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本日のプログラム
　「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

11月8日のプログラム
　「『せとうち SDGs』で世界と共鳴する岡山大学」
　岡山大学 学長　槇野博史 様（岡山南 RC）

例会報告（10/25）

出席報告
会員数　101名（内出席免除者13名）
出席者　81名（内出席免除者出席11名）
出席率　81.82％（前々回訂正後出席率98.02％）
ビジター　１名

会長挨拶
　皆様こんにちは。この21日（日）には地区大会本会議が開催されました。多くの皆様にご参加いただき，
感謝申し上げます。今回の地区大会本会議は，午後のみの半日での開催で，これまでの午前中の行事は，
前日のガバナー補佐・会長・幹事会で実施され，これまで本会議の前日に開催されていた地区指導者育成
セミナーは本会議当日の午前中に実施されました。東京 RC が誕生して98回目の記念日である10月20日の
セミナーでは，金杉誠 RI 会長代理が「ロータリーと私」と題した講演で，ビジョンを持って生きる大切
さとロータリーの有用性を自らの経歴を振り返ってお話しをなさいました。水野功 RI 第2750地区パスト
ガバナーの「ロータリーを楽しみ，クラブ・会員基盤を強化しましょう！」では，参加して行動すること
でロータリーを楽しむことの重要性と，2017年に出されたロータリーのビジョン声明に沿った活動とクラ
ブの基盤強化を訴えられました。地区大会では，岡山フィルハーモニック管弦楽団の音色と藤原正彦先生
の講演のデフォルメの強さが印象に残りました。藤原先生が初等教育の重要性を説かれた際に，江戸時代
の識字率の高さに触れられ，「読み書き算盤」の重要性を強調されました。以前に読み書きできても文章を
理解できない子どもが増えていることをお話ししましたが，まさに今求められていることかなと思いなが
ら拝聴しました。また，美的感受性・情緒を大切にする重要性を説かれた中で，「農業従事者は美的感受性
を維持するために必要な美しい自然の番人だ」とおっしゃったことは，ちょっと無理があるかもしれませ
んが新鮮で仕事上使えるフレーズかなと思いました。さらに，形を大切にする武士道の重要な精神である

「惻
そくいん

隠の情」（他人のことを傷ましく思い同情する心）と「卑怯を許さない姿勢」のお話は，ロータリアンに
も必要な情や姿勢だと思いました。はるか昔，高校時代に居られた初老の名物教師の教えと似ており，た
いへん懐かしい想いで藤原先生のご講演を拝聴した次第です。
　また，昨日10月24日は，ロータリー「世界ポリオデー」だそうです。今年の発症数は，最新の情報では
19件と確実に減少しているようで，その日は近づいているとの印象を受けました。引き続き，ポリオ撲滅

お 食 事
ビーフハンバーグ ポテトサラダ添え，
シーフードサラダ，ライス，コーヒー



キャンペーン「End Polio Now」へのご理解とご支援をよろしくお願い申し上げます。
　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．本日18時30分よりアークホテル岡山において，新会員歓迎会を開催いたします。出席予定の方は，

よろしくお願いいたします。
２．次週11月１日（木）は年次総会となっておりますので，ご出席のほど，よろしくお願いいたします。
３．末長ガバナー事務所より10月21日・22日に開催しました地区大会ご出席の御礼状が届いております

ので他クラブの週報と一緒に回覧します。

表彰状伝達式
　10月20日（土）2018-19年度 RI 第2690地区 地区大会初日に行われた表彰で，舟橋弘晃会長が代表して授与
された各種表彰状等に関し，藤井一也直前会長への伝達式が行なわれました。

＜2017-18年度における RI 表彰＞
● RI 会長賞
＜2017-18年度における 地区表彰＞
●米山記念奨学会寄付達成クラブ賞　寄付総額 第４位
●地区目標達成賞
　年次基金への寄付において１人当たり150ドル以上達成
●地区目標達成賞
　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
●地区目標達成賞 会員増強目標（３％）達成
●地区ガバナー特別賞 植樹プロジェクト奉仕賞

ロータリー財団表彰
　RI 第2690地区 末長範彦ガバナーより荒川謙三
ガバナー補佐にポール・ハリス・ソサエティの
認証状と認証ピンが届いており，舟橋会長より
授与されました。
●ポール・ハリス・ソサエティ（認証状と認証ピン）

米山功労者表彰
　公益財団法人ロータリー米山記念奨学会より
米山功労者の方に感謝状が届き，舟橋会長より
授与されました。

●第２回米山功労者マルチプル

委員会報告
●親睦活動委員会　小橋雅治 副委員長
・ 11月３日（土）〜４日（日）の親睦旅行について，ご案内を参加者のメールボックスに本日ポスティングさせ

ていただきました。３日（土）夕食後の二次会，４日（日）外宮参拝に参加される方は手配の件がございます
のでお手数をおかけしますが，10月30日（火）まで返信をお願いします。

・本日例会終了後，前述の親睦旅行のご説明を当会場で行います。ご参加の方はそのままお残り下さい。
・ 本日，新会員歓迎会がアークホテル岡山にて18時30分より開催されます。ご参加予定の方はお忘れなきよ

うよろしくお願いいたします。

●職業奉仕委員会　近藤聡司 副委員長
　本日例会終了後，１階レストランにて職業奉仕委員会を開催いたします。メンバーの方はお集まりくだ
さい。

荒川謙三ガバナー補佐 福武義修ロータリー財団委員長



●麻雀同好会　佐々木篤 同好会幹事
　11月22日（木）18時30分より麻雀同好会「東風の会」第２回競技会をロイヤルマージャンクラブ（北区下中
野）で開催いたします。

●「岡山東ロータリークラブ雑観」　米田弥寿雄 パスト会長
　岡山東 RC の創立が昭和44年２月８日ですので，その時のチャーターメンバー
として横山さん一人が元気で在籍しておられます。坪井さんの入会が44年４月
３日でチャーターナイトが44年６月14日，チャーターナイト以前に入会なので，
チャーターメンバー扱いとされても良いのではと思います。私の入会が45年３月
26日で来年の創立50周年は在籍49年になります。私も創立総会前に入会するよう
言われておりましたが，当時，西大寺 JC の理事長をしておりましたので，１年
延ばしていただき翌年入会させてもらったわけです。
　私の入会当時は会員43名，平均年齢も43歳でとても活気がありました。また，
本当に偉い人ばかりで，私もこんな偉い人と付き合えるんだと大変光栄に感じ大変緊張したものですが，
少しでも自己の品格向上のためにとロータリー活動を努めてまいりました。
　また，例会に講師の方を招いてお話を拝聴させていただくことは RC に入会したからこそであり大変幸せ
だと思い，この感激が今でも残っております。見識のある会員の血となり肉となる一流の講師の方をお呼
びいただきたいと思います。これが我が RC の地位の向上につながるものと思っております。
　私が会長の時は日銀の岡山支店長をはじめ大原美術館館長，両備バスの小嶋会長，環太平洋大学の大橋
学長，東京より小長啓一氏，小倉遊亀画伯の孫の森女史，ロータリー米山記念奨学会理事長であった板橋
敏雄先生（現 . 名誉理事長），この時は普通に次回講師として週報に掲載していたのですが鳥居先生に見つか
り，こんな偉い人がお越しになるのに普通の接待では駄目という事になり，急遽来岡の夜，割烹ふくだに
岡山地区の前ガバナーが集まり歓迎会を行ったわけです。従前より面識のあった板橋先生に，私が会長に
なる際には岡山にお越しいただけないかとお願いした際，ご承諾くださいましたのでお招きした経緯です。
　また，小長氏の時も森女史の時もその晩に歓迎会を開き，森女史の時は延原ガバナー夫妻にもおいでい
ただきました。本当に多士済々のお方にお越しいただきました。
　納涼例会にはカーネギーホールで演奏されたギター奏者の中林淳眞先生をお招きし演奏していただきま
した。８月に子供達35名程と犬島へ２泊旅行した際，肝試しの時に，お面不要の RC メンバーの方にオバケ
役をお願いしたところ，子供たちは大喜びで叫び
通しでした。みんなでスイカ割りやシーカヤック
を楽しみ，夜の焼肉大会ではお肉が美味しいと好
評でした。
　年末例会では「野風増」作曲家の山本寛之先生
に東京よりお越しいただき10曲ほどギターの弾き
語りをしてもらい大変感動を受けました。２月に
は沖元の道通宮の子供会陽を行い，神木を取った
グループおよび世話役をアークホテル岡山にご招
待し，その時の写真がロータリーの友の世界版の
表紙に掲載されました。４月には奈良の薬師寺
へ，弊社が納入しました回廊と講堂を見学の後，
管長のご高説を拝聴いたしました。38代会長年度
のお話しです。ご清聴ありがとうございました。

●「旅の思い出」　山田泰照 会員
　「思い出シリーズ」ということですがロータリー活動で何も思い出すことがない
と言うか，古いことは忘れてしまいました。ただ３年前2015年の旅のことはまだ
覚えていますので，その話をします。
　2014年に「サファリのすすめ」という卓話をしたところ，何人かの会員に「タ
ンザニアサファリに行きたいですが，どうすればいいのでしょうか」と相談され
た。色々アドバイスしている内，ミイラ取りがミイラになり，小生が連れて行く

「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

10月25日のプログラム

発行された「ほのかな泉」



ことになりました。まず，全員の顔写真を撮影し，タンザニアのビザの取得。航空券はカタール航空の HP
からネットで取るよう指示し，やり方の判らない人は小生が代行して取りました。８泊10日で57万円ほど。
日本の旅行会社だと70万円ぐらいにはなるでしょう。
　写真撮影の合間にコンパクトデジカメで写した動画を上映しますので，ご覧ください。なお70分の動画を
８分に短縮しましたので，判りにくいかもしれませんが，サファリの雰囲気，料理などを感じてください。

新会員歓迎会（10/25）　
　10月25日（木）18時30分より，アークホテル岡山にて，新会員歓迎会が新会員３名を含む58名が出席して
賑やかに開催されました。
　舟橋会長より「新会員の皆様にはクラブ行事や奉仕活動を通じて会員相互の親睦を深めていただき，早
く当クラブに溶け込んでください。」との挨拶がありました。新会員のスポンサーによる紹介ならびに自己
紹介の後，藤井直前会長による乾杯があり，新会員自慢の歌の披露などもあり，和やかで楽しい歓迎会と
なりました。

松尾政典（まつお まさのり）会員
昭和36年７月27日生まれ
山陽新聞社 営業局広告本部 本部長
新聞発行業
推薦者：藤井一也 直前会長，土井雅人 会員

園部宏（そのべ ひろし）会員
昭和20年７月２日生まれ
岡山労災病院 医師（病理医） 
病理診断
推薦者：舟橋弘晃 会長，仁科恭一郎 会員

舟橋弘晃会長 挨拶 藤井一也直前会長 乾杯



藤崎信明（ふじさき のぶあき）会員
昭和48年10月31日生まれ
アークホテル岡山 支配人
ホテル業
推薦者：舟橋弘晃 会長，内山淳 幹事

十八番を披露の新会員のみなさん〈高得点！〉

「司会」松永光弘会員「トリ」は三垣日出人会員 「閉会挨拶」山下和也副会長

会場からのリクエストで，スポンサー，シニア（先輩）会員のみなさんも熱唱〈さすが！〉



11月の月間行事予定 � ロータリー財団月間

例 会 行 事 プ ロ グ ラ ム そ の 他 の 行 事

１日通常例会

８日通常例会

15日通常例会

22日通常例会

29日例会休会

・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
・「『せとうち SDGs』で世界と共鳴する岡山大学」

岡山大学 学長　槇野博史 様（岡山南 RC）
・「未定」
 日本銀行岡山支店長　藤田研二 様（岡山 RC）
・「 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」
 影山修司会員，安藤究真会員
・定款第８条第１節による休会

１日　・第５回理事会
３日〜４日
　　　・ 秋の親睦旅行（名古屋・伊勢）
10日　・ 岡山後楽園和文化フェスティバル

園遊会
22日　・ 優良企業事業所訪問「カバヤ食品

（株）岡山工場」
　　　・ 麻雀同好会「東風の会」（ロイヤル

マージャンクラブ）
23日　・ ゴルフ同好会（後楽 GC）
30日〜12月１日
　　　・ 京都東 RC メークアップツアー及び

研修旅行

11月の月間メニュー

１日通常例会
８日通常例会
15日通常例会
22日通常例会
29日例会休会

・熟成ポークカツ，サラダスパゲッティ，御飯，卵とワカメのスープ，魚南蛮漬け
・ 海鮮と季節野菜 XO 醤炒め，油淋鶏，塩レモンザーサイ，御飯，卵白とトマトのスープ，杏仁豆腐
・松華堂一段，栗小豆御飯，吸物，茶碗蒸し
・豚シャブ鍋（豚肉 冬野菜 ゴマダレ），サーモンタタキ，御飯，漬物，フルーツ
・定款第８条第１節による休会


