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本日のプログラム
　「お祝い行事」
　「社会奉仕特別賞授賞式」
　子ども支援サークルにっこにこ

５月16日のプログラム
　「優良社員表彰」
　「イニシエーションスピーチ」
　藤崎信明 会員

例会報告（4/25）

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　83.51％（前々回訂正後出席率91.84％）
ビジター　１名

会長挨拶
　皆様こんにちは。先週末の４月20日には，ベルフォーレ津山およびザ・シロヤマテラス津山別邸にて国
際ロータリー第2690地区第８・第９グループのインターシティーミーティング（I.M.）が開催され，当クラブ
はホストクラブとしての責務を無事に果たすことができました。荒川ガバナー補佐，ご準備いただきまし
た西本実行委員長はじめ I.M. 実行委員会の皆様，お疲れ様でした。また当日，ご出席・ご協力下さいまし
た会員諸兄に心より感謝申し上げます。一方で，ロータリー歴の浅い会員の出席率が高くないことは当ク
ラブの課題であると今回強く思いました。スポンサーの皆様のご指導をよろしくお願いいたします。
　さて本日は，平成最後のクラブ例会です。昭和最後の例会と平成最初の例会の記録が30周年記念誌に記
載されていました。第21代の金光会長の時で，１月５日に会長・副会長による年初挨拶があった２日後の
１月７日に昭和天皇が崩御されたので，５日の例会が昭和最後の当クラブの例会でした。崩御当日にはク
ラブ協議会が，翌週の１月12日には平成最初の例会が開催され，後者では青山先生が国際医療協力につい
て卓話をされています。19日には新年特別例会が，26日には岡山後楽園 RC の創立記念式典もあったようで
す。驚いたことに，岡山東 RC 創立20周年記念式典は２月ではなく，４月に開催されていました。昭和天皇
の大喪の礼が２月24日に執り行われたためかと思いましたが，創立10周年記念式典も４月に実施されてい
ますので，２月に開催されるようになったのは創立25周年記念式典以降のようです。昭和天皇の崩御前後
の自粛ムードに過敏に影響されることなく，粛々とロータリーの行事が行われていたことを知り感銘を受
けました。当時のクラブの空気などがどうであったのかなど，ロータリー歴の長い先輩諸兄にご教示願い
たいと思った次第です。平成から令和への時代の移り変わりは，いわゆる「譲位」となりますので，感謝
と祝福の和やかなムードの中で執り行われることと思います。十連休もありますので，平成の30年間を振
り返るのも，令和の時代を考える上で重要かと思います。

お 食 事
岡山寿司，茶碗蒸し，赤ダシ，フルーツ



●石田旨擴 会員
　２月に入会いたしました，石田旨擴です。昭和22年７月14日生まれの71歳にな
ります。妻，息子，妻の妹と姪の５人で暮らしています。姪が一人いるだけで，
家の中がとても明るく，あっという間に１日が過ぎていってしまいます。今，学
校を取り巻く環境が以前より大きく変化していることも，私にとっては心配なと
ころの一つになっています。
　出身は島根県隠岐の島町で，地元の小学校，中学校に通い，後に，兵庫県の高
校に進学しました。卒業後は，東京の機械メーカーに就職し，35歳の時，岡山県
に転勤となりました。以降，岡山県に在住し，現在は，岡山県赤磐市に居を構え
ています。　
　趣味はゴルフとスキーです。健康の為にも，長く続けていけたらと思っています。また，地域の方々と

「イニシエーションスピーチ」 石田旨擴 会員・瓦谷祐司 会員

４月25日のプログラム

　また，先日の I.M. で松本パストガバナーが，４月14日〜18日に開催された RI 規定審議会で決議されたこ
とを紹介されました。例会を欠席した場合，前後２週間で Make Up しなければならないとされている期間
がその年度に拡充されたり，職業分類制限が撤廃されたり，人頭分担金を３年間徐々に上げることや，事
務総長がロータリー以外の場所で CEO の肩書を使うことを承認するなど，ロータリーもクラブの柔軟性を
高める方向に大きく変わりつつあります。しかし，これらの多くは，「することが出来る」条項ですので，
当クラブは当クラブらしく今後も運営なされば良いのではないかと存じます。令和の時代も，岡山東 RC
は歴史と伝統と親睦を大切にする個性輝くクラブでありたいものです。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。例会をお楽しみ下さい。

幹事報告
１．次週５月２日（木）は例会休会となっております。次回例会は令和元年５月９日（木）ですのでよろし

くお願いいたします。
２．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「割烹ままかり」にて，次年度「第２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，委員長の皆様，お忘れなき様よろしくお願いいたします。
２．４月21日（日）岡山国際交流センターにおいて，2019学年米山奨学生オリエンテーション・歓迎会が

開催され，カウンセラーとして大河原喬 次年度米山記念奨学会委員長が出席しました。

委員会報告
●親睦活動委員会　大塚学 副委員長
　本日，例会終了後，親睦活動委員会を３F「鶴見の間」にて行います。ご参加予定の方はよろしくお願い
いたします。

●職業奉仕委員会　菅野正則 委員長
　職業奉仕事業の一環として優良社員の表彰のご案内をさせていただきましたところ，３名のご推薦をい
ただきましたので締め切らせていただきます。表彰を受けられる方は，５月16日（木）例会にご出席してい
ただきますよう，よろしくお願いいたします。推薦していただきました方ありがとうございました。

●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へ６月６日（木）例会終了後開催の「外務省 ODA 出前講座」のご案内をポス

ティングしております。
・ 麻雀同好会「東風の会」第４回競技会を６月８日（土）13時からロイヤルマージャンクラブにて開催いた

します。ご参加よろしくお願いいたします。



一緒にボランティア活動も行っています。
　この度は，伝統ある岡山東ロータリークラブに入会させていただき，感謝するとともに，少しでも貢献
できますよう，微力ではございますが頑張りますので，よろしくお願いいたします。　

●瓦谷祐司 会員
　今年の３月より入会いたしました，瓦谷祐司です。1980年７月23日生まれの38
歳になります。家族は，妻と息子２人，娘１人，トイプードル２匹の５人＋２匹
家族です。息子は小学６年生と４年生で娘がこの４月から小学校へ入学しやっと
運動会が１回で終わりホッとしています。
　現在は岡山市南区福富に住んでおりますが，出身は岡山市南区浦安で浦安小学
校から芳泉中学校へ進み，サッカーをしていた事もあり高校と大学は大分県へ行
きました。就職は大阪にある篠原電機㈱という電機メーカーへ入社し名古屋支店
へ配属されました。当時，名古屋はトヨタバブルで名古屋駅前のトヨタビルやセ
ントレア空港等の建設，また愛・地球博の万博の開催と非常に公使共々いい経験ができました。
　2005年に岡山へ戻ってきまして祖父が設立した新生電機㈱へ入社をしました。はじめは営業マンとして
山陰エリアを担当し新規開拓を中心に活動しました。2015年からは九州エリアの責任者として家族と離れ
る寂しさもありましたが単身で福岡県へ転勤をしました。（皆様，博多へ行かれる際は水炊きやモツ鍋また
中洲のお店をご紹介いたします。）
　2019年からは岡山本社へ戻ってきまして社長との引継ぎやリクルート活動，若手社員への教育が主な業
務となっており，定期的に各支店営業所へ行き営業マンとユーザー様へ訪問し省エネや自動化を提案して
います。また，省エネや自動化等のご検討をされておりましたらいつでもお声かけください。
　まだまだ若輩者ですが，できる事はしっかりと頑張ってまいりますのでこれからもご指導のほどよろし
くお願いいたします。

次年度�出席委員会・米山記念奨学会委員会・広報委員会（4/22）　

　４月22日（月）18時30分より「美膳おち」にて，2019-20年度出席委員会・米山記念奨学会委員会・広報委
員会合同委員会を開催いたしました。出席は12名でした。
　次年度の委員会の初顔合わせで，藤岡次年度会長のお話の後，内山隆義次年度出席委員長の挨拶，大河
原次年度米山記念奨学会委員長の挨拶，次年度広報委員長冨山の挨拶があり，髙藤会員の乾杯の発声で開
宴しました。
　藤岡次年度会長を囲んで，次年度の話を聞かせていただいたり，おいしい食事とお酒で楽しい時間を過
ごしました。佐々木次年度副会長の閉会の挨拶で散会となりました。
 ［文章提供：冨山直司 次年度広報委員長］

次年度�職業分類委員会・会員選考委員会・会員増強委員会（4/23）　

　４月23日（火）18時30分より，アークホテル岡山
２階「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13名により，職業分類
委員会・会員選考委員会・会員増強委員会の合同
委員会を開催しました。
　藤岡次年度会長の開会挨拶の後，北村正発次年
度職業分類委員長，石井英行次年度会員選考委員
長，大塚学次年度会員増強委員長からそれぞれ抱
負が述べられ，坪井俊郎パスト会長による乾杯の
ご発声をいただきました。その後，藤岡次年度会
長を囲んで会員の親睦を深め，最後に佐々木次年
度副会長の閉会の挨拶をもって散会となりました。
 ［文章提供：大塚学 次年度会員増強委員長・写真提供：貝原明宏 次年度幹事］



2019-20年度�第２回被選理事会（4/25）　

　４月25日（木）18時30分より「割烹 ままかり」にて，第２回被選理事会が，次年度理事・役員及びオブ
ザーバー出席の委員長を合わせて22名の参加により開催されました。
　藤岡次年度会長の「歴史と伝統に輝く」当クラブを言葉だけのものにしない決意を含めた挨拶に続き，
貝原次年度幹事の進行に沿い各審議事項ならびに報告・確認・依頼事項の発表がありました。
　一通り審議と報告を終えた後，佐々木次年度副会長の挨拶により本理事会が閉会しました。
　その後の懇親会では，藤岡次年度会長を中心に，お互い親睦を深め，藤岡丸の結束をより確かなものに
しました。

（出席者） 藤岡・諸國・佐々木・大西・菅野・舟橋・石井・大塚・安藤・堀・横田・近藤（聡）・井上（和）・
辻・横手・高橋・貝原・松本

（オブザーバー出席者）北村・内山（隆）・冨山・大河原 
（欠席者）糸島
 ［文章・写真提供：横田亮 次年度会報委員長］

４RC合同ゴルフコンペ並びに第８回ゴルフ同好会（4/29）　

　４月29日（月・祝）に，赤坂レイクサイド・カントリークラブで，４RC 合同ゴルフコンペ並びに第８回ゴ
ルフ同好会例会が開催されました。４RC（岡山東・備前・岡山丸の内・赤磐）から，総勢49名が参加して８
時７分 OUT・IN 同時スタート。朝からの細雨は午後より顕著な翠雨となり，濡れる新緑と木々を彩る花色
の中でみなさん真摯に取り組んでいらっしゃいました。
　４RC 競技の個人戦はダブルぺリア方式により，優勝：齊藤博臣パスト会長，準優勝：根木克己会員，第
３位：影山修司会員，べスグロ：三垣日出人会員，その他10位までに当クラブ会員が５名を占める結果と
なり，団体戦は当クラブ会員の活躍により覇者となりました。 また，理事長賞として坪井パスト会長より，
キャディバッグとゴルフキャップをご提供いただき，当日賞として井上和宣会員が入賞しました。
　同時競技，28名のメンバーで行われた第８回例会の優勝は影山修司会員，準優勝は冨山直司会員，第３
位は内山隆義会員でした。また，第８回例会にも理事長賞として坪井パスト会長よりご提供いただきまし
たゴルフシューズは特別賞として宗森秀成会員が入賞いたしました。おめでとうございました。親子クラ
ブである４RC の会員相互の親睦を深めることができ，参加メンバー全員の健闘を称える卓抜したゴルフコ
ンペとなりました。

４RC 個人戦 優勝
NET 72.8

齊藤博臣パスト会長

４RC 個人戦 準優勝
NET 72.8

根木克己 会員

４RC 個人戦 第３位
NET 73.6

影山修司 会員

４RC 個人戦べスグロ
GROSS 80　NET 74.0

三垣日出人 会員



（第８回例会） OUT IN GROSS HC NET
優　勝　影山　修司 会員 49 51 100 25 75
準優勝　冨山　直司 会員 54 58 112 36 76
第３位　内山　隆義 会員 53 51 104 27 77
Ｂ　Ｇ　三垣日出人 会員 40 40 80 0 80

５月の月間行事予定 � 青少年奉仕月間

例 会 行 事 プ ロ グ ラ ム そ の 他 の 行 事

２日例会休会
９日通常例会

16日通常例会

23日合同例会

30日通常例会

・定款第８条第１節による休会
・お祝い行事
・「社会奉仕特別賞授賞式」
 子ども支援サークルにっこにこ
・「優良社員表彰」
・「イニシエーションスピーチ」 藤崎信明 会員
・親子３RC 合同夜間例会
　（18：30〜　岡山プラザホテル）
・「岡山東 RC 創立50周年“昔の思い出シリーズ”」
 三垣日出人 会員・藤井一也 直前会長

９日　　　・第11回理事会
　　　　　・ 新会員歓迎会（アークホテル

岡山）
12日　　　・ 次期地区会員増強・R 財団合

同セミナー（出雲市民会館）
16日　　　・ 第６回クラブ協議会（新旧合

同）
18〜19日　・ ゴルフ同好会兵庫遠征（ゴー

ルデンバレー倶楽部）
24〜28日　・ ベトナム奉仕活動・親睦旅行
30日　　　・ 写友「輪影」作品選考会（岡

山プラザホテル）

５月の月間メニュー

２日例会休会
９日通常例会

16日通常例会

23日合同例会
30日通常例会

・定款第８条第１節による休会
・ 牛肉のトマトソース炒め，春雨と焼豚のサラダ，竹ノ子と人参の中華スープ，御飯，マンゴー

プリン
・ 牛ロースステーキのサラダ仕立て オニオンビネガーと山葵添え，５種野菜のポタージュスー

プ，ライス，コーヒー
・親子３RC 合同夜間例会（18：30〜　岡山プラザホテル）
・穴子一本揚げ天丼，（小鉢）オクラ・豆腐，吸物，（冷菓）フルーツ３品

第８回例会 優勝
影山修司 会員

第８回例会 準優勝
冨山直司 会員

第８回例会 第３位
内山隆義 会員

第８回例会 理事長賞
宗森秀成 会員

順道制勝，団体戦優勝！

第８回例会 べスグロ
三垣日出人 会員


