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本日のプログラム
　「お祝い行事」
　「年始のご挨拶」舟橋弘晃 会長

1月17日のプログラム
　「新年特別例会」（岡山プラザホテル）

あけましておめでとうございます
気高い歴史と伝統を新たに積み重ねましょう

 会長　舟橋弘晃　

吉備の舞〜歴史と伝統〜（岡山後楽園・和文化フェスティバルにて）



例会報告（12/13）

出席報告
会員数　101名（内出席免除者14名）
出席者　81名（内出席免除者出席11名）
出席率　82.65％（前々回訂正後出席率86.87％）
ビジター　０名

会長挨拶
　皆様こんにちは。いよいよ今年も今日の例会と来週の年末特別家族例会を残すのみとなりました。今年
は皆様にとってどのような一年であったでしょうか。平成最後の今年の漢字は「災」と，昨日，京都の清
水寺で発表されたようです。日本を代表する企業での不祥事が続き，西日本豪雨を始め自然災害が相次い
だ一年でした。西日本豪雨被害を受けられた方々にはまだまだ支援の手が必要な方がいらっしゃいます。
また本日は，岡山済生会総合病院救急科医長で特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパンの稲葉基高
様に西日本豪雨の際の病院避難支援のご経験に基づいたお話をお伺いすることになっています。南海トラ
フ巨大地震など何時身近に災害が起こるか分からず，まさに他人事ではありませんので，しっかりお話を
お伺いしたいと存じます。稲葉先生，よろしくお願い申し上げます。
　また先日，スウェーデンのストックホルムで本庶佑先生がノーベル医学生理学賞を受賞され，紋付袴姿
の堂々としたお姿やスピーチがマスコミで大きく報道され，こちらは全くの他人事なのにたいへん嬉しく
また誇らしく感じました。また，本庶先生のお仕事の素晴らしさやインパクトについては，今月の「疾病
予防と治療月間」に因んだ先週例会の卓話で辻会員がたいへん分かりやすく解説下さいました。何故これ
だけノーベル賞受賞に日本のマスコミだけが沸くのが不思議なくらいの過剰報道ぶりとの指摘もあり，い
ろいろ考えさせられますが，若年齢層の人的資源が減少している我が国では，若者に自然科学の魅力を伝
える良い機会かと思います。願わくは，ワイドショー的なアプローチではなく，より良い未来を拓くイン
スピレーションとなる報道が多くなることを切に希望したいと存じます。
　また来年は，いよいよ私たちにとって記念すべき創立50周年行事があります。更井実行委員長はじめ創
立50周年実行委員会の皆様にはたいへんお骨折りの日々が続いており，深く感謝しております。本日の委
員会報告にて更井実行委員長よりご報告いただけると伺っており，また，第３回クラブフォーラムでも創
立50周年をテーマにご発表いただけることになっています。どうぞよろしくお願い申し上げます。鬼が笑
いますが，来年の我々の漢字は，少なくとも光り輝く明るい漢字にしたいものです。
　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。

幹事報告
１．先日12月９日（日），出雲ロイヤルホテルに於いて，古瀨俱之 ガバナーエレクト主催の次期地区行事

が開催されました。
　　① 次期クラブ R 財団委員長研修会・地区補助金管理セミナーに，藤岡千秋 次期会長，貝原明宏 次期

幹事，横手典明 次期 R 財団委員長が出席いたしました。
　　② 古瀨俱之 地区ガバナーエレクト国際協議会ご出席壮行会，並びに伊藤文利 パストガバナー2019規

定審議会ご出席壮行会に，鳥居滋 パストガバナー，荒川謙三 ガバナー補佐が出席いたしました。
２．次週12月20日（木），「年末家族特別例会」を岡山プラザホテルに於いて18時30分より開催いたしま

す。お昼の例会はございませんのでお間違えのないよう，よろしくお願いいたします。なお，委員
会報告に於いて，井上和宣親睦活動委員長より詳しい説明がございます。

３．12月27日（木），また来年１月３日（木）の例会は，定款第８条第１節により休会となっております。
来年は１月10日（木）12時30分からの通常例会となっております。

４．本日，第３回クラブフォーラムのご案内をポスティングしております。開催は2018年１月24日（木）
18時30分より岡山プラザホテルに於いて開催予定です。

５．12月10日（月）６RC 幹事会が開催され，出席してまいりました。
６．他クラブ週報を回覧いたします。

委員会報告
●創立50周年実行委員会　更井正人 実行委員長
・ 創立50周年記念事業「岡山後楽園内案内看板」11月末に文化庁の許可がおりました。本日，案内看板除幕

式のご案内をポスティングしております。２月13日（水），平日となりますが，ぜひ，ご出席をお願いい

お 食 事
カップスープ，（加工）牛ロースステーキ 
温野菜 デミグラスソース，ライス，デ
ザートとフルーツ



たします。
・ 本日，当クラブが共催として開催する岡山市ジュニアオーケストラのコンサートチラシと招待状の必要

枚数のアンケート用紙をポスティングしています。今回のコンサートは，創立50周年の祝賀も込めて
バージョンアップした演奏会となっています。ご家族，社員の方々をお誘い合わせの上ご参加下さい。

●親睦活動委員会　井上和宣 委員長
・ 本日，ゴルフ同好会第６回例会の案内をポスティングしています。今回は創立50周年記念コンペとなり，

豪華賞品をたくさんご用意していますので，奮ってご参加下さい。
・ 本日の例会終了後30分間，第九の練習会を開催します。今回が最後の練習となりますので，何卒よろし

くお願いいたします。また，特別例会当日は，誠に恐縮ですが白色のワイシャツの着用と第九の楽譜を
ご持参いただきますようお願いいたします。なお当日は17時30分から家族写真を御撮りいただけます。
撮影ご希望の皆様は開会18時30分までにお願いいたします。本日の練習会終了後，当ホテル３階「花葉
の間」にて第13回親睦活動委員会を開催します。

●広報委員会　岡本哲 委員長
　「ロータリーの友」12月号 主要記事のご案内
　　特集　子どもサイエンス実習 －知的好奇心に火を付けろ！－（横組み P.7〜 P.15）
　　ブラジル医療支援と広がるロータリーの輪　高知南 RC 財団委員長 戸田明（横組み P.18〜 P.19）
　　新しい人生と寿命を延ばす方法　中央大学教授 武田邦彦（縦組み P.4〜 P.8）
　　クラブを訪ねて　越谷 RC　第2770地区〈埼玉県〉（縦組み P.9〜 P.12）
　　友愛の広場　岡山後楽園 RC 髙原弘海（縦組み P.14）

　平成30年７月の豪雨災害では岡山県でも大きな被害がもたらされました。中で
も倉敷市真備地区は広い範囲で冠水し，唯一の一般病院も浸水により病院機能を
失いました。その病院緊急避難支援について国際 NGO 所属の医師の視点でお話
します。
　平成30年７月８日，11時30分ピースウィンズ・ジャパン（PWJ）レスキューチー
ムは水陸両用車を用いて冠水状態であった「まび記念病院」に到達。院内には約
100名の入院患者と病院スタッフに加え，前日夜より避難していた近隣住民を含め
約300名がライフラインの途絶えた状態で孤立していました。消防と自衛隊によ
り歩行可能な市民と一部透析患者のヘリ搬送が行われていたものの約60名の歩行
不能な入院患者については避難が困難な状況でした。PWJ は県 DMAT 調整本部と連携，病院長をはじめ
とする院内スタッフと協力して病院内トリアージ，搬送手段の調整を行いました。最終的にボートで11名，
ヘリコプターで８名，車両で35名の担送・護送患者の搬送を行い，20時30分にスタッフとともに病院を離
脱し病院避難が完了しました。
　PWJ はその後も避難所支援を継続的に行い，現在では被災クリニックや介護施設への支援を続けていま
す。NGO にも災害時の緊急支援を担うリソースを持つ団体は存在し，公的な支援が行き届かない大規模災
害時には病院や避難所支援の一部を担うことが期待されています。

「�緊急支援NGOで働く医師として�
〜西日本豪雨における病院避難支援の経験〜」

特定非営利活動法人 ピースウィンズ・ジャパン
岡山済生会総合病院救急科医長　稲葉基高 様

12月13日のプログラム



第九「歓喜の歌」最終練習　
　例会終了後30分間，当会場に
て年末家族特別例会のイベント
となる「50周年を記念して 100
名で歌う第九」の最終練習を行
いました。来週の本番ではオー
ディエンスより「ブラボー」の
称賛をいただけますことを楽し
みにしております。

1月の月間行事予定 � 職業奉仕月間

例 会 行 事 プ ロ グ ラ ム そ の 他 の 行 事

３日例会休会
10日通常例会

17日特別例会
24日通常例会

31日通常例会

・定款第８条第１節による休会
・お祝い行事
・「年始のご挨拶」　舟橋弘晃 会長
・新年特別例会（岡山プラザホテル）
・「イニシエーションスピーチ」

松尾政典会員，園部宏 会員
・GSE メンバー　古市深香様 他４名

10日　・第７回理事会
19日　・ 米山奨学生面接選考委員オリエン

テーション（岡山国際交流センター）
20日　・ 米山奨学生面接選考会（岡山国際交

流センター）
24日　・第３回クラブフォーラム
26日　・ゴルフ同好会（岡山 GC 帯江コース）

1月の月間メニュー

３日例会休会
10日通常例会
17日特別例会
24日通常例会
31日通常例会

・定款第８条第１節による休会
・松華堂，吸物
・新年特別例会（岡山プラザホテル）
・牛シャブ一人前鍋（和牛肩肉 野菜），御飯，小鉢，味噌汁，フルーツ
・ カップスープ（コーン），大海老フライ タルタル レモン，キャベツの甘酢サラダ トマト 蒸しポ

テト添え，ライス，デミコーヒー



2018.12.20　第2406例会

2018年　岡山東ロータリークラブ

年末家族特別例会
（岡山プラザホテル）

　12月20日（木）18時30分より岡山プラザホテルに
おいて，ご家族を含め総勢196名のご出席をいただ
き「年末家族特別例会」が開催されました。
　先ずは「岡山シンフォニックバンド」演奏を楽
しみ，恒例のお子様へのプレゼント〜お待ちかね
の大抽選会に続き，スペシャル PJ 〜井上和宣委
員長をはじめとする親睦活動委員会の皆さんの企
画による会員全員でのベートーベン第九第四楽章「歓喜の歌」大合唱で大いに盛り上がりました。複数回にわ
たる練習に励まれた会員の皆様，お疲れ様でした。そして，優しくご教示くださいました浮田会員，岡山北西
RC 藤木会員ほかご関係の方々に厚く御礼申し上げます。

舟橋会長挨拶
　みなさんこんばんは。今夜，196名の皆様方にお集まりいただき，年末家族特別例会を開催させていただ
けることを，先ずは御礼申し上げます。
　ロータリークラブの年度も，早いものでもう半分が過ぎようとしています。今年度は，「親睦を深化し，
一隅を照らそう」を年度の会長方針に掲げさせていただき，岡山東ロータリークラブの会員およびロータ
リー家族の皆様とともに記念すべき創立50周年をご一緒に盛り上がって参りたいと思っております。皆様
には既にご案内を差し上げておりますが，来る２月17日（日）には，当クラブの創立50周年記念式典ならび
に祝賀会が予定されています。こちらは更井パスト会長を委員長とする創立50周年実行委員会の皆様方が
周到な準備をしていただいています。今夜以上に多くの会員ならびにご夫人方のご出席を賜りますよう，
この場をお借りしてお願い申し上げます。
　また今夜は，正確には今夜もですが，井上和宣委員長はじめ親睦活動委員会の皆さんが知恵を絞って，
様々なおもてなしの企画をご用意いただいています。限られた時間ではありますが，楽しんでいただき，
相互に「親睦を深化」いただけると幸いです。
　先週の例会でも会員の皆様に申し上げましたが，平成最後の今年の漢字は「災」だそうです。西日本豪
雨を始め自然災害が相次いだ一年でした。年々様々な自然災害が繰り返しており，心配は絶えないこの頃
ですが，我々ロータリーは，経済恐慌や世界大戦を，知恵を絞って乗り越え，社会のニーズに対応してき
た歴史があります。当クラブも，来年の２月８日にはいよいよ50回目の誕生日を迎え，新たに「友と未来
へ」歩み始めます。どのようなことが起ころうとも，親睦を第一に，歴史と伝統を守りながらも，それら
に対応して益々元気で盛んなクラブにしたいものです。本年中は，いろいろお世話になり，ありがとうご
ざいました。また，来年もどうかよろしくお願い申し上げます。まさに来年が，当クラブにとっても，ま
た皆様にとっても，災い転じて福となりますことを心より祈念申し上げ，開会のご挨拶とさせていただき
ます。それでは，今宵をお楽しみください。

出席報告
　会 員 数　101名（内出席免除者14名）
　出 席 者　93名（内出席免除者出席12名）
　出 席 率　93.94％（前々回訂正後出席率88.89％）
　ご家族他　103名

舟橋弘晃会長 開会挨拶 井上和宣親睦活動委員長挨拶 藤井一也直前会長 乾杯



松尾政典 会員

華伝座のカクテルと小橋雅治会員セレクトの逸品をどうぞ

「岡山シンフォニックバンド」演奏と和やかな会場の雰囲気

藤崎信明 会員

行列！「大海老フライ」

園部　宏 会員

奉仕の理想 斉唱 司会は津島伸章 会員

新会員のみなさんの挨拶



舟橋サンタからプレゼントを贈呈

会員全員で第九「歓喜の歌」の大合唱！！　「ブラボー！」「アンコール！」

「舟橋会長賞」井上英雄 会員



エンディングは「手に手つないで」の大合唱

山下和也副会長 閉会挨拶お世話になりました親睦活動委員会の皆さん


