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本日のプログラム
　「『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）

11月15日のプログラム
　「ようこそ日銀岡山支店へ」
　日本銀行 岡山支店長　藤田研二 様（岡山 RC）

例会報告（11/1）

出席報告
会員数　101名（内出席免除者14名）
出席者　86名（内出席免除者出席12名）
出席率　86.87％（前々回訂正後出席率97.03％）
ビジター　０名

会長挨拶
　皆様こんにちは。先週の新会員歓迎会では，多くの皆様とともに松尾・園部・藤崎各会員の入会を楽し
くお祝いできました。井上和宣委員長はじめ親睦活動委員会の皆様には大変お世話になり，ありがとうご
ざいました。
　さて，今月は「ロータリー財団月間」です。本日は，福武ロータリー財団委員長の卓話も準備されてい
ますので，その内容と被らないことを祈りながら，ロータリー財団の父と呼ばれるアーチ C・クランフ氏
のことについて，ロータリー財団設立100周年を記念して発行された「世界でよいことをしよう　人びとの
心に触れた100年」の記述を要約してお話します。彼は，オハイオ州クリーブランド RC の創立会員ですが，
雑用係から苦労して材木会社の社長・オーナーになった「独力で立身した努力家」であったようです。ク
リーブランド RC の第４代会長を務めた最後の演説で「クラブが今後多くのことを出来るよう緊急基金を築
く」ことを提案しています。その後，第一次世界大戦が勃発した1914年に国際 RC 連合会理事に選出され，
破綻状態であった財政の立て直しに寄与すると同時に，ロータリーの世界を地区に分割し，地区ガバナー
の役職を創り，年次地区大会を開催する枠組みを作りました。また彼は，第一次世界大戦が激しさを増し，
米国の参戦やロシア革命があった1916-17年度の会長を務めています。彼は，理事会で支持を得られなかっ
たにもかかわらず，1917年のアトランタ大会で「慈善・教育その他の社会奉仕を通して世界でよいことを
するための基金を作る」ことを提案し，ロータリアンを鼓舞しました。しかし，周囲の反応は極めて無関
心で，退任する RI 会長へ感謝の品を送る慣わしがあったカンザスシティRC がその品の購入費の余剰分26
ドル50セントを最初に基金に寄付しただけで，数年間財団への寄付はなかったそうです。それでも，また
第二次世界大戦のさなかでさえも，彼は財団を擁護し続け，彼が亡くなる1951年に財団の寄付は300万ドル
近くに達していたそうです。アーチ C・クランフの夢とビジョンだけでなく，彼の継続的な努力が皆を鼓
舞し，今のロータリー財団の成功へ導いたことを是非見習いたいものです。1917年の The Rotarian 誌は，

「アーチ C・クランフのロータリー運動は，魂を鼓舞する荘厳な行進のようなものであり，世界を包み込む
もの」と評しています。まさに，今年度の RI テーマそのものです。
　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。

お 食 事
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



幹事報告
１．11月３日（土）〜４日（日）の名古屋・伊勢方面の親睦旅行（創立50周年記念旅行）にご参加の方は，７

時に岡山駅新幹線改札口に集合してください。
２．11月のロータリーレートは，１ドル＝112円です。
３．他クラブ週報を回覧いたします。

第５回理事会報告 
１．2017-18年度決算報告について承認されました。
２．2019-20年度理事および役員について承認されました。
３．創立50周年記念式典および祝宴，その他（修正案）について承認されました。
４．新会員歓迎会の報告について承認されました。
５．年末家族特別例会について承認されました。
６．優良企業事業所訪問について承認されました。
７．山下貴司会員の出席義務規定の適用免除について承認されました。

委員会報告
●創立50周年実行委員会　諸國眞太郎 総務委員長
　第51代舟橋弘晃会長のもと，更井正人創立50周年実行委員長により平成31年２月17日（日）に執り行われる

「創立50周年記念式典・祝宴（特別例会）」の案内を11月１日に来賓並びに会員の皆様に送付いたしました。
　創立50周年を迎えられたのは，ひとえに会員並びにご令室様の温かいご理解ご支援によるものと感謝申
し上げます。会員の皆様方におかれましてはご多用のこととは存じますが，ご令室様共々ご出席ください
ますようお願い申し上げます。

●親睦活動委員会　井上和宣 委員長
　本日，理事会で年末家族特別例会の事業計画をご承認いただきました。当委員会では，創立50周年の記
念すべき年度を迎え，会員全員で協調，協力して創り上げるイベントを模索して参りました。年末家族特
別例会は，会員が夫人・家族を連れて行きたくなる例会，すなわち会員一人ひとり，会員全員が主役とな
る例会をコンセプトとして企画を練り上げて参りました。委員会を重ね完成した企画は，会員全員が登壇
の上，ベートーベンの第九「歓喜の歌」をドイツ語で大合唱して，夫人・家族そして事務局に感謝の気持
ちを捧げる“50周年を記念して　100名で歌う第九”という内容です。
　現在プロのソリスト，ピアノ演奏者，聖歌隊，45名からなる岡山シンフォニック吹奏楽団と協力しなが
ら準備を進めていますが，実現のためには会員の合唱の練習が不可欠です。最大の課題は，会員皆様にど
のように練習していただくかと言うことです。
　本日，練習依頼文，練習及び本番で使用する楽譜，モデルとなる歌を収録した CD をポスティングさせ
ていただいております。
　浮田会員，岡山北西 RC の藤木会員の協力を得て，資料に記載のスケジュールで練習会を開催いたしま
す。あくまで任意の参加となりますが，会員の皆様と共に創り上げ，親睦を深化させたいと願っています。
是非とも一度はご参加下さい。ご理解，ご協力の程，よろしくお願い申し上げます。
・ 11月３日（土）〜４日（日）の親睦旅行へは歩きやすい靴でご参加ください。
・ 本例会終了後，４階「烏城の間」にて第10回親睦活動委員会を開催します。関係の会員皆様，ご出席の

程よろしくお願いします。

●職業奉仕委員会　近藤聡司 副委員長
　本日，11月22日（木）13時40分よりの優良企業事業所訪問［カバヤ食品（株）岡山工場］のご案内をポスティ
ングしております。皆様，奮ってご参加ください。

投壺と投扇興競技後援金贈呈式
　本年度，社会奉仕委員会では，11月10日（土）開催予定の「投扇興競
技」の後援を行います。舟橋弘晃会長より「投壺と投扇興を楽しむ
会」会長 田中克郎様へ後援金が贈呈され，田中会長様よりお礼のご
挨拶を頂戴いたしました。



お祝い行事
会員誕生日　　　横山，大塚，岡本，萱原，西下，土岩，松永，森元，齊藤（博），塩見
会員夫人誕生日　近藤（聡），友野，藤岡，髙藤，森元，高橋，舟橋，池田
結婚記念日　　　 児島，和氣，横山，石井，佐々木，冨岡，宮本，糸島，近藤（典），福武，齋藤（信）， 

石原，山田，西下

米山記念奨学金の授与
　米山記念奨学生のチュ・イ・メイさんに舟橋会長より11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。

　クラブ細則第５条第１節にもとづくクラブ年次総会が開催され，2019-20年度 理事・役員の候補者が選出
され，下記のとおり承認されました。

2019-2020年度 理事・役員

会長 藤岡　千秋
会長エレクト 諸國眞太郎
副会長 佐々木　篤
幹事 貝原　明宏
副幹事（理事） 松本　　崇
S.A.A. 大西　直規
副 S.A.A.（理事） 菅野　正則
直前会長 舟橋　弘晃
会計 糸島　達也
会員選考（理事） 石井　英行

会員増強（理事） 大塚　　学
親睦活動（理事） 安藤　究真
プログラム（理事） 堀　　善直
会報（理事） 横田　　亮
職業奉仕（理事） 近藤　聡司
社会奉仕（理事） 井上　和宣
国際奉仕（理事） 辻　　和英
ロータリー財団（理事） 横手　典明
青少年奉仕（理事） 高橋　憲志

　今月は「ロータリー財団月間」です。本日は，地区ロータリー財団が作成され
た資料をもとに卓話をさせていただきます。また会員の皆様には現在ご寄付をい
ただいております。御礼申し上げます。
　まず，ロータリー財団とは何なのかですが，会長挨拶で述べられた６人目の RI
会長アーチ・クランフが1917年国際大会で慈善，教育，社会奉仕の提案のため基
金を作ったのがロータリー財団になりました。
　ロータリー財団の使命は，ロータリアンが，健康状態を改善し，教育への支援
を高め，貧困を救済することを通じて，世界理解，親善，平和を達成できるよう
にすることです。ちょっと難しいですね。
　財団は自発的な寄付のみによって支えられています。1917年に26ドル50セントから始まった財団は10億

「クラブ年次総会」

議長　舟橋弘晃 会長 藤岡千秋 次期会長藤井一也 指名委員長 諸國眞太郎 会長エレクト

「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1日のプログラム



ドルに成長しました。
　財団のプログラムは，ポリオプラス・平和フェローシップ・地区補助金，グローバル補助金です。本年
度は子供の貧困セミナーに補助金をいただいています。
　ポリオプラスは世界ポリオ撲滅推進活動です。症例は2017年度において22件まで減少しています。通常
の寄付の他ロータリーカード使用により寄付がされます。
　平和フェローシップは，毎年世界中から選ばれる最高100人が提携大学で学びます。入学金，滞在費，航
空券，実地体験費用が支給されます。
　地区補助金は，小規模，短期プロジェクト・地元または海外での活動・使命を支える活動・年に一度，
地区に一括支給です。
　グローバル補助金は，大規模，長期プロジェクト・持続可能，測定可能な成果をもたらす・重点分野に
該当する活動・海外のクラブや地区と協力・国際財団活動資金（WF）からの上乗せです。
　寄付の認証は皆さんがよく受けられるのはポール・ハリス・フェロー，これは1,000ドル以上です。その
後1,000ドル毎にマルチプル・ポール・ハリス・フェローが授与されます。
　財務的には，17年度寄付総額は３億440万ドルで支出は２億6,900万ドルでした。
　以上，概略ですが今後ともロータリー財団へのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。



岡山東ロータリークラブ
創立 50周年記念 親睦旅行
☆伊勢研修旅行☆（11/3～11/4）特集

　11月３日（土）〜４日（日）に岡山東ロータークラブ創立50周年記念 親睦旅行として，親睦活動委員
会の企画で「伊勢研修旅行」が行われました。舟橋会長年度の活動方針「親睦を深化し，一隅を照
らそう」のコンセプトに沿って，会員46名，会員ご夫人13名のご参加で日本神話において，天孫降
臨の時に瓊瓊杵尊が天照大神から授けられたという三種の神器（天皇の践祚に際し，八尺瓊勾玉なら
びに鏡と剣の形代を所持することが皇室の正統たる帝の証しであるとして，皇位継承と同時に継承
される。）のうち２つが祀られる伊勢神宮・熱田神宮他を訪ね，名古屋・伊勢・京都を巡りました。

・ 八咫鏡（やたのかがみ） 記紀神話によれば，天照大神の岩戸隠れの際に石凝姥命が作った。天照
大神が岩戸を細めに開けた時，この鏡で天照大神自身を映して，興味を持たせ，外に引き出し
た。そして再び高天原と葦原中国は明るくなった，という。

・ 八尺瓊勾玉（やさかにのまがたま）日本神話では，岩戸隠れの際に後に玉造連の祖神となる玉祖
命が作り，八咫鏡とともに太玉命が捧げ持つ榊の木に掛けられた。後に天孫降臨に際して瓊瓊
杵尊に授けられたとする。

・ 天叢雲剣（あめのむらくものつるぎ，あまのむらくものつるぎ）草薙剣（くさなぎのつるぎ）とも
いわれる。［古事記］八岐大蛇が酒に酔って眠った隙を見て，スサノオ（建速須佐之男命）は身に
帯びた十拳の剣（とつかのつるぎ）を抜きて，八岐大蛇をズダズダに斬り刻んだ。 ゆえに肥の河
の流れは血にかわった。 スサノオが大蛇の中ほどの尾を斬った時，十拳之剣の刃がすこし欠け
てしまった。 怪しいと思い，刀の切先で大蛇を刺し割ってみると，一振りの，都牟刈の太刀（非
常に鋭い大刀）があった。 スサノオは大蛇の中から出てきた大刀を取り，不思議なものだと思
い，天照大御神に事情を説明し，献上した。 これがすなわち，後世に云う草那藝之太刀（くさな
ぎのたち）である。

〇１日目
　岡山から新幹線で名古屋へ，貸切バスにて「草薙剣（くさなぎのつるぎ）」をご神体とする熱田神
宮を参拝。昼食はうなぎの名店「あつた蓬莱軒 ひつまぶし」を堪能しました。
　そして，「トヨタ産業技術記念館」を見学の後，明日の全日本大学駅伝イベントによる影響を考
慮しスケジュール調整，早速に，八咫鏡（やたのかがみ）をご神体とし，天照大御神をお祀りする伊
勢神宮『内宮』に向かい，「創立50周年記念事業成就 団体祈願」を厳かに捧げました。お待ちかね，
夜の懇親会は皇室御用達の「割烹 大喜」にて伊勢海老，アワビ，岩牡蠣，伊勢牛など豪華なお料理
とお酒「作（ざく）」に舌鼓を打ち，楽しく親睦を深めました。

〇２日目
　ホテルで朝食を済ませ，清めの雨の中，豊受大御神（とようけのおおみかみ）をお祀りしている伊
勢神宮『外宮』に参拝いたしました。昼食は，伊勢名物「てこね寿司」をいただき，おかげ横丁散
策後，バスで京都に移動して（蓮華王院）三十三間堂を拝観，国宝雷神と風神像・国宝観音二十八部
衆像，ご本尊の十一面千手千眼観世音像に参拝，表情や指先に慈悲の奥深さを感じました。そして，



京都駅より新幹線にて無事に帰岡いたしました。
　伊勢方面を堪能した創立50周年記念 親睦旅行，とても賑やかで充実した2日間でした。井上（和）
親睦活動委員長をはじめとする親睦活動委員会のみなさん，ナビゲーターの横手会員には大変お世
話になり厚く御礼申し上げます。舟橋会長，お土産をありがとうございました。

１日目

ご参加のみなさん（熱田神宮にて）

熱田神宮参拝。美しいクシナダヒメを櫛に変えて髪に挿すスサノオを夢想します。
本日は奉賛会大祭が執り行われていました。

うなぎの名店「あつた蓬莱軒 ひつまぶし」を堪能



「トヨタ産業技術記念館」にて

「トヨタ産業技術記念館」オペレーターによる実演，ガイドツアーのおかげで楽しみました。

『内宮』へ，五十鈴川にかかる宇治橋 内宮（皇大神宮）

創立50周年記念事業成就を祈念して「大々神楽」にてご祈祷



御参拝のみなさん

懇親会場「割烹 大喜」

藤井直前会長による乾杯

舟橋会長の挨拶

おもてなしの心「池田家 家紋」

更井創立50周年実行委員長の挨拶

山下（和）副会長の閉会挨拶

井上（和）親睦活動委員長

まさに絶品



２日目

伊勢神宮『外宮』御参拝のみなさん

（蓮華王院）三十三間堂を拝観のみなさん

『外宮』・禊（みそぎ）の雨

すし久の伊勢郷土料理「てこね寿司」



ご参加くださいました奥様方 井上（和）親睦活動委員長，横手会員
お疲れ様でした。


