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本日のプログラム
　「お祝行事」
　「指名委員会・会員選挙について」
　「岡山大学グリークラブ 演奏」

９月13日のプログラム
　「数珠つなぎ“この会員の
　　　　こんな話を聞いてみたい！”シリーズ」
　髙藤祚嗣 会員，寺坂幸治 会員

例会報告（8/30）

出席報告
会員数　99名（内出席免除者13名）
出席者　83名（内出席免除者出席13名）
出席率　83.84％（前々回訂正後出席率95.96％）
ビジター　０名

会長挨拶
　皆さん，こんにちは。先週のクラブフォーラムには，強い台風が迫る中を多くの皆様にご出席いただき，
ありがとうございました。おかげで，「会員増強」について内山隆義職業分類・西下会員選考・浮田会員増
強の各委員長からご発表いただくとともに皆様と熱く議論いただきました。また，「岡山東 RC 奨学金事業」
についても多くの前向きなご意見をいただきました。感謝申し上げます。今後，いただいたご意見に沿っ
て進めたいと存じます。
　ところで，私が RC に入れていただいた十数年前の国際ロータリー定款には，「クラブは，善良な成人で
あって職業上および（または）地域社会で良い評判を受けている正会員によって構成されるものとする」と
あり，その後に，（１）有益な事業または専門職務の持主，共同経営者，法人役員または支配人，（２）有益
な事業または専門職務の地方代理店・支店で裁量の権限のある管理職，（３）上記（１）（２）の地位からの退
職者，（４）奉仕およびロータリーの綱領への献身を示した地域社会のリーダー，（５）ロータリー財団学友，
など（一部略）との但し書きがありました。しかし，現在の国際ロータリー定款では，「クラブは，善良さ，
高潔さ，リーダーシップを身をもって示し，職業上および（または）地域社会で良い評判を受けており，地
域社会および（または）世界において奉仕する意欲のある成人によって構成されるものとする」としか記さ
れておらず，ロータリーに入会出来る基準が，容易くなった印象を受けます。しかし，魅力的な仲間が増
えないと，会員相互の親睦がさらに深まり，お互いが学べる素晴らしいクラブであり続けることが出来な
いと思います。先週の議論を通して，会員相互の親睦を益々深める中で当クラブの素晴らしさを再認識し，
それを皆が周囲にアピールし続けることが，また必要とされる奉仕活動をし続けることが，当クラブに是
非入会したいと思っていただけることに繋がり，本当の意味で会員増強となると強く思いました。皆様の
ご協力をよろしくお願い申し上げます。それでは，本日も「親睦を深化し，一隅を照らそう」でお願いし

お 食 事
焼きうなぎ，吸物，冷製茶碗蒸し，厚焼き
卵，茄子のお浸し，キノコ御飯



ます。例会をお楽しみください。

幹事報告
１．９月のロータリーレートは，１ドル＝112円です。
２．８月27日（月）６RC 幹事会が開催されましたので，出席してまいりました。
３．他クラブ週報を回覧いたします。

ロータリー財団表彰
　国際ロータリー日本事務局より，個人寄付の認証として，ベネファクターの認証状と記章，ならびにマ
ルチプル・ポール・ハリス・フェローの認証ピンが届いており，舟橋弘晃 会長，山下和也 副会長より授与
されました。

委員会報告
●社会奉仕委員会　神田豪 委員長
　９月９日（日）８時より絆プロジェクト第２弾として，水害救援物資の搬送を行います。暑い中ですが，
ご協力いただける方は，お申し出下さい。

●囲碁同好会　大塚学 会員
　９月２日（日）10時よりアークホテル岡山にて，囲碁同好会総会兼第１回競技会を行います。ご参加予定
の方はお忘れなきようご参集ください。

●広報委員会　岡本哲 委員長
　「ロータリーの友」８月号　主要記事のご案内
　　横組み・縦組みの表紙：イラストレーターによるロータリー表現
　　会員増強の可能性（横組み P.７〜 P.15）
　　全国ロータリークラブ野球大会（横組み P.24〜 P.27）
　　変化をチャンスに（縦組み P.４〜 P.８）
　　クラブを訪ねて　横浜西 RC（縦組み P.９〜 P.12）

世良仁 会員

● 第７回マルチプル・ポール・ 
ハリス・フェロー（認証ピン）

内山淳 幹事

● 第４回マルチプル・ポール・ 
ハリス・フェロー（認証ピン）

荒川謙三 パスト会長

● 第４回マルチプル・ポール・ 
ハリス・フェロー（認証ピン）

舟橋弘晃 会長

●ベネファクター（認証状と記章）
● 第４回マルチプル・ポール・ 

ハリス・フェロー（認証ピン）



◎�プログラム委員会では，今年度岡山東RCが創立50周年の節目の年を迎えるにあたり，クラブ在籍歴が長い
方を対象に，昔の思い出を語っていただくシリーズを企画いたしました。貴重な思い出を拝聴することによ
り，当クラブの歴史と伝統をあらためて認識できるきっかけになるのではないかと考えております。主旨を
ご理解いただき，ご支援・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

●第一話は「温故知新」〜岡山東 RC の歴史を振り返る〜
　舟橋会長によるパワーポイント画像を用いてのコー
ディネートを賜りながら，まず，横山パスト会長から，
当クラブ発足の前年に呼びかけられて否応なしに入会す
ることになられた経緯をお話しくださいました。
　また，チャーターナイトまでに会員を増員するため初
代の中山真一会長に入会を勧誘されて坪井パスト会長が
入会された経緯もお伺いしました。
　続いて，当時の親睦の様子や例会出席について，
当時は出席について大変厳しい雰囲気であったと
のことでしたが，特別例会で家族同士の親睦を深
め，松茸狩りに観劇家族会にと，時に参加会員数
より多いご家族皆様のご参加がありました当時の
楽しい思い出を懐古。
　特に，歴代の会長宅で行われた「F.S.M.」での

「ロータリー会員としてのマナー向上，例会時の私
語，スピーチを聞く態度」などの熱心な話し合い
には，頭が下がる思いで拝聴いたしました。
　最後に，創立50周年を迎えた当クラブの今後に
期待するメッセージとして，坪井パスト会長からは「会員同士の親睦をもっと増やす，そういった機会を
もっと作ったらどうか。」とのお言葉と横山パスト会長からは「ロータリークラブは職業奉仕が基本であ
り，自分の仕事や会社を大事にしていくことが必要だが，そのうえで会員相互の親睦を会社としてだけで
なく個人として，より深めていただきたい。」とのご教示を頂戴しました。

「岡山東RC創立50周年�“昔の思い出シリーズ”」 横山洋�パスト会長
坪井俊郎�パスト会長

８月30日のプログラム

岡山東ロータリークラブの誕生（1969）

1968年10⽉12⽇
市内３クラブ（岡⼭、南、⻄）会⻑幹事会で
岡⼭RCをスポンサーとして、東・北RCの結成承認

1968年11⽉11⽇
坂⼝ガバナー、岡⼭RC野津康雄⽒を特別代表に委嘱

1968年11⽉11⽇
岡⼭RC理事会、東・北RCのスポンサーとなることと
区域割譲を承認

1969年1⽉27⽇
RI より東・北RCの地域限界承認書到着、結成準備会開催

1969年2⽉8⽇
東・北RCクラブ創⽴総会開催

1969年２⽉26⽇
岡⼭東ロータリークラブをRIが承認

1969年6⽉14⽇
東・北・⻄南RCクラブ合同認証状伝達式開催

1980年7月〜1981年6月（第13代）

13代会長 坪 井 俊 郎 氏

地区ガバナー 藤間忠顕・⻄下⽌夫
会 ⻑ 坪井俊郎
副会⻑ 河和 薫
幹 事 ⻑尾喜⼋郎
S A A ⾦光成治

年度初頭会員数 76名
年度末会員数 77名

HC出席率 85.32%
Make-up後出席率 100％

出席率100％の維持のご苦労があったのでは︖

2000年7月〜2001年6月（第33代）

33代会長 横 山 洋 氏

地区ガバナー 藤原章夫（岡⼭⻄RC）

会 ⻑ 横⼭ 洋
会⻑エレクト 多⽥正勝
副会⻑ ⼊江良之
幹 事 近藤典博
S A A 丹⽻国泰

年度初頭会員数 86名
年度末会員数 90名

HC出席率 76.88%
Make-up後出席率 91.03％

出席率維持のご苦労があったのでは︖
会員増強委員長幹 事



クラブ米山記念奨学委員長研修会（9/2）　
　９月２日（日）10時30分より，2018-19年度国際ロー
タリー第2690地区クラブ米山記念奨学委員長研修会
が岡山国際交流センターにて開催され参加して参り
ました。
　研修会では，「米山記念奨学事業の意義と成果」と
題した講話と「米山学友会の役割」と題した卓話が
行われ，米山梅吉氏の略歴・米山記念奨学金の歴史
や財源・ロータリークラブ会員と奨学生との関わり
方・奨学生の現況などのお話があり，改めてこの事
業が国際貢献や国際奉仕に大きく携わっていること
を理解しました。
　また，午後からは，当クラブのチュ・イ・メイさんら米山記念奨学生と米山学友会の方々が参加し懇親
会が行われました。第2690地区奨学生らのスピーチがあり，奨学金への感謝の言葉と各クラブでの活動状
況や大学での研究内容等が発表されました。
　他クラブの委員長や奨学生との情報交換・交流ができ，有意義な時間を過ごすことができました。
 ［文章・写真提供：影山修司 米山記念奨学会委員長］

囲碁同好会・総会（9/2）　
　９月２日（日）アークホテル岡山にて，囲碁同好会総会及び第１回競技会が開催されました。総会では，
会長に北村正発会員，副会長に仁科恭一郎会員，幹事に佐藤英明会員，監事に近藤典博会員が選任され，
予算及び事業計画が承認され，また，創立50周年記念事業について検討されました。第１回競技会では，
４戦全勝で，勘藤晋会員が優勝，仁科恭一郎同好会副会長が２位，北村正発同好会会長が３位となりまし
た。ゲスト参加頂いた舟橋弘晃会長も囲碁を楽しまれ，親睦を深めることができました。次回は，12月16
日（日）を予定しています。初心者の方も大歓迎ですので，ぜひご参加よろしくお願いいたします。
 ［文章・写真提供：佐藤英明 囲碁同好会幹事］

１０周年記念誌に見る現会員の諸先輩方

横⼭会員 坪井会員 ⽶⽥会員

２０周年記念誌に見る現在籍会員の方々

（アルファベット順）



総会風景

優勝　勘藤晋�会員

競技会場風景

２位　仁科恭一郎�同好会副会長 ３位　北村正発�同好会会長

９月の月間行事予定 � 基本的教育と識字率向上・ロータリーの友月間

例 会 行 事 プ ロ グ ラ ム そ の 他 の 行 事

６日通常例会

13日通常例会

20日通常例会
27日通常例会

・お祝い行事
・「指名委員会・会員選挙について」
・「岡山大学グリークラブ　演奏」
・ 「数珠つなぎ“この会員のこんな話を聞いてみたい！”

シリーズ」 髙藤祚嗣 会員，寺坂幸治 会員
・「働き方改革」 岡山県社会保険労務士会　笹井茂樹 様
・ 「岡山東 RC 創立50周年“昔の思い出シリーズ”」

鳥居滋 パストガバナー，更井正人 パスト会長

２日　・ クラブ米山記念奨学委員長研修
会（岡山国際交流センター）

　　　・囲碁同好会・総会
６日　・第３回理事会
８日　・麻雀同好会「東風の会」
９日　・ 絆プロジェクト第２弾　水害救

援物資搬送
17日　・ 社会奉仕・青少年奉仕合同事業

「身近な「子どもの貧困」を救う
インスピレーションとなる，居場
所づくり支援」（さん太ホール）

24日　・ ゴルフ同好会（岡山 CC 桃の郷
コース）

27日　・ゴルフ同好会 総会

９月の月間メニュー

６日通常例会
13日通常例会
20日通常例会
27日通常例会

・ ローストビーフ 温野菜添え，ライス，木ノ子とサーモンのサラダ，デザートとフルーツ，コーヒー
・八宝菜，クラゲと春雨のサラダ，大根餅，御飯，中華スープ，杏仁豆腐，コーヒー
・鮎の塩焼き，蛸オクラ山芋添え，ソーメン，吸物，アイスクリーム，コーヒー
・黄ニラ・イクラの散らし寿司，茶碗蒸し，吸物，コーヒー


