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本日のプログラム
　「退任挨拶」
　舟橋弘晃 会長・内山淳 幹事

７月４日のプログラム
　「お祝い行事」
　「就任挨拶」
　藤岡千秋 会長・貝原明宏 幹事

例会報告（6/13）

出席報告
会員数　102名（内出席免除者13名）
出席者　84名（内出席免除者出席10名）
出席率　84.00％（前々回訂正後出席率89.69％）
ビジター　５名

会長挨拶
　皆様こんにちは。先週の岡山学芸館高等学校での国際奉仕事業「外務省 ODA 出前講座」では，佐々木篤
委員長はじめ国際奉仕委員会の皆様にたいへんお世話になりました。また，多くの会員にも例会に引き続
き参加いただき，感謝申し上げます。おかげ様で好評のうちに事業を終えることが出来ました。ありがと
うございました。
　また本日は，事務局を同じくする６RC から内山淳幹事と同期幹事の皆様がお越しくださいました。今年
度は，うち４つのクラブの周年行事そのほか事務局の移転問題などでお力添えを賜り，拝謝申し上げます。
事務局の移転につきましては，引き続き今年度の会長を中心に事務局移転検討会議を組織して着手するこ
ととなりましたので，今後ともよろしくお願い申し上げます。
　さて，今年度最後の今月は，ロータリー親睦活動月間です。ご存知の通り，ロータリークラブは，ポー
ルハリスが，お互いに信頼のできる公正な取引をし，仕事上の付き合いがそのまま親友関係にまで発展す
るような仲間を増やしたいという趣旨で誕生しました。すなわち，お互いに信頼できる立派な方々を集め，
同じロータリークラブ内または異なるクラブ間で会員相互の親睦を深め会うことで，さらに立派な職業を
通した活動（職業奉仕）ができるよう高め合い，そして社会でも良いことをすることがロータリーというこ
とでしょうから，ロータリーの親睦活動は最も大事な活動です。
　先日，岡本哲広報委員長が「京大的アホがなぜ必要か」と「京大変人講座」という本を紹介くださいま
した。ともに面白い本でしたが，前者の本は国際大会でハンブルクに行く飛行機でワインを飲み過ぎ，飛
行機に忘れてしまい，再度買い求めました。常識にとらわれない「変人」は時代を変えるのに必要など，
研究者の資質を説いた本のような気もしましたが，高校時代の担任の言葉を思い出し，懐かしい印象を受
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けました。その先生は，「馬鹿」ではなく「阿呆」をやれとおっしゃり，阿呆とは呆れる対象に呆れるくら
い打ち込む者をいい，変人かもしれないが悪いことではないとご教示くださいました。ロータリーにはさ
まざまなお仕事にこだわられている多様な方々がいらっしゃいます。より多様な方と親睦を深められれば，
より広く学ぶことができます。100名の会員のクラブにはその規模に応じた親睦レベルがあると思います
が，120名や150名のクラブにはそれ相応のさらに深いレベルの親睦が必要かと存じます。より多様な方々
が集う充実したクラブで親睦を通してさらに学べるようますます親睦を深めてまいりましょう。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
１．６月10日（月）県南17RC 現次プログラム委

員長会議が開催され，池田博昭プログラム
副委員長と堀善直次期プログラム委員長が
出席されました。

２．次週６月20日（木）は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い
たします。

３．他クラブ週報を回覧いたします。

次年度幹事報告
　メールボックスの方に，第１回理事会のご案内，
第３回クラブ協議会のご案内，次年度親睦委員会
から納涼例会と第１回ゴルフ同好会のご案内を配
布させていただいておりますので，皆様ご確認の
方，よろしくお願いいたします。

６RC 同期幹事ご来訪
　６RC 幹事会の皆様がメークアップ訪問にお越
しくださり，同期の幹事会を代表して，岡山西南
ロータリークラブ 和田治郎 幹事よりご挨拶をい
ただきました。

委員会報告
●親睦活動委員会　奥野一三 副委員長
　次週20日（木）はチャーターナイト記念特別例会です。会場はアークホテル岡山ですので，お間違いの無
いようにお願いします。服装は本例会と同様，ノーネクタイでお越し下さい。また，本日例会終了後，第
22回親睦活動委員会を３階「鶴見の間」で開催します。　関係者の皆様，ご出席の程，よろしくお願いしま
す。

●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階レストランにて写友「輪影」展に向けた写真選考会を行います。出席予定の方は
よろしくお願い致します。また，６月16日（日）12時より山田会員の黄鶴亭におきまして親睦会を行います。
雨天決行ですので，参加予定の方は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18時30分より麻雀同好会「東風の会」懇親会を「景虎」にて開催いたします。メンバーはご参加く
ださい。

●広報委員会　岡本哲 委員長
　「ロータリーの友」６月号 主要記事のご案内
　　特集　クラブ「広報力」印象に残るロータリーのつくり方（横組み P.7〜 P.15）
　　2019年規定審議会報告　ロータリーの根幹を決めるのは草の根ロータリアン
　　　　　　　　　　　　　RI 規定審議会代表議員世話人代表　曽我隆一（横組み P.16〜 P.19）
　　サッカーで見る世界観　横浜 FC 会長　奥寺康彦（縦組み P.4〜 P.8）
　　クラブを訪ねて　長泉ロータリークラブ・第2620地区（縦組み P.9〜 P.12）

岡山北 RC 廣野景治 様，岡山丸の内 RC 宮本忠明 様
岡山北西 RC 仲田錠二 様，岡山岡南 RC 桝谷公登 様

 （順不同）



●山下和也 副会長
　副会長の任をいただいた時，体調の問題もありお断りしました。舟橋会長予定
者，内山幹事予定者からカバーするからという言葉に後押しされ，よし挑戦して
みようという事でスタートをしましたが，なにぶんロータリー経験も浅く最後の
挨拶にも戸惑う事が多く，大変ご迷惑をおかけしたと思います。
　会長方針の「親睦を深化し，一隅を照らそう」にそって，親睦とはなんぞや！
と常に問いかけておりました。
　強いリーダーシップをお持ちの委員長のもと素晴らしい活動をされて来ておら
れます。クラブ奉仕担当理事として役目を果たしてない思いが強く，それ以上に多くの経験をさせていた
だいた事に対し，心よりお礼申し上げ頭を下げさせていただきます。
　一年間お世話になりました。

●齋藤信也 S.A.A.
　S.A.A.（Sergeant at arms）は文字通り会場監督であり，その一番の役割は例会に
参加された会員が心地よいひと時が過ごせるように心配りをすることです。しか
し，この１年間を振り返ってみますと，それがうまく果たせたかどうか疑問が残
ります。
　「S.A.A. はスマイルを集めるのが仕事じゃろ。」と言われそうですが，その肝心
のスマイルに関しましても，せっかく S.A.A. の席まで大枚を持って来てくださる
会員の皆様に愛想良く対応することも叶わず，下を向いて何やら書き物をしてい
ただけの印象をあたえたかもしれません。実は，発表時に間違えないように読み上げることができるよう
に，下読みをしたり，難しい漢字に読み仮名を振ったり，会員の皆さまの正確なお名前の読み方や役職を
書き込んだりしていたのが内情です。
　幸い大西副 S.A.A. には，スマイルのお金の計算・管理等は全てやっていただいていたので，まさにスマ
イルの発表しかしていなかったのですが，それも十分なことができたとは言えません。
　一方でスマイルは会員の皆さまが楽しい思い出や，是非他の会員に知ってもらいたいことを共有する場
とも言えます。その結果として相当額の浄財がクラブの活発な活動を支えてまいりました。これはひとえ
に楽しいスマイルを寄せて下さった会員の皆さまのおかげです。そのことに感謝して退任のご挨拶に代え
させていただきます。１年間本当にお世話になりました。ありがとうございました。

●菅野正則 職業奉仕委員長
　本年度一年間委員長を務めさせていただきましたが，８月頃体調を崩してしま
い，舟橋会長・内山（淳）幹事・当委員会メンバー，そして会員の皆様にはご心配
とご迷惑をおかけいたしました。
〇11月22日　
　事業としてまず優良企業事業所訪問として，カバヤ食品（株）岡山工場を訪問し
ました。工場見学では創業当時からのお菓子はもちろん書籍やポスター，そして
コラボの玩具菓子まで歴史を感じる博物館のようで，少しばかりタイムスリップ
した感覚でした。
〇11月30日〜12月１日　
　出席委員会との合同事業で京都東ロータリークラブ・メークアップツアーおよび職業奉仕研修旅行，
メークアップ後松下資料館視察，翌日は妙心寺退蔵院寺院拝観と副住職松山大耕様のご法話を拝聴し大変
勉強になりました。
〇５月16日
　優良社員表彰３名のご推薦をいただきました。ご推薦いただいた齊藤パスト会長，岩田会員，松永会員
ありがとうございました。

「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

６月13日のプログラム



　いろいろと不行き届きな点も多々あった事と存じますが，会員皆様のご協力に心より感謝いたします。
１年間ありがとうございました。

●神田豪 社会奉仕委員長
　本年度は幕開け早々に西日本豪雨による洪水が発生し，各地に甚大な被害をもたらしました。当委員会
では豪雨災害関連情報をまとめ，発災翌週の例会にて皆様に情報提供をさせていただきました。また，７
月15日（日）には，井上和宣親睦活動委員長の調整の元，災害支援物資を菅野正則職業奉仕委員長ご提供の
輸送トラックで，いち早く被災地に届けることが出来ました。「絆プロジェクト」と名付けられたこの活動
では，９月９日（日）にも，二度目の支援を行いました。また，本年３月31日（日）に創立50周年記念事業と
して共催した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には，平島小学校の児童 ･ 父兄30
名をご招待することができました。
　本年４月７日（日）には，新天地育児院にてバーベキュー大会を開催したところ，
非常に多くの方々にご参加いただきました。当日は，舟橋弘晃会長自らおにぎり
を握り，焼肉をサーブしていただいただけでなく，貝原明宏副幹事に特大ふわふ
わをご提供いただき，非常な盛り上がりを見せました。
　その他，昨年11月，当クラブ共催の後楽園園遊会・投扇興大会では，大河原喬
園遊会実行委員長より多数の入園券の提供を受け，会員や留学生に広く楽しんで
いただきました。また，本年５月には子どもの貧困対策に尽力されている「子供
支援サークルにっこにこ」様に社会奉仕特別賞を贈呈させていただきました。
　どの事業も多くの方々にご支援いただいたことにより実施できたものばかりでした。皆様には心より御
礼申し上げます。また，一年間熱意を持ってサポートして下さった，冨山直司副委員長をはじめとする委
員会の皆様には，本当にお世話になり，ありがとうございました。

●佐々木篤 国際奉仕委員長
　本年度，舟橋会長の下で国際奉仕委員長として，委員の方々や会員の皆様方のご協力をいただきながら，
無事に一年を終えることができ感謝いたします。
　ベトナムでの国際奉仕事業では会員のご夫人方も含め19名の方々に参加いただき，女子孤児院 Saigon 
Station Shelter を訪問し，パソコン・冷蔵庫・洗濯機・書籍・日本の玩具等を寄贈し，ベトナム米山学友グ
ループや Nurture The Dream と共に女子孤児院の子供たちと心温まる交流が出来ました。また，本事業は
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，ベトナム米山学友グループと Nurture The Dream が同市の孤児院に対して移動図書館を運営実
施する書籍及び機材の授与を行いました。
　次に，外務省 ODA（Official Development Assistance）出前講座を岡山学芸館高
等学校で開催し，大変多くの生徒や24名の岡山東 RC 会員も参加いただき，外務
省職員から ODA を実施することで，日本の国際交流と協力により世界がより良
い環境になり，ひいては日本の国益にもなる事を学びました。この事業を通じ多
くの学生が社会で活躍できる心得の一助となる事を祈念しています。
　最後になりましたが辻副委員長，安藤委員，三垣委員，大橋委員，世良委員に
は一年間大変お世話になりありがとうございました。

●和氣伸吉 青少年奉仕委員長
　舟橋会長の「親睦を深化し，一隅を照らそう」のもと一年間委員会のみなさん
と頑張って参りました。
　今年度は，子どもの貧困について考えてもらいたいと舟橋会長からお話をいた
だき，９月17日（月・祝）に，「身近な『子どもの貧困』を救うインスピレーション
となる，居場所づくり支援」と題して，さん太ホールにてシンポジウムが開催さ
れました。
　このシンポジウムでは，身近な社会や地域で起こっている子供の貧困について
の現状を近隣のロータリアンや大人たちに知ってもらう機会をつくりました。特に，ひとり親の経済的な
貧困を考えるシンポジウムで，子どもの育児や子ども主体で生活している親の労働環境を問題提起したシ



ンポジウムが開催できたことは新しい切り口として良かったと思います。ただし，開催日の日程が三連休
であったり，周知が難しく集客に大変苦戦をしたことは反省すべき点であると感じました。
　そして，例年の協賛となっています２月16日（土）には「第48回少年はだか祭り」が西大寺観音院本堂前
にて開催されました。子ども達が大人顔負けの真剣さで激しく争奪する姿は微笑ましくも少年たちの諦め
ない心を垣間見ることができました。
　また，４月21日（日）に開催されました「おかやま西大寺マラソン」の協賛と，大会当日は会員のドク
ターの皆さまに救護ボランティアとして活躍していただきました。
　以上，今年度，多くの会員の皆さまにご協力いただきながら委員会活動が出来たことに感謝を申し上げ
ます。一年間ありがとうございました。

写友「輪影」懇親会（6/16）　

  ６月16日（日）写友「輪影」の親睦会が山田会員の「黄鶴亭」で過去最多となる全員35名（内会員夫人４名，
元会員夫人４名，会員子女２名を含む）が参加して賑やかに開催されました。糸島「輪影」会長の挨拶に始
まり，顧問の津嶋久仁香女史からは「見て感動するような作品を出展してほしい。」旨の指導を受けまし
た。懇親会は緑の美しい槙林に囲まれた山荘の中庭で行われ，美味しい和牛ローストビーフを始め盛り沢
山な料理とお酒やワインに舌鼓を打ちながら，時も経つのも忘れて語りあい大いに親睦を深めました。
　この親睦会では，何から何まで準備いただくと共に，料理を作っていただいた山田会員ご夫妻に心から
の御礼を申し上げます。
 ［文章提供：若林宣夫 会員，写真提供：辻和英 会員］



2019.6.20　第2428例会

チャーターナイト記念特別例会
（アークホテル岡山）

出席報告
　会　員　数　102名（内出席免除者13名） 出　席　者　96名（内出席免除者出席10名）
　出　席　率　96.97％（前々回訂正後出席率91.92％） ビ ジ タ ー　０名

　６月20日（木）18時30分よりアークホテル岡山にて，総勢115名が出席して「チャーター・ナイト記念特別
例会」が開催されました。創立50周年を迎えた本年度を顧みるスライドショーや岡山学芸館高等学校・和
太鼓部そして岡山北西 RC おたまじゃくしの演奏など興を添えて和やかに歓談もはずみ，スペシャルなセレ
ブレーション・パーティーとなりました。

舟橋弘晃 会長挨拶
　皆様こんばんは。今夜は，会員96名，会員ご夫人19名の合計115名もの皆様にご参加いただき，盛大
に今年度のチャーター・ナイト記念特別例会が開催できますことに心より感謝申し上げます。
　今宵のチャーター・ナイト記念特別例会についてですが，ステージ上に飾られている岡山東 RC の認
証状は，私たちのクラブにとって極めて大切なもので，岡山 RC を親クラブとして誕生した岡山東 RC
が，国際ロータリーに加盟が認められたことを証明するものです。この認証状を英語でチャーターと言
います。当クラブの加盟認証日は昭和44年２月26日で，その日から RI の正式構成単位クラブとなりま
したが，実際に加盟認証状伝達式が行われたのは昭和44年６月14日で，兄弟クラブである岡山北 RC と
岡山西南 RC と合同で実施されたと伝聞しています。チャーター・ナイトとは，この伝達式のあと開か
れる祝宴のことを指すようですが，日本では加盟認証状伝達式とその祝賀会を含めてチャーター・ナイ
トと呼んでいるようです。その意味では，本チャーター・ナイト記念特別例会は，50回目の記念すべき
特別例会であるといえます。今夜はチャーターメンバーである横山洋パスト会長がご出席ですので，後
ほど，当時のエピソードなどについてお話を拝聴できればと存じます。温故知新。この機会が，創立当
時の先輩諸兄のご苦労や心意気を振り返り，「友と未来へ」歩む今後の「インスピレーションになる」
ことを祈念申し上げます。
　また，当クラブのチャーター・ナイト記念特別例会が年度末の６月に開催されてきたことから，その
年度の最後の特別例会として，その年度を振り返る企画を毎年実施しております。今宵は，山下和也ク
ラブ奉仕委員長および井上和宣委員長をはじめとする親睦活動委員会の皆様方が記憶に残るさまざまな
企画をご準備くださっております。限られた時間ではありますが，当クラブの歴史と伝統および今年度
の歩みを振り返りつつ，皆様にとって親睦が深化し，十分ご堪能いただける楽しいひとときとなりまし
たら幸甚に存じます。どうぞ，チャーター・ナイト記念特別例会をお楽しみください。

チャーターメンバー横山洋パスト会長 挨拶舟橋弘晃会長 開会挨拶昭和44年２月に伝達された RI 加盟認証状

奉仕の理想の斉唱 井上和宣親睦活動委員長 挨拶 藤井一也直前会長 乾杯



締め込み姿の舟橋会長 騎馬で入場！

参加者全員の心に響く波動！　和太鼓部みなさまのより一層のご飛躍をお祈り申し上げます。

新会員紹介：石田旨擴会員，瓦谷祐司会員，
近藤郁母会員，平上善雄会員 （髙橋治朗会員ご欠席）

岡山北西 RC おたまじゃくしの藤木希実子様，田中郁也様
ご協力ありがとうございます

舟橋会長のステージと岡山学芸館高等学校・和太鼓部の素晴らしい演奏



本年度のご功労に敬意を表し，藤岡千秋会長エレクトより，
舟橋会長・山下（和）副会長・内山（淳）幹事・齋藤 S.A.A. に花束贈呈

「たすき引継式」
井上和宣委員長から安藤究真次年度委員長へ

本年度親睦活動委員会の皆様，お世話になりました

次年度親睦活動委員会の皆様，よろしくお願いいたします 「閉会挨拶」山下和也 副会長

本年度の活動記録スライドショー 記念映像 DVD の謹呈 浮田實ソングリーダー

「司会」瓦谷祐司会員

〈記念映像 DVD は会員皆様に配布いたします〉



各テーブルでの記念写真

エンディングは「手に手つないで」の大合唱

〈 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。〉


