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本日のプログラム
　「岡山東 RC 創立50周年
　　　“昔の思い出シリーズ”」
　米田弥寿雄 パスト会長，山田泰照 会員

11月１日のプログラム
　「お祝い行事」
　「年次総会」
　「ロータリー財団月間に因んで」
　福武義修 ロータリー財団委員長

例会報告（10/18）

出席報告
会員数　101名（内出席免除者13名）
出席者　82名（内出席免除者出席11名）
出席率　82.83％（前々回訂正後出席率92.08％）
ビジター　０名

会長挨拶
　皆様こんにちは。「米山月間」に因み，当クラブでこれまで何度か静岡県三島市にある米山梅吉記念館を
訪れていますので，よくご存知かと存じますが，米山梅吉翁について，少しお話しいたします。
　米山梅吉氏の人生は，1868年４月19日に誕生されたポールハリスより２ヶ月ほど早い同年２月26日（慶応
４年２月４日）に始まりました。その後，父の死去により母親の郷里三島で幼時期を過ごし，19歳で渡米し
８年間の留学の後に，勝海舟にも師事しています。29歳で三井銀行に入り，大津，東京深川，横浜，大阪
の支店長の後に41歳で常務取締役になっています。因みに，37歳の時にポールハリスがシカゴで RC を創設
しています。その15年後の52歳の時に日本初の東京 RC を創設し初代会長［きっかけは日本人初のロータリ
アン福島喜三次（ダラス RC，38歳）の帰国］，翌年には何故か米国に野口英世を訪ねています。56歳の時に
三井信託を設立して初代社長，58歳で RI 理事，60歳で第70区初代ガバナー（３年間従事）をされています。
66歳で三井報恩会理事長に就き，ハンセン病，がん，結核等への助成など様々な奉仕活動，69歳で私財を
投じて財団法人緑岡小学校校長・理事長として青山学院の初等教育に寄与し，1946年４月28日に逝去され
ています。ポールハリスも1947年１月27日に逝去されており，ともに享年78歳でした。その後，1952年12
月に米山氏の功績を祈念して東京 RC が米山奨学制度を設立し，2015年には123カ国18,506名の奨学生を支
援するに至っています。
　米山梅吉翁の語録抄を見ますと，盛んに「常識」（common sense）の重要性を説かれています。「常識」

お 食 事
人参のポタージュスープ，サーモンステー
キ 木ノ子バターソース，ライス，カレー
ポテトサラダ，フルーツ



とは，社会という大広間での作法（どこに座り，どのように立ち振る舞うべきか等）で，経験によって磨か
れるものであり，処世の羅針盤または人格完成の最大要素であると述べておられます。またそれは，体裁
を飾り雄弁を弄するものではなく，黙々の中にも真価を発揮するものでなければ駄目だそうです。また，
スポーツを通した国際的平和運動であるオリンピックと奉仕を通した世界的精神運動のロータリーは，五
輪の旗と歯車の旗を掲げ，ともに公平を旨とし正義を念としており，世界中を覆うべきものとも述べられ
ています。我々がこの素晴らしいロータリーから学ぶべきは，ロータリーに集まり磨かれた「常識」なの
かもしれません。
　それでは今週も「親睦を深化し，一隅を照らそう」でお願いします。例会をお楽しみください。

幹事報告
１．10月21日（日）地区大会ですが，12時に岡山シンフォニーホール南側の入り口に集合してください。

記念撮影を行います。
　　本会議の受付は，岡山シンフォニーホールの３階で11時からされております。本会議開会（12：30）

と同時に，国際ロータリー会長代理が入場され，ただちに岡山フィルハーモニック管弦楽団のオー
プニング演奏があります。開会５分前までには着席をお願いいたします。12時30分に入口ドアが閉
まります。先週お配りしました地区大会参加者ネームホルダーを必ずお持ちください。

　　また地区大会記念チャリティーゴルフに参加される方は，明日19日（金）８時30分集合となっており
ます。場所は後楽ゴルフ倶楽部です。

２．本日例会終了後，第２回指名委員会を４F「烏城の間」において開催いたします。関係各位はよろし
くお願いいたします。

３．本日18時30分より２F「吉備の間」において第２回クラブフォーラムを開催いたします。出席予定の
方はよろしくお願いいたします。

４．藤崎信明 新会員の住所等のデータを本日，ポスティングしておりますので，会員名簿にお貼りくだ
さい。

５．10月15日（月）県南17RC 幹事会が開催され，参加して参りました。
６．岡山城ロータリークラブより，地区補助金プロジェクト「地域ふれあい和太鼓コンサート」のご案

内が届いております。他クラブ週報と一緒にチラシを回覧いたします。参加希望の方は入場整理券
が必要ですので，事務局宛お知らせください。なお申込み締め切りは10月31日（水）となっておりま
す。よろしくお願いいたします。

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，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 会長より授与されました。
●第４回マルチプル・ポール・ハリス・フェロー（認証ピン）

日名一誠 会員

委員会報告
●親睦活動委員会，ゴルフ同好会　小橋雅治 副委員長
・ ゴルフ同好会第４回例会を11月23日（金・祝）後楽ゴルフ倶楽部にて，また第５回例会を12月２日（日）倉敷

カントリー倶楽部にて予定しております。本日ご案内をポスティングさせていただいておりますので，皆
様方のご参加をお待ちしております。

・本日親睦活動委員会を開催いたします。関係者の方は例会終了後２階「曲水の間」にご参集ください。



●「〜生きる・暮らしを守る〜」　奥野一三 会員
　今年も様々な自然災害が各所で発生いたしました。被害にあわれた方へお見舞
い申し上げます。被災状況もテレビ・新聞だけでなく個人のスマートフォンや
SNS などでリアルタイムに知り得る時代になりました。
　奥野組は災害発生時の緊急対応を担っています。今年の豪雨の際は，洪水警報
発令時より河川堤防に異常がないかパトロールを開始，土のう作成設置，危険個
所のバリケード設置，障害物撤去，ポンプ車の運転設置稼働，ごみの集積廃棄な
ど約２週間24時間体制で岡山県内各所浸水や崩壊した地域での応急作業を行いま
した。深夜暗い中で増水した川の堤防や土砂崩壊など不安定な地盤近くでの緊張感，今夏の異常な暑さに
よる体力の消耗と疲労の蓄積，過酷な作業条件ですが緊急事態といえども二次災害が起きないよう細心の
注意が必要となります。我々だけでなく緊急車両の通行や社会活動の早期復旧が使命であると，過酷な状
況下で黙々と応急活動をされている多くの方々に心より敬意と感謝を申し上げます。
　当社は昭和21年創業以来一貫として，岡山県内様々な場所で公共インフラ（河川・道路など）を整備して
まいりました。人が安全で快適な暮らしが出来るよう環境を創造する仕事であると思っています。これか
らの平穏を祈るとともに，皆様と一緒により安心できる地域にしたいと思います。次は末藤会員へバトン
をお渡しいたします。

●「大阪北部地震による都市ガス災害復旧隊経験と防災について」 末藤達也 会員
　先ずは，都市ガス災害復旧隊経験からお話しします。
　私は，日本ガス協会・中四国支部・岡山ガスの復旧隊の一員として６月21日に
岡山東ロータリーの例会は欠席させていただきましたが復旧に吹田市へ支援にい
きました。日本ガス協会を通して全国のガス事業者が2,700名の復旧応援隊を派
遣し，大阪ガス復旧隊などと合わせ約5,100名の体制で復旧活動をしました。これ
が，１週間で復旧完了した大きな理由です。
　大阪ガスの供給エリア内で11万1951戸の都市ガス供給が停止しました。茨木市
と高槻市は震度６弱，摂津市と吹田市は震度５強の揺れでした。都市ガス供給が復旧したのは６月24日で，
復旧に７日間を要しました。１週間は時間がかかりすぎとの意見もあるようですが，私は，過去の地震災
害に比べ大変早い復旧だったと思っています。

〈23年間に行われたガスの地震対策〉
　阪神淡路大震災後，ガス会社各社は精力的に地震対策を実施しました。一つは地震被害を減らすハード
対策です。折れにくいポリエチレン製のガス導管に取替したり，各家庭のガスメーターをマイコンメー
ターにし，震度５程度の揺れで自動遮断するようにしました。また，二次災害の防止のため，供給エリア
をブロック化し，そこに地震計を多数設置することで，震度６程度の揺れを感知したブロックだけを自動
遮断できるようにしました。
　次に防災についてお話いたします。先ず災害時には，以下の大きく分けて三つの行動しかありません。
◆自助　　自分の命は自分で守る！　　日頃からの事前準備，早めの避難行動
◆共助　　身近な人と助け合う！　　　 日頃からの家族・ご近所と話し合う・避難場所・避難経路・安否

連絡方等
◆公助　　消防・警察・自衛隊の助けを待つ！
　自助，共助で８割の方が助かり，公助による救出は２割程度で災害が大きくなればなる程，救出は減少
するそうです。故に災害から命を守るのは，日頃から自助，共助について準備しておくことです。

〈ここ数年の災害〉
2011.3　東日本大震災 2013.10　台風26号　伊豆大島土砂災害
2011.8　台風12号 2014.8　広島土砂災害
2012.7　九州北部豪雨 2014.9　御嶽山噴火
2013.9　台風18号 2015.9　茨城県　鬼怒川氾濫

「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」
奥野一三 会員
末藤達也 会員

10月18日のプログラム



2016.4　熊本地震 2018.7　平成30年７月豪雨
2017.7　九州北部豪雨 2018.9　北海道胆振東部地震
2018.6　大阪北部地震

〈東南海地震〉
1854年（嘉永７年）安政東南海地震 →1944年（昭和19年）昭和東南海地震→2018年現在
　災害は毎年のように起こり，東南海地震もいつ発生してもおかしくない状況です。家族，会社，ご近所
の方と話し合い自助・共助で命を守ってください。
〇最後に私が日頃より行っている防災の一部を紹介させていただきます。
　身近な自動車のカギ等々と一緒に防災用の笛を持ち歩いています。〈災害時居場所を知らせる。〉出張，旅
行等の鞄に厚手の大きなビニール袋を常備しています。〈ホテル火災時，水をためる。空気をためて黒煙の
中，呼吸ができる。〉
　ぜひ，皆さまも準備してみてください。ご清聴ありがとうございました。
　次は影山会員へ，外国人労働者の現状と課題などについてのお話を楽しみにしております。

岡山東RC基金管理委員会（10/18）　
　10月18日（木）11時30分より岡山プラザホテル
４階「烏城の間」にて，岡山東 RC 基金管理委
員会が開催されました。舟橋会長・横山委員長
の挨拶後，岡山東 RC 創立50周年記念３事業（岡
山市ジュニアオーケストラ支援事業，岡山後楽
園案内看板製作と設置，並びに同看板除幕式），
岡山東 RC 奨励賞事業について岡山東 RC 基金
を活用することが審議・承認されました。
 ［文章・写真提供：内山淳 幹事］

第２回指名委員会（10/18）　
日　時：2018年10月18日（木）13時30分〜
場　所：岡山プラザホテル ４階「烏城の間」
出席者： 舟橋・荒川・齊藤（博）・藤井・藤岡・山下（和）・齋藤（信）・大西・石井・西下・浮田・井上（和）・

渡邊（修）・岡﨑・菅野・神田・佐々木・和氣・冨岡・内山（淳）・貝原
欠席者：福武
　上記により第２回指名委員会が開催され，2020-21年度会長（2019-20年度会長エレクト）の指名の受諾お
よび2019-20年度副幹事・副 S.A.A. の指名について話し合いが行われました。



第２回クラブフォーラム（10/18）　
　10月18日（木） 18時30分より岡山プラザホテル２階「吉備の間」にて，第２回クラブフォーラムが会員49
名の参加により開催されました。
　「４大奉仕活動について」をテーマに，カウンセラーに齊藤博臣 ロータリー情報副委員長，コーディネー
ターに舟橋弘晃 会長，パネリストに菅野正則 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 青少年奉仕委員長がなり，それぞれの立場での活動内容と今後の方向性について発表
があり，参加会員からの活発な意見・感想も交わされました。また，創立50周年にあたり「岡山東 RC のイ
メージ向上策について」をサブテーマとして，舟橋会長のコーディネートにより引き続きの真剣な討議が
なされました。最後に齊藤（博）ロータリー情報副委員長より「最近は特に活発な４大奉仕活動の実施と事
業の成功を感じます。有意義な事業活動の継続を期待しています。」とのご講評をいただきました。

クラブフォーラムの様子カウンセラー・コーディネーター

菅野職業奉仕委員長 神田社会奉仕委員長 佐々木国際奉仕委員長 和氣青少年奉仕委員長

2018-19年度　RI 第 2690地区�地区大会（10/20-10/21）　
　10月20日（土）〜21日（日）岡山市において2018-19年度 RI 第2690地区 地区大会が開催され，20日（土）には
ガバナー補佐・会長・幹事会，RI 会長代理歓迎晩餐会，21日（日）には午前中に地区指導者育成セミナー，
午後から本会議，記念講演，エスカーション，記念事業として岡山フィルハーモニック管弦楽団による
チャリティー演奏会が行われました。
　また，14日（日）記念テニス大会，19日（金）記念ゴルフ大会も催され，岡山東 RC からも多くの会員が参加
し，上位表彰者に優勝（ゴルフ）影山修司会員・２位（ゴルフ）三垣日出人会員・３位（テニス）中井拓司会員
はじめ好成績をおさめました。
　本会議は岡山シンフォニーホールにて RI 第2690地区内66クラブの会員，ご来賓を含む2583名が登録（岡
山東 RC からは58名参加）され盛大に行われました。
◇地区大会の2017-18年度表彰では，我が岡山東 RC は次のとおり表彰にあずかりました。

【ＲＩ表彰】● RI 会長賞（16RC）
【地区表彰】●米山記念奨学会寄付総額上位５クラブ（５RC）
　　　　　●年次基金への寄付において１人当たり150ドル以上達成したクラブ（38RC）
　　　　　●米山記念奨学会普通寄付（年5,000円 / 人）かつ特別寄付（10,000円 / 人）達成クラブ（33RC）
　　　　　●会員増強目標（３％）達成クラブ（23RC）
　　　　　●植樹プロジェクト奉仕賞（58RC）



●�ガバナー補佐・会長・幹事会，RI 会長代理歓迎晩餐会
　10月20日（土）15時50分よりホテルグランヴィア岡山にてガバナー補佐・会長・幹事会が開催され，地区
大会各種委員会報告，2017-18年度における国際ロータリー表彰ならびに地区表彰が行われました。また18
時から国際ロータリー会長代理ご夫妻歓迎晩餐会が開宴，末長範彦地区ガバナーの歓迎のことばに続いて
金杉誠 RI 会長代理よりご挨拶がありました。
 ［文章・写真提供：内山淳 幹事］

20日

金杉誠 RI 会長代理ご夫妻，延原パストガバナーご夫妻と一緒に記念写真



ご来賓としてご紹介の鳥居滋パストガバナーと令夫人，
荒川謙三ガバナー補佐

本会議会場

オープニング演奏 「奉仕の理想」斉唱

21日

末長範彦 地区ガバナー　ご挨拶

ご来賓の伊原木隆太 岡山県知事と大森雅夫 岡山市長による祝辞

金杉誠 RI 会長代理　ご挨拶



記念講演

「日本のこれから日本人のこれから」
 藤原正彦 氏　“国家の品格”の著者

記念事業

●岡山フィルハーモニック管弦楽団
　チャリティー演奏会
　岡山初のプロオーケストラとして1992年に設立された時の目的である「岡山の地域社会と広く連携を図
り，青少年の情操教育の向上と，真に文化的で都市格にふさわしい街づくりに貢献する」ことの一助に記
念事業として開催。指揮 太田弦氏による演奏曲：ベートーヴェン交響曲第７番，音色は限りなく透明でリ
ズムが印象的。その他数曲を拝聴，音が降ってきたかのような感動と心地良さに引き込まれた時間がとて
も好評でした。

参加クラブ紹介に応える岡山東 RC メンバー 会場に展示された岡山東 RC のパネルと
荒川ガバナー補佐，藤井直前会長

末長地区ガバナーによる古瀨地区ガバナーエレクト，
菊池地区ガバナーノミニーのご紹介

2019-20年度地区大会のご案内
［2019年10月19日（土）・20日（日）：出雲市］



2018-19年度　RI 第 2690地区�第８・第９グループ合同 I.M. 第１回打合せ（10/21）　
　10月21日（日）18時より岡山プラザホテルにおい
て，荒川第９グループガバナー補佐，舟橋会長，
内山（淳）幹事，西本第９グループ I.M. 実行委員長，
齊藤（博）同副実行委員長，佐藤同幹事と太田洋一
第８グループガバナー補佐，津山西 RC の田渕浩
巳会長，野口泰俊幹事，谷口康子 I.M. 実行委員長，
番原よし浩企画総務委員長が参加して，2019年４
月20日（土）に津山市内で合同開催する I.M. につい
ての第１回打合せ会が開催されました。
 ［文章・写真提供：内山淳 幹事］

地区大会に初めて参加して
 藤崎信明 会員
　今回初めて参加させていただき，スケールの大きさに感動いたしました。
　第2690地区に，こんなにも多くのクラブが有る事も驚きでしたし，関係者皆様
のお言葉全てがとても勉強になりました。
　私自身も活躍の場を広げられる様，努めて参ります。

2018-19年度 RI 第2690地区 地区大会にご参加の岡山東 RC のみなさん（岡山シンフォニーホール南入口にて）


