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本日のプログラム
　「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」
　土岩剛志 会員・福原弘之 会員

３月７日のプログラム
　「お祝い行事」
　「ＰＥＴＳ報告」
　藤岡千秋 会長エレクト

例会報告（2/14）

出席報告
会員数　101名（内出席免除者14名）
出席者　91名（内出席免除者出席12名）
出席率　91.92％（前々回訂正後出席率91.75％）
ビジター　０名

会長挨拶
　皆様，こんにちは。昨日は，雲一つない青空の，暖かく穏やかな日和の中で岡山東 RC 創立50周年記念事
業の一つである岡山後楽園への案内看板の寄贈除幕式が開催され，伊原木隆太岡山県知事はじめ４名の来
賓の方とともに59名の会員の皆様にご出席いただきました。寄贈事業の企画からご準備まで行なっていた
だきました創立50周年実行委員会執行部ならびに創立50周年記念事業委員会の皆様および関係各位に心よ
り御礼申し上げます。岡山後楽園のエントランスが引き締まり，良い事業になったと思います。末永く利
用していただけることを祈念申し上げます。
　さて今月は，平和と紛争予防／紛争解決月間です。皆様，現在，世界で紛争が起きている地域がどれだ
けあるかご存知でしょうか。アフリカ大陸と中米地域の大部分と中東地域のほぼ全て，東南アジアの半分
以上の地域がそれに当ります。白人が大多数を占めるヨーロッパやオセアニア，北米と南米の一部の国々，
そして日本を含む東アジアくらいが紛争地域から外れていますが，世界中で起こる分断の嵐が心配です。
2014年から16年の３年間で，シリアで約181千人，アフガニスタンで約75千人，イラクで約72千人が亡く
なっていますが，全世界で紛争によって亡くなった人数の半分以上を占めます。貧困，不平等，民族対立，
教育の欠如，資源の不等分など，人間の欲や無知に起因し，寛容の精神を見失った戦争や紛争は，有史以
来後を絶ちません。また，環境変動による土地や資源の消失・枯渇から，環境難民の増加が見込まれてお
り，戦争や紛争は今後増加する可能性すらあります。その中でロータリーは，あえて平和と紛争予防／紛
争解決月間を設け，６つの重点分野に掲げています。それほど人類にとって深刻な問題です。ポールハリ
スの信条でもある「慈愛と寛容と忍耐」の実践や，あるいは私達が「岡山東 RC の歌」にも掲げているよう
に「好意と友情を育む」輪を広げることなど地道な活動が，我々のレベルにできることかなと思います。

お 食 事
カップスープ（クラムチャウダースープ），
骨付き仔羊の香草焼き ガーリックライス
添え，ミニサラダ，デミコーヒー



　いよいよ２月17日には，創立50周年記念式典および祝宴があります。皆様の笑顔によるおもてなしで，
好意と友情の輪が会場いっぱいに広がり，ピースフルな雰囲気の中で完遂され成功となりますよう，どう
か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
１．17日（日）は，創立50周年記念式典・特別例会となっております。来週２月21日（木）の例会は，お休

みです。次回は２月28日（木）となりますので，お間違えのないようによろしくお願いいたします。
２．2019-20年度版『ロータリー手帳』を購入希望の方は，名簿を回しますので，○印をお付けくださ

い。
３．他クラブ週報を回覧いたします。

次年度幹事報告
１．本日，３月８日（木）開催，次年度「第１回被選理事会開催のご案内」をポスティングしております。

次年度の理事および役員の皆様，ご確認の程よろしくお願いいたします。
２．2019-20年度 理事および役員，委員会編成表をポスティングしております。皆様ご確認をよろしくお

願いいたします。

委員会報告
●創立50周年記念事業委員会／親睦活動委員会　井上和宣 委員長
・ 本日，50周年記念事業の，岡山市ジュニアオーケストラ春季コンサートの招待チケットをポスティング

しています。会員皆様への必要枚数のアンケートに従って配布いたしておりますが，まだ必要な方があ
れば，お申し出下さい。

・ 本日，例会終了後，例会場にて第16回親睦活動委員会を開催いたします。ご関係の皆様はよろしくお願
いいたします。

●創立50周年実行委員会／創立50周年式典委員会　小橋雅治 副委員長
・ 本日例会終了後９階レストランにて式典委員会を開催いたしますので，関係者の方はお集まりください。
・ 創立50周年実行委員会よりのご報告です。２月16日（土），創立50周年記念式典のリハーサルを行います。

ご関係者は16時にご集合ください。

●社会奉仕委員会　神田豪 委員長
　４月７日（日）に開催します新天地育児院バーベキュー大会のご案内をポスティングしています。子ども
たちとバーベキューや昔遊びで触れあいますので，是非ご参加下さい。

●国際奉仕委員会　佐々木篤 委員長
　本日，皆様のレターボックスに５月24日〜28日のベトナム国際奉仕事業及びタイ・バンコク視察旅行の
ご案内をポスティングしております。奮ってのご参加をよろしくお願いいたします。

●広報委員会　岡本哲 委員長
　「ロータリーの友」２月号 主要記事のご案内
　　特集 平和と紛争予防／紛争解決月間 －難民を知る－ （横組み P.7〜 P.11）
　　米山梅吉「遺風残香」（横組み P.16〜 P.19）
　　21世紀世代の人生計画 地球と私の運命　関西学院大学教授 久木田純 （縦組み P.4〜 P.8）
　　クラブを訪ねて　秩父 RC （縦組み P.9〜 P.12）



●近藤典博 会員 「RC の思い出話」
　私は昭和63年１月７日入会で，今年で岡山東 RC に入会32年目を迎えている所
です。現在72歳ですから，人生のうち43％在籍している事になります。私は入会
に際して，色々とハザードがありましたので紹介をさせていただきます。当時は
１業種１人という制約があり，呉服屋さんは１人入会されていましたので，当然
入会できる立場ではありませんが，色々とスポンサーの方が方法論を考えてくだ
さり，私の業種を和装小物販売に変え，同業者の方をスポンサーにすることを条
件に入会手続きを終えました。
　当時は出席が100％でしたので，万一例会に欠席すると，２週間以内にメークアップを必ずしなければな
らず，県内はもちろん他府県でも度々メークアップをさせていただきました。
　最初の思い出は岡本ガバナー年度，若手メンバーでしたので地区大会に配布する書類・お土産等の袋詰
め，約3,000個の用意・準備・移動など，とても大変でした。また，地区大会の講師・作家で評論家の小中
陽太郎氏を送迎し，時間待ちに後楽園へご案内すると絶賛され，お土産にマスカットをお渡しすると大変
喜ばれ，お礼状までいただきました。
　次に，チャーターメンバーの横山第33代会長年度に幹事を務めさせていただいた事です。前年度から人
事・予算・事業計画等大変でしたが面白かったです。横山会長は全ておまかせくださいましたので，大変
やりやすい幹事でした。RC の事も良く理解でき，県南18RC クラブの同期幹事会も21世紀の会として，年
２回春秋に近況報告会をしています。岡山南 RC の佐藤パストガバナー，岡山 RC 洗井地区代表幹事，玉野
RC 槌田前地区ガバナー補佐は同期の幹事です。
　また，2008年 鳥居ガバナー年度には更井地区代表幹事のサポート役として，副代表幹事を務めさせてい
ただきました。ガバナーと同行し，地区 RC 内を冨岡会員と地区大会のご案内に回りました。中でも松江
RC・松江東 RC を訪問した時は大歓迎をしていただきました。
　地区大会には友愛の広場を担当し，地区内の優秀 RC のパネル展示・売店には岡山の銘菓・特産物・RC
グッズの販売を設け，銀座ワコー等に出店をしていただきました。当時の社長が近所の竹馬の友（中村様）
でした。
　そして，2009年 丹羽先生年度に副会長を務めさせていただきました。今は亡き丹羽先生ですが大変素晴
らしい会長をなされたと思います。当時，県医師会・市医師会の役員をされており，多忙な毎日を送られ
ている様子でした。副会長は必ず閉会の挨拶があり楽しみにしておりました。良き思い出を作っていただ
き感謝しております。
　ロータリーの友１月号に RI 会長バリー・ラシンさんが『ロータリーが人生の一部になると，ロータリー
の礎となった「力を合わせれば限界はない」というポール・ハリスの言葉が自分の人生にも当てはまると
悟りました。力を合わせれば，どんな変化でも起こす事ができ，私の目標はみんなの目標になり現実とな
りました。』と記述されています。
　現在思う事はやはり，アクションを起こすと必ず良き思い出ができます。色々な役・リーダーを積極的
にお受けいただき良き思い出やロータリーライフを楽しんでいただきますようにお勧めして，最後に，岡
山東 RC は創立50周年を迎えていますが，先人や先輩が今日まで繋げていただいているからこそ今日がある
事に感謝しています。

●糸島達也 パスト会長 「旅行の思い出 輪影会」
　私は，平成元年（1989年）に49歳で岡山大学第一内科から岡山済生会総合病院の
内科の責任者として赴任し，同年11月に岡山東 RC に第一内科の先輩会員の寺尾
先生と坪井パスト会長のスポンサーで堀会長の時に入会させていただきました。
その年の２月に創立20周年を祝った後でした。当時のメンバーで，今でも元気で
活躍されておられるのは，横山，坪井，米田，更井，藤岡，鳥居，内山（隆），西
本，山田，近藤（典），北村［敬称：略］と私の12人です。
　あれから30年，済生会病院での30年でもありますが，忙しかった患者様との診

「岡山東RC創立50周年�“昔の思い出シリーズ”」
近藤典博 会員　　　
糸島達也 パスト会長

２月14日のプログラム



療の合間に週２時間のロータリークラブへの参加はかけがえのない時間でしたので，楽しみながら，ほと
んど出席したつもりです。私は10年前に会長をさせていただきましたが，この年は鳥居ガバナーと更井地
区代表幹事が活躍された年であり，皆様が盛り上がってくださいました。この年から根木会員，安藤会員
のおかげで岡山東 RC のホームページがスタートしました。先日訪問してくださいました GSE メンバーの
写真もあり役に立っています。
　今は輪影会の会長を務めさせていただいていますので，輪影の撮影旅行や観劇旅行などを写真で振り返
るつもりでおりましたが，25年前の写真を見ていると気が変わりました。10年前の会長の時，テーマは

「もったいない」にしたのですが，鳥居ガバナーは環境問題を取り上げられました。当時，健康問題で退会
される人が多く，健診を受けないで病気になるのはもったいないとの気持ちがありました。今回も写真を
見て振り返るとまた同じような気持ちになりました。健診はぜひとも受けてほしいです。

〈P.P.〉若林会員にお願いしてクラブの平成30年間の親睦旅行と写真同好会の撮影旅行を書き出していただい
たものです。私は82回の内32回，39％に参加していました。

〈P.P.〉1995.10.01，24年前です。松江での地区大会
参加を兼ねての撮影旅行のようです。29人のメン
バーのうち，亡くなられた方が８人以上おられま
す。皆さん若いでしょう。

〈P.P.〉1995.2.26　綾部山梅林 撮影旅行 14＋２人：
私の左の奥山会員は2007年の12月に亡くなられま
した。奥山会員は岡山東 RC を代表されるような気
高い紳士でした。右の頼実先生は耳鼻科医ですが，
写真に対する情熱は今も続いておられます。写真
展には出展してくださっています。
　現在，輪影会は会員が50人になり，ますます発
展しています。昨年６月の北海道旅行は50人以上
の団体でした。千歳空港近くの広大な菜の花畑で
皆様と楽しみました。輪影会を実際に引っ張って行ってくれているのは，武会員と松本会員です。山田会
員にはいつもお世話になっています。今後ともよろしくお願いいたします。親睦に参加して深化して，こ
の花のように周りを明るくしましょう。家族の次に一緒に会う機会が多いのは，ロータリークラブ会員で
す。今後ともよろしくお願いいたします。



岡山東RC創立50周年記念事業　
『岡山後楽園案内看板』
完成披露除幕式（2/13）

特集
　２月13日（水）10時より，『岡山東 RC 創立50周年記念
事業 岡山後楽園案内看板除幕式』が開催されました。
主催者を代表し，岡山東 RC 舟橋弘晃会長挨拶により
開式となり，ご来賓の岡山県知事 伊原木隆太様ならび
に特別名勝岡山後楽園保存管理委員会 委員長 千葉喬三様よりご祝辞を賜り，そして，同じくご来
賓の岡山後楽園事務所 所長 野崎正志様ならびに更井正人 創立50周年実行委員長，糸島達也 創立50
周年副実行委員長を加えた６名の皆様で，参加会員59名の見守る中，３基の案内看板の除幕が厳か
に行われました。本案内看板には池田綱政公の時代から変わらぬ景観と歴史が大切に受け継がれて
いることを伝え，各種催事等の情報を掲出することとなります。国内外からの来園者が岡山後楽園
の歴史理解を深め，地域のさらなる文化振興の一助になることを会員一同願っております。

主催者代表挨拶

披露されました３基の『岡山後楽園案内看板』

６名様による除幕の様子

完成披露除幕式にご参加の皆様



第48回�少年はだか祭り（協賛）（2/16）　

　２月16日（土）15時30分より「第48回少年はだか祭り」が西大寺観音院本堂前において行われました。同
日夜に行われた天下の奇祭「西大寺会陽」のオープニングを飾る行事として，少年達の健やかな成長を祈
念して行われたもので，岡山東 RC も協賛。山下（和）副会長はじめ会員９名が参加し，本堂前の櫓へ山下

（貴）会員，根木会員，平井会員，藤岡会長エレクトが順に上りました。先ず小学１・２年生には『宝餅』
が，３・４年生には10本の『五福筒』が，５・６年生には牛玉紙に包まれた２本の『宝筒』が，次々に締
め込み姿の頭上に投下されると，歓呼の声を上げて身体をぶつけ合い，大人顔負けの真剣さで激しい争奪
戦が繰り広げられ，微笑ましくも少年達の諦めない心を垣間見ることができました。

2019.2.17　第2413例会

岡山東ロータリークラブ

創立50周年記念式典・祝宴（特別例会）
（岡山プラザホテル）

　２月17日（日）11時より岡山プラザホテル５階「延養の間」において，岡山東 RC 創立50周年記念式典・
祝宴が総勢186名（会員93名）の方にご出席いただき開催いたしました。本式典に先立ちまして，創立50周年
記念事業で協賛させていただいております岡山市ジュニアオーケストラのウエルカム演奏を楽しみました。
更井正人創立50周年実行委員長の「開式の言葉」により開式となり，物故会員へ黙祷を捧げ，舟橋弘晃会
長挨拶，ご来賓祝辞ならびに岡山県知事 伊原木隆太様よりのビデオレターを頂戴いたしました。そして，
創立50周年記念事業である岡山後楽園案内看板事業の発表と目録贈呈，岡山市ジュニアオーケストラ支援
事業の目録贈呈へと進み，それぞれ感謝状と謝辞を拝受いたしました。次に，スポンサークラブへの記念
品贈呈，チャーターメンバーならびに在籍50年会員・在籍40年以上会員・在籍30年以上会員への記念品贈
呈そして，功労者，第46代〜第50代の会長・副会長・幹事が各々表彰をお受けになりました。厳かに華や
かに執り行われました本式典は糸島達也創立50周年副実行委員長の挨拶をもって閉式いたしました。
　引き続き12時45分より４階「鶴鳴の間」へ会場を移動し，創立50周年記念祝宴を開催いたしました。舟
橋弘晃会長の開宴挨拶，元国際ロータリー理事 渡辺好政様による乾杯で祝宴スタート。コース料理の提供
後は，テノール歌手 加藤ヒロユキ様による鍛えられたトークと歌のマリアージュを楽しませていただき，
最後は「手に手つないで」の大合唱にて，とても和やかな本祝宴が閉宴いたしました。

にこやかに真剣に投下 ご参加の皆様



佐藤兼郎副知事，大森雅夫市長各々へ目録贈呈と感謝状授与 岡山 RC 木村容治会長へ記念品贈呈

スポンサークラブ
岡山 RC 木村容治会長のご祝辞

大森雅夫岡山市長のご祝辞 末長範彦地区ガバナーのご祝辞

糸島達也副実行委員長による
閉式の挨拶

RI 会長よりの創立50周年表彰状 式典司会は福原弘之会員，
アシスタントは諸國沙代子アナ

更井正人創立50周年実行委員長 開会の言葉 舟橋弘晃会長挨拶

チャーターメンバー，在籍50年会員
横山，坪井両パスト会長

国歌斉唱・ロータリーソング合唱 岡山市ジュニアオーケストラの
素敵な演奏



創立 50 周年記念祝宴

元国際ロータリー理事
渡辺好政様による乾杯

舟橋弘晃会長の開宴挨拶 テノール歌手
加藤ヒロユキ様のステージ

山下和也副会長 閉宴挨拶祝宴司会 奥野一三会員「法務大臣」山下貴司会員ご登壇

創立50周年実行委員会執行部の皆様　お疲れ様でした。ロータリーソング「手に手つないで」の大合唱

詳細内容につきましては，後日発行の「創立 50周年記念誌」をご高覧ください。



麻雀同好会「東風の風」（2/23）　

　２月23日（土），ロイヤルマー
ジャンクラブにて本年度第３回
競技会が会員12名の参加のもと
で開催されました。今回は先週
行われた創立50周年記念行事を
振り返りながら，しっかり手と
頭を駆使して親睦を深めること
ができました。結果は30年ぶり
に麻雀を始めた眞殿会員が華麗
に優勝。猛チャージで追撃した更井パスト会長が準優勝。順調に点数を稼いだ三垣会員が３位となりまし
た。次回は４月13日（土）に創立50周年記念大会を開催します。クラブ全会員参加対象となっておりますの
で，どうぞご参加よろしくお願いします。 ［文章・写真提供：佐藤英明 会員］

ロータリー米山記念奨学生歓送会（2/24）　

　２月24日（日）岡山国際交流センターにて，国際ロータリー第2690地
区2018学年度ロータリー米山記念奨学生歓送会が開催され，当クラブ
が世話クラブとなっているチュ・イ・メイさんとカウンセラーの影山
が参加しました。
　本会には，地区ガバナーの末長範彦氏・ロータリー米山記念奨学会
事務局長の岩邉俊久氏ら総勢54名が参加し，米山記念奨学生からロー
タリーへの感謝の言葉や将来について，カウンセラーから奨学生との
関わりについてなどのスピーチなどが行われ盛大な会となりました。　
 ［文章・写真提供：影山修司 米山記念奨学会委員長］

ゴルフ同好会レベルアップ研修会（2/24）　

　２月24日（日）東児が丘マリンヒルズゴルフクラブにてゴルフ同好会レベルアップ例会第１回例会が開催さ
れ，総勢８名が参加されました。本日はまず荒川ゴルフ同好会副会長に挨拶をいただき，レベルアップ例会
のためダブルペリア・ハンディ上限無しのルール説明をさせていただきました。当日は２月と思えないくら
い陽気な天気となり，気温も20度近くまで上昇しま
した。ところがやはり２月の東児が丘は風が強くス
コアメイクもなかなか苦労されたようです。その中
優勝したのは，末藤会員でした。おめでとうござい
ました。また藤岡会長エレクトと大西会員にはお気
遣いいただきありがとうございました。次回は３月
21日にたけべの森ゴルフ倶楽部にて第10回例会を開
催いたします。皆様の参加をお待ちしております。

［ 文章提供：小橋雅治 親睦活動副委員長・写真提
供：佐藤英明 会員］

レベルアップ研修会
優勝　末藤達也 会員
２位　斉藤良仁 会員
３位　日名一誠 会員

優勝　眞殿重喜 会員


