2019.5.30

第2425例会

▲

本日のプログラム
「岡山東 RC 創立50周年“昔の思い出シリーズ”」
三垣日出人 会員・藤井一也 直前会長

No.2263
６月６日のプログラム
「お祝い行事」
「活動報告」
岡山東 RC 青少年奨励賞受賞者
塩尻真琴 様・酒井駿介 様

例会報告（5/16）
出席報告
会員数 101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 85.71％（前々回訂正後出席率92.86％）
ビジター ０名

お 食 事
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

会長挨拶
皆様こんにちは。本日は，職業奉仕委員会主催の「優良社員表彰」対象者の３名の方がお見えです。聡
明なる先輩諸兄に申し上げるまでもなく，ロータリークラブが誕生した頃の20世紀初頭の米国では，社会
経済の急速な発展の陰で，アル・カポネなどが暗躍し，商業道徳の欠如が問題になっていました。その中
で青年弁護士のポール・ハリスが仕事上の付き合いがそのまま親友関係にまで発展する仲間を増やしたい
との思いからロータリークラブという会合の仕組みを考案したのが始まりです。ロータリークラブは，さ
まざまな職業の方々が集うことで，親睦を通してお互いに学び，職業倫理感を高め合い，より素晴らしい
職業活動を行う，すなわち職業奉仕と呼ばれる活動ですが，これを志向する実業人や専門職業人の集まり
です。ややもすると，職業に関係するサービスを行うことで何か人々を助けるイベントなどを行うことと
思われがちですが，各自の職業活動での道徳的水準を高め，尊重されるべき品位ある職業活動を立派に実
践することこそが，職業奉仕といわれる，我々が重要視しなければならない活動です。例会場の入り口に
掲げられている標語「入りて学び，出でて奉仕せよ」は，職業奉仕にも合致いたします。本日お越しの３
名の方々は，日々の職務の中で，この職業奉仕の精神をいかんなく発揮されているとのご推薦のあった皆
様であり，心より称賛させていただきたいと存じます。私たちも本日お越しの皆様を表彰するだけでなく，
この機会に，職業奉仕について再度お考えいただければと存じます。
また，「恩送り」という言葉を耳にされたことがありますでしょうか。誰かから受けた恩を直接その人に
返すのではなく，別の人に送ることを指す言葉で，英語では Pay it forward と表現するのだそうです。恩

に報いる「報恩」という概念の中で，恩を返す方向が当事者以外のことを指す言葉かと存じます。職業を
通した「恩送り」は職業奉仕になるように，親睦を通して学び得た「恩」を様々な奉仕活動を通して「送
る」という「恩送り」という言葉は，私たちのロータリー活動を一言で表すには良い言葉かと思いました。
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。例会をお楽しみ下さい。

幹事報告
１．本日18時30分より新旧合同クラブ協議会を開催いたします。関係各位はよろしくお願いいたします。
また2018-19年度「クラブ活動・運営計画報告書」を必ずご持参ください。
２．次週例会は，18時30分より岡山プラザホテルにおいて，親子３RC 合同例会となっております。お昼
の例会はございませんので，お間違えのないようにお願いします。
３．他クラブ週報を回覧いたします。

次年度幹事報告
１．５月12日（日）出雲市民会館で開催されました次期地区会員増強・ロータリー財団合同セミナーに藤
岡千秋 次期会長，大塚学 次期会員増強委員長，横手典明 次期ロータリー財団委員長，次期幹事 貝
原の４名で参加してまいりました。
２．本日例会終了後，ここ岡山プラザホテル３F「花葉の間」にて次年度親睦活動委員会を行います。次
年度親睦活動委員会の方はお忘れなきよう，参加お願いいたします。

委員会報告
●国際奉仕委員会 佐々木篤 委員長
本日例会終了後，本例会場にて５月24日（金）〜28日（火）のベトナム奉仕活動・説明会を行いますので，
ご参加予定の皆様，よろしくお願いいたします。
●麻雀同好会「東風の会」 佐々木篤 同好会幹事
・本日レターボックスに６月13日（木）18時30分開催の麻雀同好会打ち上げ懇親会のご案内をポスティング
しております。
・６月８日（土）14時からロイヤルマージャンクラブにて「東風の会」第４回競技会を開催いたします。開
始時間が変更しましたのでお間違えなきよう，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」５月号 主要記事のご案内
特集 青少年奉仕月間 地域に合わせた青少年奉仕のあり方（横組み P.7〜 P.13）
特集 考えよう，海洋プラスチックごみ（横組み P.14〜 P.17）
視点 ガバナーのロータリー・モメント 第2690地区 末長範彦ガバナー（横組み P.22）
愛があるなら叱りなさい
アーティスティックスイミング日本代表コーチ 井村雅代（縦組み P.4〜 P.8）
クラブを訪ねて 八戸東 RC 第2830地区（縦組み P.9〜 P.12）

５月16日のプログラム

「優良社員表彰」

菅野正則 職業奉仕委員長

５月16日（木）例会場にて，当クラブ会員より推薦された優良社員３名の表彰が行われました。これは，
職業奉仕委員会［菅野正則委員長］が本年度の優良社員の表彰事業として，皆様の会社・事業所でご活躍さ
れていらっしゃる優良社員を表彰し，今後のモチベーションアップを図り，さらなる事業発展につなげて
いただくために企画されたものです。各々推薦者より，優良社員への推薦理由を述べられ，舟橋弘晃会長

より表彰状と記念品が授与されました。表彰を受けられました皆様，誠におめでとうございます。ますま
すのご飛躍をお祈り申し上げます。
●齊藤博臣税理士事務所 監査部長 岩崎正人 様（推薦者：齊藤博臣 パスト会長）
●大松精機株式会社 営業・事務アシスタントリーダー 石井美穂 様（推薦者：松永光弘 会員）
●株式会社インパムシール 印刷課 Meister 新井泰介 様
（推薦者：岩田冨士夫 会員）

推薦者との集合写真（左より）岩崎正人 様，石井美穂 様，新井泰介 様

５月16日のプログラム

「イニシエーションスピーチ」

藤崎信明 会員

昨年10月に入会いたしました，藤崎信明です。昭和48年10月31日生まれ45歳，
さそり座，B 型です。福岡県福岡市出身で現在単身赴任を満喫しております。家
族構成は妻46歳，長男17歳，長女７歳の４人家族です。長男は大学受験生で猛勉
強中と本人から聞いておりますが，とても心配です。長女は現在，自転車に乗る
練習をしているそうです。妻は私がいないと不安だけど楽と言っております。
学生の時はバスケットボールをやっておりまして，基本的にスポーツは何でも
好きです。しかしゴルフは未経験ですので現在真剣に考えております。
平成６年にアークホテル博多に入社しまして25年間務めておりました。ホテル
に入社して最初の部署が居酒屋で，親に残念がられた記憶がございます。親としてはフロントやフレンチ
レストランを想像していたようでした。居酒屋１年，フレンチ５年，バーテンダー２年，フロント５年，
ブライダル８年，支配人４年の25年間でとても充実した環境で働かせていただきました。
アークホテルはルートイングループに属しておりまして，現在301店舗を運営しております。現在まで岡
山県にはアークホテル１店舗だけでしたが，５月22日に倉敷水島，来年６月に津山にホテルが開業する予
定です。仕事は勿論大事ですが，岡山に来て東ロータリークラブに入会した以上は，会員皆様との出会い
を大切にしてロータリアンとして精一杯頑張っていく所存でございます。今後ともご指導の程よろしくお
願いいたします。

第６回クラブ協議会（新旧合同）／第２回被選クラブ協議会（5/16）
５月16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６回クラブ協議会／第２回被選
クラブ協議会が開催されました。舟橋弘晃会長，藤岡千秋次年度会長それぞれのご挨拶に続き，岡山東 RC
細則の規定により舟橋会長が議事進行を務め，2018-19年度の理事および役員・委員長による一年間の活動
報告と申し送り事項の発表に続き，2019-20年度の理事および役員・委員長より，次年度の活動方針の表明

がありました。全ての報告・協議事項を終了し，山下和也副会長の閉会挨拶により，つつがなく閉会の運
びとなりました。

ゴルフ同好会 兵庫遠征（5/18-19）
５月19日（日）兵庫県のゴールデンバレーゴルフ倶楽部にてゴルフ同好会第９回例会が開催され，総勢18
名が参加されました。途中雨がぱらつくこともありましたが，なんとか持ちこたえてくれて一日を終える
ことができました。このクラブ場は関西ゴルフ場の中で難易度１位のコースレートとなっておりますが，
結果，堀会員が一人だけアンダーパーを出して優勝されました。おめでとうございます。
次回は６月９日（日）に東児が丘マリンヒルズゴルフクラブにて第10回例会を開催いたします。また同日
18時30よりアークホテル１階「ラ・ペーシュ」にて打ち上げ懇親会も開催いたします。「第10回例会」ご欠
席の方で，懇親会のみでもご都合のつく方はぜひご出席をよろしくお願いいたします。多くの参加をお待
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９回例会）
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第 2424 例会

親子３ロータリークラブ合同例会
（岡山プラザホテル）
５月23日（木）18時30分より岡山プラザホテルにて，岡山東 RC が主管を務め，備前 RC，岡山丸の内 RC
のご協力をいただき，会員・米山奨学生あわせて総勢129名が出席して「親子３RC 合同例会」が開催され
ました。
３RC 舟橋弘晃会長，中條新次郎会長，半田雄三会長による同時点鐘で開会，各 RC 会長挨拶に始まり，
幹事報告そして委員会報告と続き，荒川謙三 第９グループガバナー補佐（岡山東 RC）の開宴挨拶にて懇親
会スタート。乾杯挨拶は岡山丸の内 RC 小林茂則パスト会長，司会は内山淳幹事（岡山東 RC）が務め，和や
かに歓談は進みました。
終盤には藤岡千秋 次期会長と貝原明宏 次期幹事（岡山東 RC），備前 RC 長﨑信行 次期会長と谷口貴久 次
期幹事，岡山丸の内 RC 延原寛紀 次期会長（布目浩二 次期幹事ご欠席）それぞれのご紹介とご挨拶もあり，
終始落ち着いた雰囲気で交流と親睦を深めました。閉会挨拶は岡本富美子 次期第９グループガバナー補佐
（備前 RC）がお務めになり，エンディングは出席者全員による「手に手つないで」の大合唱を行い，とても
有意義で愉しい時を過ごすことができました。
出席報告
会 員
出 席

数
率

101名（内出席免除者14名）
80.85％（前々回訂正後出席率92.86％）

出 席 者
ビジター

76名（内出席免除者出席７名）
０名

会長挨拶
●岡山東 RC 舟橋弘晃 会長
皆様こんにちは。本日は，昨年度に続いて親子
３RC 合同例会を開催させていただきましたとこ
ろ，岡山東 RC から76名と米山奨学生の王思佳（オ
ウシカ）さん，備前 RC から22名，岡山丸の内 RC
から30名と130名近い皆様がご参加くださいまし
て，心より感謝申し上げます。また，備前 RC およ
び岡山丸の内 RC の皆様には例会日を変更してまで
お運びいただきましたこと，大変ありがたく存じ
ます。
当クラブおよび他クラブの先輩諸兄にことさら
申し上げるまでもなく，ロータリークラブは，既
にそれぞれの職業を通して一隅を照らされている立派な方々の集まりであり，充実した例会やその他の場
所でのロータリアン同士の親睦を通じて，さらに学び合い，高め合うことで，より高いレベルの職業を通
したサービスを提供するとともに，協同して様々な奉仕活動を行う芽を育て，それを実践することこそが
五大奉仕といわれるものであろうかと存じます。当然，仲間が多いほうが，また，より多様な職業を有す
る会員やユニークなパーソナリティーが集っているクラブのほうが，学び合い，高め合う機会やレベルは
高まりますが，一方で，クラブの会員であっても，いつも限られた会員との交流だけであれば，その機会
は限定されたものになってしまいます。クラブとしての親睦を大切にした上で，会員増強に力を入れ，各
クラブの会員数を増やすことは重要です。そして，本日のように縁の深いクラブが合同で例会を開催し，
参加会員同士の親睦を深めることができれば，「インスピレーションになる」機会も増え，また，いつもと
違うインスピレーションを得ることが期待できますので，さらなる奉仕に「チャレンジする」ことにつな
がるのではと存じます。
今年度，岡山東ロータリークラブは，「親睦を深化し，一隅を照らそう」を合言葉に活動しております。
また，関係各位のご助力を賜りました創立50周年のテーマは，「友と未来へ」です。
今宵は限られた時間ではありますが，大いに語り，当クラブが創立当初から大切にしている「親睦」を
さらに深め，ご参加の皆様にとってインスピレーションあふれる有意義な時間となり，あわせて「友と未
来へ」共に歩む機会となりますことを心より祈念申し上げ，ご挨拶とさせていただきます。それでは，合

同例会をお楽しみ下さい。
●備前 RC 中條新次郎 会長
この度３合同例会を開催するにあたり，岡山東ロータ
リークラブ様に於かれましては，当クラブが日ごろからお
世話になる中，開催に際しての御準備の労を賜りお礼申し
上げます。
「ロータリークラブとは？」という疑問を，加入時には良
く聞かれますが，RC の中に永くいると，自ずとその答えは
分かって来るように思います。当クラブは今年度「奉仕の
実践」をテーマとしておりましたが，「親睦の実践」も大切
なテーマであると身に沁みました。岡山東 RC 様に於かれま
しては，奉仕の事業はもとより，特に親睦に力を入れてお
られ，実践されていることに関心させられました。その意
味においてはこの３合同例会は大変重要な事業であると理解しております。
47年前，備前 RC は岡山東 RC を親クラブとして生まれました。その後の歴史の全てを知るわけではあり
ませんが，人間の親子関係に例えられるように RC の関係においても親子の関係は切っても切れない関係
であり，備前 RC は年度が変わっても岡山東 RC 様を模範に歩んで来ていたのは事実であり，また我々備前
RC の歴史を振りかえって見るまでもなく，岡山東 RC 様のリーダーシップによって備前 RC の運営が円滑
に行われていることは大変ありがたいことと，感じています。
また，今年度は，私個人的には備前 RC の会長として，世界奉仕事業を企画する上において，舟橋会長の
ご縁をたよりにご指導受けられたことは，この親子クラブ関係があったからこそと感謝している次第です。
また，第九グループのガバナー補佐が岡山東 RC の荒川様であったことは，自分の I.M. における国際奉仕
事業の発表の機会となった理由だと思っております。当クラブとしても岡山東 RC 様の周年事業を手本にさ
せていただきました。
このように私の会長年度は岡山東 RC 様とのご縁によって，乗り越えてこられたと思っております。
岡山東 RC 様に於かれては50周年の歴史を迎えられ，まことにおめでとうございます。これからも備前
RC のご指導をよろしくお願いいたします。
●岡山丸の内 RC 半田雄三 会長
本日は昨年度に引き続き岡山東ロータリークラブ 備前
ロータリークラブ 岡山丸の内ロータリークラブ３合同の
夜間例会が開催される事に皆様の会員のご協力に感謝申し
上げます。
また今年度は岡山東ロータリークラブにおかれましては
創立50周年の記念式典等忙しい年度にも関わらず開催して
いただき，また準備を全てお任せして本当に感謝申し上げ
ます。
今回の開催は昨年の PETS の時に舟橋会長 中條会長か
らお話をいただきせっかくなので是非行いたいとお願いし
ました。今年度は周年の当たり年で会長 幹事は他のロー
タリークラブの会員の皆様とお会する機会が頻繁にありましたが普段は他のロータリークラブの会員の皆
様と会う機会はほとんど無いことだと思います。せっかくの機会ですのでぜひ沢山の皆様とお話をしてい
ただけば有りがたいです。
今後 ますます３ロータリークラブが発展することを願い会長挨拶とさせていただきます。
幹事報告
１．明日より国際奉仕，青少年奉仕，親睦活動事業で「ベトナム国際奉仕事業及びタイ・バンコク視察旅
行」に行かれる方は岡山駅に６時50分までに集合をお願いいたします。
２．次週の例会は５月30日（木）ですのでよろしくお願いいたします。

３RC 会長による同時点鐘

国歌・奉仕の理想の斉唱

幹事報告（左より）
内山淳幹事（岡山東 RC），備前 RC 向井厚信 幹事，岡山丸の内 RC

宮本忠明 幹事

合同例会司会
貝原明宏 副幹事（岡山東 RC）

懇 親 会

荒川謙三 パスト会長（岡山東 RC）
開宴挨拶

藤岡千秋 次期会長（右）と
貝原明宏 次期幹事（岡山東 RC）

岡山丸の内 RC
小林茂則 パスト会長 乾杯挨拶

備前 RC

長﨑信行 次期会長（右）と
谷口貴久 次期幹事

懇親会司会の内山淳幹事（岡山東 RC）と
徳永夕子 S.A.A.（備前 RC）

岡山丸の内 RC 延原寛紀 次期会長
（布目浩二 次期幹事ご欠席）

各テーブルでの記念写真

〈撮影時，離席中の方はご容赦のほどよろしくお願いいたします。〉

備前 RC 岡本富美子
パスト会長 閉会挨拶

お世話になりました親睦活動委員会の皆さん

エンディングは「手に手つないで」の大合唱

