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第2418例会

▲

本日のプログラム
「お祝い行事」
ソプラノ 岡山城東高校音楽学類声楽専攻
ピアノ 小川佳那子様による演奏

大月佳子様・

No.2257
４月11日のプログラム
㈱ファジアーノ岡山スポーツクラブ
取締役社長 北川真也 様

例会報告（3/14）
出席報告
会員数 102名（内出席免除者14名）
出席者 84名（内出席免除者出席11名）
出席率 84.85％（前々回訂正後出席率93.94％）
ビジター １名

お 食 事
特製岡山森林鶏の山賊焼き オニオンソー
ス，ガーリックスープ，ライス，ミニケー
キ，コーヒー

会長挨拶
皆様，こんにちは。春の訪れを実感できる時節となりましたが，一方で，花粉症でお困りの方も多いの
ではないかとお見舞い申し上げます。今年は桜の開花も早い予想が出ていますので，３月28日の岡山後楽
園での移動例会は先般寄贈いたしました案内看板の様子だけでなく，桜花も楽しみです。また，この日曜
日から昨日まで仕事でベトナムのホーチミン市を訪れました。昼間の気温は35℃程あり，閉口しましたが，
日曜日の夜には，国際奉仕活動の現地打合せで佐々木国際奉仕委員長と安藤会員にたいへんお世話になり，
ありがとうございました。
さて，３月は国際ロータリーの「水と衛生月間」です。現在，約18億人の方が清潔な水道水にアクセス
できておらず，汚染された水を飲み，様々な感染症のリスクにさらされており，年間80万１千人の５歳未
満のお子さんが予防可能な原因で命を落とされているという統計があります。また，世界人口の35％の人
がトイレにアクセスできていないようです。水道が来ていない家庭の多くの子供達は水汲みに駆り出され
ており，水道を供給することで，彼ら彼女らに十分な教育の機会を保証できるようです。さらに最近，マ
イクロプラスチックやナノプラスチックと呼ばれる細粒化したプラスチックがペットボトル飲料の中や深
海魚の消化管で確認されており，化学繊維のインナーをつけているほとんどの母親の乳腺にはその繊維く
ずが確認され，赤ちゃんはそれをミルクとともに体内に取り入れているという報告もあります。消化管の
中に取り込まれたマイクロプラスチックやナノプラスチック，化学繊維くずが人体にどのような影響を及
ぼすのかはよく分かりませんが，環境ホルモンと呼ばれる化学物質群など水や食物を通して私たちの健康
や生活に有害な影響を引き起こす外因性の物質も少なくありません。ロータリーは，「水と衛生月間」を通
して，2030年までにすべての人に安全な水と衛生設備，衛生環境を提供するという目標達成に向けた取り
組みを呼びかけています。これは，国連が掲げる SDGs（持続可能な発展のためのゴール）とも合致するよう

です。この機会に，健康的で実りある生活のために水や衛生について考え，行動することは重要であると
思い，お話しいたしました。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．来週３月21日は法定休日のため，例会はございません。次回３月28日（木）の例会は，後楽園・鶴鳴
館での移動例会となっておりますので，場所をお間違えのないようによろしくお願いいたします。
なお，お車でお越しの方は，河川敷の後楽園駐車場に停めてお越しください。
２．岡山西ロータリークラブ主催 子育て＆教育フォーラムが３月21日（木）13：30〜16：00岡山国際交
流センターで開催されます。ご案内を回覧いたしますので，参加ご希望の方は名簿に希望枚数をご
記入ください。
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18時30分より，岡山プラザホテル４階にて，次年度「第１回被選理事会」を開催いたします。
次年度の理事および役員の皆様，よろしくお願いいたします。
２．来週の20日（水）18時30分より，岡山プラザホテル２階にて，次年度「第１回被選クラブ協議会」を
開催いたします。次年度の理事，委員長および役員の皆様，よろしくお願いいたします。
委員会報告
●広報委員会 岡本哲 委員長
「ロータリーの友」３月号 主要記事のご案内
特集 水と衛生月間 世界中に安全な水を（横組み P.7〜 P.13）
会員増強・維持に挑む RAC（横組み P.14〜 P.17）
成長の将来図 マーク・ダニエル・マローニー RI 会長エレクト（横組み P.18〜 P.21）
地球の明日を考える 水の SDGs 広島大学名誉教授 安藤忠男（縦組み P.4〜 P.8）
クラブを訪ねて 西条 RC 第2710地区（縦組み P.9〜 P.12）
退会挨拶・記念品贈呈
冨谷拓真会員が，このたび釧路支社へご栄転と
なりました。舟橋会長より記念品を贈呈し，冨谷
会員より退会の挨拶がありました。今後のご健勝
とご活躍を心よりお祈り申し上げます。

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３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。チュさんは今月をもち
まして，奨学期間が終了となります。今後のご活
躍を心よりお祈り申し上げます。

３月14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”
」

石井英行 パスト会長
井上一 パスト会長

●石井英行 パスト会長
私は1990年（平成２年）１月11日に福武和彦様，更井正人様にスポンサーをして
いただき，会員皆様のご賛同を得て，歴史と伝統に輝く岡山東ロータリークラブ
に入会させていただきました。第22代堀 源明会長年度の入会で，次年度は岡本ガ
バナー年度であり長船会長，藤岡幹事でした。
岡山 JC を卒業してすぐロータリークラブに入会しました。当時の最年少会員
でした。年齢差や新会員としてそれまでとは環境も違い，緊張した日々を過ごさ
せていただきました。今，現存会員の在籍年数において，糸島パスト会長から
２ヶ月遅れで私が13番目に長い会員になりました。１年目はスポンサーの福武様
のセクレタリーでロータリーの勉強をさせていただき，地区大会の GSE コーナーで日の丸を振ったのが思
い出です。２年目から数年間は PTA そして新しくスタートした岡山 YEG の活動，会社の新社屋の建設等
でロータリー活動はお休み状態でしたが，当時，岡山東ロータリークラブのメークアップ後は全体で100％
を維持しておりましたので，私も他のクラブに出席して100％を維持しました。それからもメークアップ後
は100％を維持しながら岡山 YEG の会長をしたり，岡山市全体の PTA の会長をしたりしておりましたが，
50歳を過ぎて一段落し，就実女子大学の後援会長になった頃，入江会長から幹事へのお誘いがあり，お受
けしました。そこから私のロータリー人生は激変します。2001年７月から副幹事，2002年７月から幹事に
なり，このころからロータリー活動最重点の人生がスタートしました。30歳からいろいろご指導いただい
た更井パスト会長は今でも私の師匠ですが，ロータリーに目覚めさせていただいた入江会長はロータリー
の恩人であります。
入江会長の話をしますと，年度がスタートして２ヶ月程経過した時，入江会長から相談があると言われ，
何の話かと思いましたら，「『意義ある業績賞』がとりたい。奉仕事業をしてくれ。」と言われました。当時
はロータリー活動を少ししかしていなかったので，困ったなと思いつつ，黒瀬社会奉仕委員長，森元青少
年奉仕委員長にお願いをして，事業をどんどん実施していただきました。そして，５つの事業を11月〜１
月上旬で済ませました。
11月３日 「ヤクルトスワローズ少年野球教室」
11月10日 「慈愛の種を播きましょう植樹祭」
12月21日 児童養護施設「若松園」クリスマス会
12月31日 養護老人ホームへおせち料理で慰問
１月18日 お年寄りを温泉に「湯〜遊ふれあい会」
意義ある業績賞の締切りが１月31日でした。セーラー広告の村上会
員に上手くまとめてもらい，地区ガバナー事務所へ書類を持参し，武
田鐵也ガバナーにお会いして選考方法をお聞きしました。我がクラブ
では，岡本パストガバナーが，「こんな事業で意義ある業績賞がとれ
るはずがない。もし万が一とれたら御馳走する」ということでした
が，結果，受賞することができ，御馳走になり褒められました。しか
し私は当時，意義ある業績賞の仕組を知りませんでしたので，すでに
祝宴をして関係者でお祝いをした後に，地区で候補を決定して RI に
書類を送った旨の通知がありました。まだ受賞ではなくて，候補クラ
ブにすぎなかったのです。そして RI の日本事務局から「５つの事案
の連記では RI に申請できない，RI で否決されることがある」と言わ
れ，急きょ，「慈愛の種を播きましょう植樹祭」に絞って書類を再提
出し，無事受賞することができました。
入江年度が終わりロータリーに目覚め，私はそれから創立30，40周年実行委員会総務委員長，親睦活動
委員長，鳥居ガバナー年度の庶務幹事，副会長，そして第46代会長として創立45周年の式典・祝宴を開催
させていただきました。
最後に２つ自慢させていただくと，１つはホームクラブに欠席は多くても，先週までの29年２ヶ月の
メークアップ後の出席率は99.50% です。また，意義ある業績賞を会長，幹事で受賞出来たのは，50年の歴
史で私だけです。

今年度は創立50周年の年です。５年前の私の会長年度の創立45周年の年の活動を DVD でご覧いただき，
終わらせていただきます。
●井上一 パスト会長「私のロータリー活動」
私のロータリー活動を（A）入会当時，（B）会長就任時，（C）現在の３期に分けて
お話させていただきます。若い会員の方に少しでも参考になれば幸いです。
（A）入会当時
私が入会させていただいたのは平成２年８月で，青山先生，糸島先生がスポン
サーで，第23代長船会長（藤岡千秋幹事）の時でした。まさしく西も東も分からぬ
新会員で年輩の方々に教えを請いました。「例会出席」と「皆さんの顏を覚えるこ
と」が必須でした。皆さん錚々たる方々で，「少し恐ろしかった」ことを記憶して
おります。
当時，第５代荒川雅久会長から，「岡山東ロータリーはまだ一流ではないよ」と言われ，執行部の皆さん
は少し緊張していたと思います。
（B）会長就任時
米田会長の後を受け，第39代会長を引き受けさせていただきました。ロータリー活動では，「NO」と言
えないとのことで，何もよく分からない会長で皆さんに迷惑をおかけしたのではと案じております。しか
し，森元幹事さんはロータリーのことをよく分かっておられ，全てよく準備してくださって，１年間大し
た失敗もなく務めさせていただきました。
頼実先生（第26代会長）から，「会長になったら方針を立てて，皆さんに熟知してもらってください」とお
叱りを受けました。その年の RI，地区の方針との整合性も備えておかねばならず，大変苦心しました。
（C）最近のロータリー活動
最近は元気の良い若い会員が増え，我がクラブのロータリー活動が活発に行われていることは嬉しい限
りです。荒川雅久先生の言われた一流クラブに成長しつつあると感じております。どの組織もそうでしょ
うが，永続性と統一性を問われます。自信を持って，より良いクラブに育て，永く品位のあるクラブの歴
史を築いていきたいものです。

2019-20 年度 第１回被選理事会（3/14）
３月14日（木）18時30分より岡山プラザホテル「烏城の間」にて，次年度の第１回被選理事会が開催され
ました。藤岡千秋次年度会長から基本計画案で次年度の運営方針「〜把手共行〜，ともに楽しいと実感で
きるロータリーを！」に込められた，親睦と友愛に満たされたクラブの実現を目指す熱い思いが表明され
ました。次いで年間行事，予算案，地区補助金申請事業などの重要事項に審議は進み，全ての議案につき
承認され，次いで報告・確認・依頼事項について詳細な説明がありました。
（出席者）
藤
 岡・諸國・佐々木・大西・菅野・舟橋・糸島・石井・大塚・安藤・堀・横田・近藤
（聡）
・井上
（和）
・
辻・横手・高橋・貝原・松本

［文章・写真提供：横田亮 会員］

藤岡千秋次年度会長挨拶

会場風景

第３回囲碁同好会（3/16）
３月16日（土），アークホテル岡山にて第２回囲
碁同好会が開催され５名が参加しました。若林会
員も応援に駆けつけてくださり，スイス方式４回
戦で大いに盛り上がりました。どの対局も好ゲー
ムで，僅差での勝負を制したのは，仁科会員でし
た。北村会長に勝利した大塚会員も準優勝と好成
績をあげました。次回は創立50周年記念大会とし
て開催する予定です。全会員（家族含む）参加可能
ですので，多数のご参加をお願いします。

［文章提供：佐藤英明 囲碁同好会幹事］

優勝

仁科恭一郎 同好会副会長

準優勝

大塚学 会員

次年度親睦活動委員会（3/19）
３月19日（火）18時30分よりアークホテル岡山
「あくら」にて，藤岡千秋次年度会長，佐々木篤次
年度副会長，貝原明宏次年度幹事，大西直規次年
度 S.A.A. を迎え総勢19名により第１回親睦活動委
員会を開催いたしました。
次年度の会長方針等について藤岡会長エレクト
よりお話を伺ったのち，安藤究真次年度親睦活動
委員長から活動予定など様々な議題の説明をいた
だきました。和やかで有意義な本委員会で親睦と
連帯を深め，最後に佐々木次年度副会長の言葉を
もって盛況のうちに散会となりました。

2019-20 年度 第１回被選クラブ協議会（3/20）
３月20日（水）18時30分より岡山プラザホテル「吉備の間」にて，次年度の第１回被選クラブ協議会が開
催されました。藤岡千秋次年度会長より，クラブ史上最高齢の会長として最後までやり通す決意表明があ
り，また全員参加の奉仕と退会者ゼロのクラブを目指す，突き詰めれば親睦を深めることで退会者を出さ
ないことができる，修正後出席率は98％と限りなく100％になることを目指す運営方針が示されました。そ
の後，審議事項が１点あった他，貝原次年度幹事より，年間行事・予算案・依頼事項について説明があり
ました。
（出席者）
藤
 岡・諸國・佐々木・大西・菅野・舟橋・糸島・石井・大塚・安藤・冨岡
（代理）
・横田・近藤
（聡）
・
井上
（和）
・辻・横手・土岩
（代理）
・森元
（代理）
・内山
（隆）
・冨山・大河原・貝原・松本

［文章・写真提供：横田亮 会員］

藤岡次年度会長挨拶

会場風景

ゴルフ同好会（3/21）
３月21日（木・祝）たけべの森ゴルフ倶楽部にてゴルフ同好会第７回例会が開催され，総勢23名が参加さ
れました。朝のミーティング時には霧が出て，前がほとんど見えない状態でしたが，30分ほどで視界も良
好となり，また気温はぐんぐん上昇し，天気予報では春の嵐といわれていましたが，最高のゴルフ日和と
なりました。前半では非常に良いスコアが出た方もいらっしゃいましたが，結果，日名会員が優勝しまし
た。おめでとうございます。また藤岡会長エレクトをはじめ多くの方にお気遣いいただき，バッグやボー
ルなどの商品やプレー費の割引等などしていただきました。ありがとうございました。
次回は４月29日（月・祝）に赤坂レイクサイド CC にて４RC 合同コンペとともに第８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・写真提供：小橋雅治 親睦活動副委員長］
第７回例会
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写真同好会 写友「輪影」撮影旅行（3/22 〜 25）
写友「輪影」で３月22〜25日マカオに撮影旅行。総勢９名（内４名24日に帰国）。マカオは東洋と西洋の
交わる町で撮影ポイントが多い所だが，残念ながら毎日霧雨で撮影意欲が減退したが，食欲は衰えず昼は
飲茶，夜はポルトガル料理を満喫。宿泊はホテルリスボア。このホテルはかってのマカオのシンボルのよ
うなホテルで古い格式のあるホテルだ。
滞在２日目は早く帰る人のために出来るだけあちこち回った。セナド広場，聖ポール天主堂跡，インス
タ映えで最近知られるようになった戀愛巷，福隆新町など。万歩計だと６km ほどだった。午後は中国本土
にあるマカオ租借地に立つマカオ大学の広大な敷
地（海底トンネルを通行して行く）を雨のため車か
ら見る。マカオの代表的なスイート「エグタルト」
を食べにコロアン村へ。
３日目は残留組で半島側の観光地を撮影し，昼
食はマカオ大学の学食で飲茶。美味で客は家族連
れなど一般客ばかりだった。午後観光のために作
られたような媽祖文化村を訪問。２名がカジノデ
ビューした。深みにはまらないことを祈るばかり。
鬼畜のゲーム「バカラ」をやらなければ大丈夫。


［文章・写真提供：山田泰照 会員］

聖ポール天主堂跡。諸國会員。

やっと全員が揃った集合写真。ホテルリスボアの前。

ポルトガル料理店「フェルナンド」藤井会員。

タイパ地区から海越しに観る半島部のホテル群。山田会員。

2019. ３.28

第 2417 例会

移 動 例 会
（後楽園
出席報告
会 員 数
出 席 者
出 席 率
ビジター

鶴鳴館）

102名（内出席免除者14名）
77名（内出席免除者出席９名）
79.38％（前々回訂正後出席率91.92％）
０名

３月28日（木）12時30分より岡山後楽園・鶴鳴館にて，会員77名が参加して移
動例会を開催しました。桜が静かに淡く咲く中で，お花見弁当をいただきなが
ら春，爛熟の色を楽しみました。
会長挨拶
皆様，こんにちは。一昨日，岡山後楽園にある標準木の桜に一輪花が咲いて
いたそうですが，昨日，５輪以上の開花を認めたとのことで，ようやく岡山で
開花宣言が出されました。本日は，予想していた満開とはなりませんでした
が，もう少し多くの花が，我々を迎えてくれていると思います。例会後に是非
散策を楽しまれては如何でしょうか。
私は，桜が咲けば，大好きな「出羽桜」を一献傾けたいという欲求ととも
に，本居宣長の「敷島の大和心を人問はば，朝日ににほふ山桜花」という歌が一番に頭に浮かびます。山
桜は，花が咲く頃には若葉も出ており，花もソメイヨシノとは違って白く，その色のコントラストも良い
なと個人的に思いますが，何より，葉が生まれつつある中で花が潔く散るところの哀れ感が多くの人を魅
了するのかもしれません。先ほど申し上げました，岡山後楽園にある標準木などは千入の森に植わってい
にしきがおか
ますが，二色が岡にも後楽園築庭当初から桜の木があったそうですが，今多く植わっているソメイヨシノ
は江戸後期に品種改良されて広まった種ですので，当初はなかった品種です。本日は，大河原会員による
後楽園についての卓話が予定されていますので，築庭当時には，どのような桜の品種が植わっていたのか
ご存知であればお教えいただければと思います。
また，先週末は岡山岡南 RC の創立25周年記念式典および祝宴に内山淳幹事と出席いたしました。姉妹ク
ラブの台中中興 RC から65名の会員とご夫人がお越しになりました。鷹取宏尚会長始め28名の会員が最高の
おもてなしをして下さいました。うらじゃ踊りなど，大いに盛り上がりました。今回は，末長ガバナーを
始め多くの方に場を創る力について，大変勉強させていただいたひと時でした。
これからしばらくは，桜花が日本国中を盛り上げてくれます。また，来週の月曜日には，桜花の咲き誇
る中を平成の次の元号が公表されることになっています。次の世はどのような場が創られるのかを期待し
ながら，我が国の民力をお褒めいただいた今上天皇がご退位されるのも，どことなく山桜の魅力に似てい
るように思えます。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。例会と後楽園
と桜をお楽しみください。
幹事報告
１．３月23日（土）ホテルグランヴィア岡山において，岡山岡南ロータリークラブ創立25周年記念式典・
祝宴が開催されましたので，舟橋会長とともに出席してまいりました。
２．本日，17時15分より３階「花葉の間」にてフレッシュ会員研修会を開催いたします。引き続き18時
30分より２階「吉備の間」にて荒川謙三ガバナー補佐，根木克己随行をお迎えしての第５回クラブ
協議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。
委員会報告
●創立50周年記念事業委員会 井上和宣 副委員長
創立50周年事業として，当クラブが共催して開催される岡山市ジュニアオーケストラスプリングコン
サートは，３月31（日）13時30分開場，14時30分開演です。当日は，配布した招待状をご持参いただき，受
付でご提示下さい。なお，席は自由席となっております。

３月28日のプログラム

「岡山後楽園について」

大河原喬 会員

後楽園口という大きな石碑がある。
鶴見橋を渡る前の信号の位置に，この石碑が建ててある。ここからが後楽園で
あり，後楽園の範囲を示す大きな起点となるはずである。この橋を渡りきった所
に，初めて後楽園という石碑に出会うが，まだ後楽園ではない。西広場という後
楽園前庭を通り，切符売場に出て入場するのが，現在思われている後楽園である。
三つの特徴がある後楽園に入り，平四郎の松を経て左に向け歩くと観射亭があ
り，観騎亭がある。その一つ，開園当時は江戸の初め，諸国の大名は隣国の諸大
名との土地争いで戦略の時期であり，池田藩も軍を集め戦わねばならず，この時
必要な軍備の練兵場であり，整備のための広大な地がこの地なのである。合戦期
が終わり平和な時代となって，この広い土地に大名庭園として造ったのが兼六園であり，偕楽園であり，
岡山後楽園である。
二番目の特徴は，何より米作りの政策に重きをなすのが池田藩であり，中でも米作りに一番大切と思わ
れる用水の庭園盛り込み策である。後楽園は中洲にあり，水の十分な所であるが，その水面が高低差によ
り利用できない。龍ノ口から後楽園用水を引き，その水の高低で圧力を貯えて，直前の蓬莱川の川底を横
断して，後楽園の水面に出す。サイホンの形式をとり，他にない形式である。
三番目の特徴は井田遺跡がある。井田も囲田とも書くもので，囲田遺跡としての意味を持っているので
ある。正確に正方形の土地を９に割り，八人の農家に分け，中央の田を八人の農家の共同の土地とし，そ
の2/10を盧舎（農作業場所）として使用し，他の８割の地より実り収穫物をそのまま上納すれば，農家1/10
の確率で上納した事になる。周の時代・殷の時代・夏の時代の納税法に伴う税法なのである。
その囲田制度が備前市の穂波に残っている。備前の穂波には，正方形の土地がなく，上囲田は長方形の
囲田組織を造り，その下手に正方形の囲田組織を更に造り，上囲田・下囲田２つの囲田村を造った。そし
て16人の農家で囲田村を組織した。
この備前の囲田制度の1/100の規模で後楽園縮尺遺跡として入れたのであり，この規模は早や中国では
残っておらず，日本の備前市だけのものではなく，岡山県の遺跡として十分，意が果たせるはずの遺跡と
考えられる。

舟橋会長の挨拶

フレッシュ会員研修会（3/28）
３月28日（木）17時15分より岡山プラザホテル３
階「花葉の間」にて藤井ロータリー情報委員長，
舟橋会長，内山（淳）幹事および９名のフレッシュ
会員が集い，フレッシュ会員研修会が開催されま
した。研修内容はロータリーの基礎知識，ロータ
リアンの義務，職業奉仕について，財政の構造と
詳細，親睦と会員増強の関係その他，藤井ロータ
リー情報委員長より説明を行い，岡山東 RC の歴史
についてもご教示をいただき，大変充実した研修
会となりました。

例会場風景

荒川謙三ガバナー補佐訪問 第５回クラブ協議会（3/28）
３月28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５回クラブ協議会が荒川謙三ガ
バナー補佐，根木克己随行者にお越しいただき開催されました。舟橋弘晃会長，内山淳幹事，各委員長よ
り，約９ヶ月間の活動状況が発表され，フレッシュ会員もオブザーバー出席いたしました。荒川謙三ガバ
ナー補佐から，最重点 純増最低一人，ロータリー財団・米山記念奨学会への支援，地区補助金活用の各
目標達成についてのご評価をいただき，最後にホストクラブとしての認識をもって I.M. 参加を啓蒙してい
ただきたいとのご教示を含めたご講評をいただきました。この後の懇親会は４階「烏城の間」にて，ガバ
ナー補佐を囲んで和やかなムードで行われました。

舟橋会長の挨拶

荒川ガバナー補佐挨拶と根木随行者

各委員会の活動状況発表

オブザーバー出席のフレッシュ会員

クラブ協議会風景

荒川ガバナー補佐ご講評

藤井一也 直前会長の乾杯と懇親会の様子

荒川ガバナー補佐を囲んで

創立 50 周年記念事業〜岡山市ジュニアオーケストラ（3/31）
３月31日（日）14時30分より岡山シンフォニーホールにて開演の岡山市ジュニアオーケストラ第21回スプ
リングコンサートへ会員54名（会員以外の当クラブ関係者250名以上）が参加いたしました。岡山東 RC 創立
50周年記念事業の一つとして，次世代を担う青少年の育成活動である岡山市ジュニアオーケストラ創立55
周年プレコンサートに共催し，ご協力いたしました。
山上純司氏の指揮にて，ワーグナー：楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」より第１幕への前
奏曲，ベートーヴェン：交響曲第１番 ハ長調 作品21，上田真樹：童声合唱組曲「あらしのよるに」を演
奏。ジュニアオケと思えない気迫のある音が揃い，ひたむきで純粋な気持ちを表現する美しい音楽に，練
習と努力の継続を感じました。とても学ぶことの多いコンサート，また拝聴できる機会を楽しみにしてお
ります。

４月の月間行事予定



例 会 行 事

プ ロ グ ラ ム

４日通常例会

・お祝い行事
・ソプラノ 岡山城東高校音楽学類声楽
専攻 大月佳子様・ピアノ 小川佳那
子様による演奏
・
「未定」
㈱ファジアーノ岡山スポーツクラブ
取締役社長 北川真也 様
・
「山鳥毛里帰りプロジェクトについて」
瀬戸内市長 武久顕也 様
・
「イニシエーションスピーチ」
石田旨擴 会員・瓦谷祐司 会員

11日通常例会
18日通常例会
25日通常例会

母子の健康月間
そ の 他 の 行 事
４日

・第10回理事会
・第４回 I.D.M.（アークホテル岡山）
７日 ・岡山後楽園 RC 創立30周年記念式典（アークホ
テル岡山）
・新天地育児院バーベキュー大会
11日 ・第４回クラブフォーラム
13日 ・創立50周年記念麻雀競技会
14日 ・地区研修・協議会（出雲市民会館）
・岡山後楽園探鳥会
15日 ・メークアップ体験（岡山西 RC）
20日 ・第８・第９グループ I.M.（ベルフォーレ津山）
21日 ・おかやま西大寺マラソン
・2 019学年度ロータリー米山記念奨学生オリ
エンテーション・歓迎会（岡山国際交流セン
ター）
25日 ・第２回被選理事会（割烹ままかり）
29日 ・４RC 合同コンペ（赤坂レイクサイド CC）

４月の月間メニュー
４日通常例会
11日通常例会
18日通常例会
25日通常例会

・
（ミリオンダラーミール）
青シソとチキンのピラフ，ミニサラダ，コーヒー
・牛 肉と竹ノ子 ピーマンの炒め，黒ミル貝・クラゲ・大根・胡瓜の旨ダシ，卵白とトマトスー
プ，杏仁豆腐
・ミ ネストローネスープ，ハンバーグステーキ 温野菜 赤ワインソース，ライス，ミニサラダ，
コーヒー
・岡山寿司，茶碗蒸し，赤ダシ，フルーツ

