冨岡幹事とは丸二年間，共に汗をかいて物事をいい方向に進め
ていくことができました。
　そして最後に，一年間，「楽しもうロータリー，深めよう友情の輪」をどうもありがとうございました。

●冨岡正機�幹事
　2017-18年度 岡山東ロータリークラブ，藤井一也 会長年度，幹事を務めさせて
いただきました冨岡正機です。
　本年度，藤井会長は，「楽しもうロータリー，深めよう友情の輪」を，掲げられ
ました。このテーマを具現化する為，なにが会員皆様の心を動かすのか，一生懸
命考えました。そして，己の小ささを知り，皆様の大きな，大きな力を借りるこ
とで，充実した奉仕事業，親睦活動を行うことができました。これらの事業，ま
た活動に，多くの会員が携わり，一人ひとりの温かいご協力をいただき，そして，
楽しい時間を共有できたことに，心から，深く，深く，感謝申し上げます。
　ちょうど一年前，この席で，私は，藤井会長の幹事として，すべてを出し切り，余力を残さず，覚悟を
もって，取り組む所存であります，と述べました。一流のクラブとはなんぞや，ということを，常に自問
自答し続け，諸先輩が築いて来られた「歴史と伝統に輝く岡山東 RC」と，藤井会長のこの一年にかける思
いを，不連続の連続のなかで，まっとうすべく，幹事として，できることは，すべて挑戦して参りました。
当然，未熟な幹事ですから，非礼，また行き届かないことが，多々あったと思います。そのたびに，理事
および役員，委員長の皆様，そして会員皆様の叱咤激励をいただき，そして多くの仲間の力を，とても大
きく感じた一年間でした。会員の皆様，本当にありがとうございました。
　そして，最後に，もう一つ言わせてください。岡山東 RC の幹事は，とても楽しいものでした。藤井会
長，ありがとうございました。以上，甚だ簡単ではございますが，幹事退任の挨拶とさせていただきます。
ありがとうございました。

●藤岡千秋�副会長
　藤井会長年度の副会長の任をいただきました，藤岡でございます。
　まず，素晴らしい統率力の藤井会長と緻密で繊細な冨岡幹事のもと，そして，
ご協力くださった，理事，役員，委員長，そして会員の皆様のおかげで，会長方
針である“楽しもうロータリー，深めよう友情の輪”にのっとり，一年を務め，副
会長の退任を大過なく終えました事，改めて全てに感謝申し上げます。非常に有
意義で，楽しい，実のある一年でした。
　当初，副会長の任をいただいた時，正直言って何をどうすれば良いかという思
いで就任いたしました。クラブ奉仕担当理事とし，クラブ奉仕をまとめるという
大任でした。しかし，一年経過して改めて思う事は，自らがこれといって何もすることもなく，引き継が
れてきた伝統で，会員皆様が何をどうするか，理解され，それぞれの役目を全うされました。これこそが，
歴史と伝統のたまものであると実感し，感銘を受けました。
　ロータリーの原点である，集いて，育まれる親睦と友愛であり，奉仕の理想であると思います。
　本日，退任するにあたり，皆様からいただいた，大きな友愛を肝に命じ，明日からのロータリー活動に
生かしていきたいと思っております。

●貝原明宏�S.A.A.
　まず皆様には一年間大変お世話になりました。
　昨年の齊藤直前会長の年度に副 S.A.A. として髙山先輩の元で勉強して，今年一
年 S.A.A. を務めさせていただきました。
　毎週のスマイル発表は当初，文章を読むのがヘタで，漢字の苦手な私にとって
はかなり苦痛でした。中にはとても達筆な方もおられて，その際には齋藤信也副
S.A.A. に毎回助けていただきました。
　思えば私が副 S.A.A. のおりには計算が苦手で金額が合わなくてよく髙山先輩を
ひやひやさせていたし，この役まったく向いてなかったんじゃないかと思ってし
まいます。
　自分で言うのも何ですけど持ち前の愛想の良さとポジティブ思考で何とかなったのかなとも思いますが，
やはり皆さんのおかげだと言うことに感謝しています。スマイルもあえて強くはお願いしないようにと
やってきましたが，それでもこれだけの額になり，それだけ我が岡山東ロータリクラブの会員に毎週良い
ことがあり，また良いことをしてきたからこその結果であると思っております。
　これからも我がクラブは伝統を重んじ，素晴らしい歴史を積み重ねて行くと思いますが私もそれに恥じ
ないようしっかり付いて参りたいと思います。
　一年間ありがとうございました。
追伸　藤井会長，冨岡幹事，本当にお疲れさまでした！



点鐘の引き継ぎ式　
　藤井一也会長より，次期舟橋弘晃会長へ点鐘の引き継ぎが行われました。

　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.　一年間お疲れ様でした。お祝いに６
RC の幹事も駆けつけてくれました。
　（岡山北 RC 高畠 浩様　岡山西南 RC 内山 一三様　岡山丸の内 RC 林 英男様　岡山北西 RC 樋口 芳紀様）

感謝！のつどい（6/28）　
　６月28日（木）18時30分より「千屋牛　しゃぶ久」にて藤井一也会長主催の「感謝！のつどい」が行われ，
藤井年度の理事，役員，委員長が出席しました。藤井会長から感謝の言葉が述べられ，美味しいお肉とお
酒を味わいながら，お互いに一年の労をねぎらいました。最後は，舟橋弘晃次期会長から藤井一也会長に，
内山淳次期幹事より冨岡正機幹事へ花束が贈られ，藤岡副会長の閉会の挨拶により散会となりました。

藤井会長　挨拶 糸島パスト会長　乾杯挨拶

藤井一也会長より次期舟橋弘晃会長へ 藤井会長と冨岡幹事 ６RC 幹事の皆さんと

花束贈呈 舟橋会長エレクト　閉会挨拶



岡山神社御礼参り・朝食会　
　６月30日（土）午前７時より岡山神社において，藤井会長，冨岡幹事をはじめ理事，役員，委員長が集ま
り，事業祈願成就のお礼参りを行いました。その後，岡山プラザホテル９階にて朝食会が行われ，藤井会
長より理事・役員の皆様のご協力で充実した一年間を楽しいロータリー活動で過ごさせていただけました
ことを心より感謝しますと挨拶されました。
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１年間のご愛読ありがとうございました。

会報委員会　委員長 大塚学，副委員長 岡﨑秀紀，委員 日名一誠，萱原一則

７月の月間行事予定  
例 会 行 事 プ ロ グ ラ ム そ の 他 の 行 事
５日通常例会

12日通常例会
19日通常例会

26日通常例会

・お祝い行事
・「就任挨拶」舟橋弘晃 会長，内山淳 幹事
・「就任挨拶」山下和也 副会長，齋藤信也 S.A.A.
・「就任挨拶」
　　菅野正則 職業奉仕委員長，神田豪 社会奉仕委員長，
　　佐々木篤 国際奉仕委員長，和氣伸吉 青少年奉仕委員長
・末長範彦ガバナー公式訪問例会（A 方式）

５日　・第１回理事会
　　　・第３回クラブ協議会
10日　・ 県南17RC 正副会長幹事会

（ホテルグランヴィア岡山）
12日　・フレッシュ会員研修会
　　　・ ガバナー補佐訪問第４回ク

ラブ協議会
16日　・ ゴルフ同好会（赤坂レイク

サイド CC）

７月の月間メニュー
５日通常例会
12日通常例会

19日通常例会

26日通常例会

・幕の内，吸物
・ ニラレバ炒め，春雨とクラゲの中華サラダ，豆腐の塩レモンザーサイ，御飯，中華スープ，杏

仁豆腐
・ 大海老フライ定食，スパゲッティサラダ，キューリとワカメ・油揚げの酢の物，御飯，汁，フ

ルーツ，コーヒー
・（ミリオンダラーミール）鶏肉と夏野菜グリルのカレー，ポテトサラダ，コーヒー

岡山神社にて御礼参り 岡山プラザホテルにて朝食会


