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本日のプログラム
　「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

６月13日のプログラム
　「退任挨拶」
　山下和也 副会長・齋藤信也 S.A.A
　菅野正則 職業奉仕委員長
　神田豪 社会奉仕委員長
　佐々木篤 国際奉仕委員長
　和氣伸吉 青少年奉仕委員長

例会報告（5/30）

出席報告
会員数　101名（内出席免除者14名）
出席者　79名（内出席免除者出席10名）
出席率　81.44％（前々回訂正後出席率94.90％）
ビジター　０名

会長挨拶
　皆様こんにちは。先週末から一昨日にかけて，国際奉仕事業および親睦旅行でベトナムとタイに行って
まいりました。ご担当いただきました佐々木委員長はじめ国際奉仕委員会の皆様，和氣委員長はじめ青少
年奉仕委員会の皆様に感謝申し上げます。また，旅行のお手数をおかけしました横手会員，安藤会員，小
橋親睦活動副委員長にもお礼申し上げます。
　ベトナムでは，これまでのカウンターパートの Nurture the Dream に加えて，ベトナム・ロータリー米
山学友会の皆さんとともに，女子孤児院のサイゴン・ステーション・シェルターに冷蔵庫，パソコン，洗
濯機，炊飯器，扇風機，アイロンなどの日常生活に必要な家電製品と本棚を寄贈するとともに，ベトナム
の書籍を，岡山大学教育学部附属中学校が集めて下さった日本の絵本などとともに，移動図書館として寄
贈しています。今後は，Nurture the Dream とベトナム・ロータリー米山学友会がいくつかの孤児院にコ
ンテナに詰めた書籍を巡回させて，移動図書館として運営いただくことになっています。良質の書籍に触
れることで，孤児院の子供たちが将来様々な分野でベトナムに貢献できるよう健全に育ってくれることを
祈念したいと思います。また今回は，藤岡会長エレクト夫人，大西副 S.A.A. 夫人等ご夫人方も率先して子
供たちと接してくださり，これまでにない子ども達との交流ができ，感謝申し上げます。
　さらに，Nurture the Dream およびベトナム・ロータリー米山学友会の皆さんとの親睦の席に，西下会
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長年度に作り，今も Nurture the Dream が現地で運営してくれている岡山東 RC 基金を使って，石井会長
年度から支援している Khanh 君が顔を出してくれました。当時彼は屋根が崩れ落ちた家で祖父母と生活
していましたが，現在，地方からは珍しく，大学に進学して土木工学を勉強しています。将来は，日本の
大学院に進学したい夢を持って勉強に励んでいます。この事例は，当クラブの国際奉仕事業の大きな成果
かと存じます。また，日本国内の複数の RC がベトナム・ロータリー米山学友会をサポートしていますが，
Nurture the Dream との農村地域での図書室整備事業に興味を持ってくれ，既にいくつかの小学校に図書
室が整備されています。岡山東 RC がまいた種子が，他クラブの国際奉仕活動として形は変えていますが，
花開いており，ベトナムの子供たちに良いように影響していることは誇らしいことです。今後もさらに素
晴らしい奉仕活動が実施されますことを祈念申し上げます。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。例会をお楽しみ下さい。

幹事報告
１．本日，2018-19年度国際ロータリー第2690地区 地区大会記念誌をポスティングしております。
２．先日開催されました，４RC 合同ゴルフコンペの写真が備前ロータリークラブ様より届きましたの

で，関係各位にポスティングしております。
３．次週６月６日の例会より，上着ネクタイを着用されなくてもよいクールビズになります。
４．６月のロータリーレートは，１ドル＝110円です。
５．他クラブ週報を回覧いたします。

次年度幹事報告
１．2019-20年度版「ロータリー手帳」をご購入された方には，本日ポスティングしております。なお，

集金は，７月に入ってからさせていただきますので，よろしくお願いいたします。
２．次年度親睦活動委員会より同好会のアンケートと次年度のお祝いの品のご意見募集の案内を本日ポ

スティングしております。

ロータリー財団表彰
　国際ロータリー日本事務局より，個人寄付の認証として，マルチプル・ポール・ハリス・フェローの認
証ピンが届いており，舟橋弘晃 会長より授与されました。
●�第９回マルチプル・ポール・ハリス・フェロー（認証ピン）

委員会報告
●親睦活動委員会　奥野一三 副委員長
１． ６月20日（木）18時30分よりアークホテル岡山にてチャーターナイト記念特別例会を開催いたします。

ぜひ皆様ご参加よろしくお願い申し上げます。
２． 本日例会終了後13時40分より３階「花葉の間」で親睦活動委員会を開催いたします。親睦活動委員会

の皆様ご参加よろしくお願い申し上げます。

世良仁�会員



●写真同好会�写友「輪影」　松本崇 同好会幹事
　本日例会終了後９階レストランにて先日ご案内しました「写真選考会」の第１回目を行います。出席予
定の方はよろしくお願いいたします。また，２回目の「写真選考会」は６月13日（木），同じく例会終了後
に行いますので，本日参加できない方は２回目への参加をお願いいたします。

●囲碁同好会　藤崎信明 会員
　６月２日（日）14時よりアークホテル岡山２階「あくら」にて創立50周年記念囲碁大会を開催いたします。
囲碁大会終了後は懇親会もご準備しております。参加をお申し込みの方は，お気をつけてお越しください。

●探鳥同好会　小橋雅治 同好会幹事
　６月30日（日）10時より本年度最後の探鳥会を開催いたします。ご案内をポスティングしておりますので，
ご参加の方は27日例会終了までに山田同好会会長あて返信お願いします。

●三垣日出人 会員
　以前，ロータリーの思い出について喋ってと言われ，調子に乗ってハイハイと
言ってしまいました，本年度，国際奉仕委員会の三垣です。更井・武，両先輩に
スポンサーをお願いし，皆様のご賛同をいただき，1997年に入会させていただき
ました。当時，一緒に入会した黒瀬さんは三木会を考えられた方で，地区大会や
他の催しで退会防止対策などのお話の際，本会は胸を張って答えられる取組でな
いかと思っています。当時は100％出席を強く奨励され，メークアップに多忙な
日々を送っていましたし，まだその頃は，青年会議所の用事その他 YEG のゴル
フ大会開催の要望とか，いろいろな事情が重なり，多くの方 （々委員長）にご迷惑をお掛けいたしました。
石井パスト会長にも，いつやめようかと相談をしたこともあります。
　そんな中で，更井パスト会長年度に行った西粟倉村奉仕事業「何でも相談講演会」で，皆さんがワイワ
イとしている懇親会時に，一生懸命に糸島先生が明日のために勉強されている姿を見て，こんな偉い先生
が勉強していると感動したのを覚えています。
　また，一方でミリオンダラーミールの一翼であるララ物資・ケア物資があったこと，戦後復興の際には
このボランティアの浄財によって早く立ち直れた，このララ物資・ケア物資を作るために中高大学生は，
週に一回食事を抜いて募金に充てたとのお話し，また戦争に関しては，坪井パスト会長の突艦隊や，広島
原爆の話も忘れられないものでした。
　もう一つ忘れられないのが，仁科会長年度だったと思いますが，当時の舟橋国際奉仕委員長がクラブ
フォーラムの時，ベトナムの小学校の図書室の整備をこれから何年もかけてやっていく？という様な話を
され，衝撃を覚えました。ロータリーって単年度じゃないの？何年も先の話を今するの？と思いました。
　私も委員長としてロータリーの事業計画立案ならびに奉仕活動を経験させていただきました。まだ経験
されてない方は，ぜひ委員長を早く経験された方が良いと思います。皆様はイニシエーションスピーチ以
外で，報告などを壇上でお話なされたことはありますか？
　先般，青年会議所行事で名古屋・大阪に行きました。年長の私を興味津々で見ている若い世代の前で，
今後どうしたらいいのか？など，意見を求められる場も多くなりました。今まで経験したことは喋れます
が，まだまだ勉強不足。各同好会でもいろいろとお世話になっています独身の三垣でした。

●藤井一也 直前会長
　私は平成10年（1998年）１月８日の入会です。入会当時は木下会長，仁科靖孝幹事でした。でも，木下会
長とは１，２回お会いしたぐらいで前年度の長尾直前会長が会長代行をされたように記憶しております。
　スポンサーは更井パスト会長と武さんです。所属は親睦活動委員会でした。翌年が片山会長，内山隆義
幹事で創立30周年記念式典・祝宴が開催された年で，入会したての私が祝宴の司会を担当しました。アト

「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

５月30日のプログラム



ラクションは「和田弘とマヒナスターズ」でした。台本は準備されており，さほ
ど緊張もせず楽しくさせていただいたように思います。　
　その年度からの私のロータリークラブの役職は，親睦活動委員，翌年が会員増
強副委員長，親睦活動副委員長，社会奉仕委員長，親睦活動副委員長，親睦活動
委員長，プログラム副委員長，広報・雑誌小委員長，新世代活動委員長，副幹事，
幹事，会員増強委員長，会報副委員長，副 S.A.A.，S.A.A.，親睦活動委員，広報
委員長，国際奉仕委員長，会長エレクト，会長と約20年の道のりを経て会長にな
りました。
　この20年の間で印象に残っていることのひとつは，例会プログラムで緊張しながら話をしたことです。
当時は１人30分話をすることになっており，土建屋の青二才が30分も自分の話をするのは大変でした。「武
士の士シリーズ」ということで私に依頼がありました。私は１級土木施工管理技士の資格は持っていまし
たが，弁護士，建築士，司法書士，不動産鑑定士等いる中での依頼でしたので，ずっと固辞しておりまし
たが，最後には「ロータリアンは，はい承知しました！でしょう，藤井君」と言われてしまい，「はい」と
答えたのを覚えております。しかしながらボロボロの内容になり，四苦八苦したことを未だに覚えており
ます。
　もうひとつ印象に残っていることは，入会したばかりのメンバーと亡くなった伊藤先生の知り合いのと
ころへ二次会，三次会で行き，そこでカラオケで歌うと，その翌週には下手な歌を CD にして，めいめい
に配ってくれたのを思い出します。また，どこかへ行くとスナップ写真が例会場のメールボックスに入っ
ています。欲しくもないのに行事があるたびにスナップ写真が入っています。そのような心遣いを岡山東
RC の会員だれもが持っています。その心遣いが歴史と伝統，親睦と奉仕と友情をもって岡山東 RC を40
年，50年と導いてきたのだと思います。
　この先も親睦，奉仕，友情をもとに60年，70年と進んでいけることを祈念して終わりたいと思います。



ベトナム国際奉仕活動
およびタイ親睦旅行（5/24～28）
ベトナム国際奉仕活動
およびタイ親睦旅行（5/24～28）特集特集

〈メコン川から眺める夜景〉〈メコン川から眺める夜景〉

「ベトナムホーチミン市での孤児院青少年の健全育成プロジェクト」
　2019年５月24日（金）６時50分岡山駅に集合し，渡越に向け，舟橋会長・佐々木国際委奉仕委員
長をはじめとする岡山東 RC の国際奉仕団の出発式が開催されました。今回は，地区世界社会奉仕

（DWCS）事業「ベトナムホーチミン市での孤児院青少年の健全育成プロジェクト」も兼ねておりま
した。到着後は，奉仕活動を祈念して，参加者総勢18名で夕食会が執り行われました。

●女子孤児院Saigon�Station�Shelter での寄贈式とボランティア活動
　５月25日（土）には，ベトナムロータリー米山学友会グループがサポートしている女子孤児院
Saigon Station Shelter を訪問し，パソコン，冷蔵庫・洗濯機・ベトナムの書籍と岡山大学教育学部
附属中学校にてお手配くださった日本の絵本などを寄贈し，米山学友グループの奉仕活動の一助と
しました。また，寄贈された日本伝統の玩具には，子供たちも大喜びで目を輝かせていました。中
でも藤岡会長エレクトご令室がご用意くださいました折り紙には，子供たちは，大変興味を示して
おり，貝原副幹事も熱心に作り方を教えるなど，和文化を通して心温まる交流が生まれました。
●ベトナムロータリー米山学友会グループとの国際交流と親睦活動
　女子孤児院 Saigon Station Shelter を訪問ののち，ベトナム「コムニウ」で昼食をとりながら，米
山学友会グループと Nurture the Dream のメンバーとともに，奉仕活動について熱く語りあいなが
ら，親睦を深めました。
●移動図書館を運営実施のための奉仕活動
　同市には同様な孤児院が数か所ありそれらに対し Nurture the Dream とベトナムロータリー米山
学友グループが共同して移動図書館を運営実施するための目録を授与しました。
●岡山東RC基金の奨学生との交流
　西下会長年度に作られた岡山東 RC 基金の奨学金でサポートしていた Khanh さんが，昼食会に参
加し，大学生になった姿を見せてくれました。Khanh さんは，祖父が南ベトナム軍の将校であった
ため，ベトナム戦争後には，貧しい生活を強いられ，岡山東 RC 基金の奨学金のサポートもあり，
現在大学で土木工学を学んでおられます。将来日本の大学院に行くことが夢だそうです。
●タイ王国の首都バンコクで歴史的遺跡を視察
　創立50周年の記念すべき年にタイ王国の首都バンコクで歴史的遺跡を視察し，見分を高めるとと
もに会員相互の親睦を深めました。中でもバンコク王宮地区にあるエメラルド寺院やアユタヤ遺跡
見学では天候にも恵まれ美しい歴史的建造物の中を散策し，ぞう乗りなど貴重な体験をしました。
 ［文章・写真提供：辻和英 国際奉仕副委員長］

会長挨拶 Greetings
Good morning everyone.
I am very happy to be able to hold such a ceremony for the Okayama East RC's international 
service at Saigon Station Shelter today. Last August, we including Mr. Wake, the Chairman of 
Youth Service Committee of Okayama-East RC, and Dr. Tsuji, the vice-chairman of International 
service of Okayama-East RC, have visited Ho Chi Minh City and this Saigon Station Shelter 
with representatives of the Nurture the Dream, who has been interacting for over 6 years, and 
also the Vietnam Rotary Yoneyama alumni group, who newly joined our service from this time, 
and have heard about their problems. After that, Mr. Sasaki, Chairman of International Service 



of Okayama-East RC and Mr. Ando who has a local corporation here, prepared to reach today’s 
ceremony.
This time, we will donate you a refrigerator, two personal computers, a bookshelf, washing 
machine, iron, rice cooker, notebooks and Japanese traditional toys at the Saigon station shelter. 
I would also like to send Japanese and Vietnamese books for children as part of a mobile 
library. Good books have a great influence on the sound development of children. We hope that 
you will be able to make effective use of these. Although girls here are now living well and 
brightly in an unfortunate situation, we sincerely hope that the girls will grow more and more 
healthy and greatly, and the people will become to be able to contribute to Vietnam in various 
fields, and also to future exchanges between Japan and Vietnam.
Thank you very much again to everyone here.

［皆様，おはようございます。本日，サイゴン・ステーション・シェルターでこのような岡山東
RC の国際奉仕の式典が開催できることを，たいへん嬉しく思います。〈中略〉今回，サイゴン・
ステーション・シェルターでご希望の冷蔵庫とパソコンを寄贈します。また，移動図書館の一部
として，日本とベトナムの子供向け図書をお送りしたいと思います。優良な図書は，子供達の健
全育成に大きな影響を与えます。今後，これらを有効に活用いただき，今は不幸な境遇の中で明
るく元気に生活されている皆様が，ますます健やかに成長され，将来は，様々な分野でベトナム
に，また，日本とベトナムの将来の交流にも貢献できるような人間に大きく育っていただくこと
を心から祈念しています。関係者の皆様，本日はありがとうございました。］

ベトナム空港，安藤会員と和氣会員が
お出迎え

サイゴン・ステーション・シェル
ター女子孤児院での舟橋会長挨拶

図書・冷蔵庫・PCなどの寄贈品と喜ぶ子どもたち

シャボン玉と折り紙，けん玉に興じる子どもたち

女子孤児院へ目録贈呈



メコン川に浮かぶ屋形船で
の親睦活動

タイでのゾウ乗り体験（貴重！）

女子孤児院での集合写真 別れを惜しむ子どもたち
米山奨学生OGリンさんの背中には「超我の奉仕」

米山奨学生OGリンさんへ図書館書籍目録の贈呈 ホーチミン在住の米山奨学生OGが集まってくれました

ベトナム米山学友会のOB・OGとの情報交換会集合写真
（舟橋会長の右隣りが大学生になった khanh さん）

奉仕活動の成功を祈念して夕食会で打ち合わせする皆様

タイ�アユタヤの歴史的遺跡視察



2019年国際ロータリー年次大会（6/1〜5）　

　ドイツ・ハンブルクで６月１〜５日に開催された2019年国際ロータリー年次大会に，当クラブからは舟
橋弘晃会長と横田亮出席委員長が参加しました。写真は第2690地区ナイトと開会式の模様です。本年度，
第2690地区は地区財団活動資金10万ドルをポリオ撲滅のために寄贈いたしました。この寄贈額が世界で
TOP５に入ったため，６月４日の国際年次大会本会議でその旨アナウンスされました。
 ［文章・写真提供：横田亮 出席委員長］

創立50周年記念囲碁大会・懇親会（6/2）　

　６月２日（日）14時からアークホテル岡山「あくら」にて，岡山東ロータリークラブ創立50周年記念囲碁
大会を初参加の石原彰二会員，藤崎信明会員を含む10名の参加にて行いました。白熱した熱戦の末，大塚
会員の長男，恒太郎くん（10歳）が見事に優勝。２位は近藤典博会員，３位は大塚学会員となりました。そ
の後，同じく「あくら」にて懇親会を，オーブザーバー参加の内山淳幹事，三垣日出人会員，末藤達也会
員を交え12名にて行い，会員同士の懇親を深めました。
 ［文章提供：佐藤英明 囲碁同好会幹事］

本記念大会，法務大臣・山下（貴）会員が応援に駆けつけてくれました



優勝　大塚恒太郎くん 準優勝　近藤典博�会員 ３位　大塚学�会員

６月の月間行事予定 � ロータリー親睦活動月間

例 会 行 事 プ ロ グ ラ ム そ の 他 の 行 事

６日通常例会

13日通常例会

20日特別例会

27日通常例会

・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
・「退任挨拶」
 山下和也 副会長・齋藤信也 S.A.A

菅野正則 職業奉仕委員長
神田豪 社会奉仕委員長
佐々木篤 国際奉仕委員長
和氣伸吉 青少年奉仕委員長

・チャーターナイト記念特別例会
　（アークホテル岡山）
・「退任挨拶」舟橋弘晃 会長・内山淳 幹事

１〜５日　・ 国際大会（ドイツ・ハンブルグ）
２日　　　・ 創立50周年記念囲碁大会・懇親会

（アークホテル岡山）
６日　　　・第12回理事会
　　　　　・ ODA 出前講座（学芸館高等学校）
８日　　　・ 麻雀同好会「東風の会」
　　　　　　（ロイヤルマージャンクラブ）
９日　　　・ ゴルフ同好会
　　　　　　（東児ヶ丘マリンヒルズ GC）
　　　　　・打ち上げ懇親会（アークホテル岡山）
10日　　　・ 現次プログラム委員長会議
　　　　　　（ホテルグランヴィア岡山）
13日　　　・ 写友「輪影」作品選考会
　　　　　　（岡山プラザホテル）
　　　　　・麻雀同好会「東風の会」懇親会
16日　　　・写友「輪影」親睦会（黄鶴亭）

６月の月間メニュー

６日通常例会

13日通常例会

20日特別例会
27日通常例会

・ （ミリオンダラーミール）レタスとチキンのチャーハン，コールスローサラダ，中華スープ，ア
イスクリーム

・ 野菜のポタージュスープ，ポークと明太子のミルフィーユカツ 大根卸しソース，ライス，ミニ
サラダ，コーヒー

・チャーターナイト記念特別例会（アークホテル岡山）
・幕の内，吸物

懇親会にご参加の皆様


