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

７月11日のプログラム
　「就任挨拶」
　大西直規 S.A.A.
　近藤聡司 職業奉仕委員長
　井上和宣 社会奉仕委員長

例会報告（6/27）

出席報告
会員数　102名（内出席免除者13名）
出席者　91名（内出席免除者出席10名）
出席率　91.92％（前々回訂正後出席率91.00％）
ビジター　２名

会長挨拶
　皆様，こんにちは。先週のチャーター・ナイト記念特別
例会には多数の会員・ご夫人にご参加いただき，ありがと
うございました。井上和宣委員長，奥野一三副委員長はじ
め親睦活動委員会の皆様には大変お世話になり，感謝申し
上げます。いよいよ今年度最終例会となりました。先週の
チャーター・ナイト記念特別例会の太鼓で力を出し切って
しまいました。ここに至っては，皆様への感謝の気持ちし
か持ち合わせていません。今年度の皆様方への感謝につい
ては，のちほど退任挨拶で申し上げます。会長に与えられたこの時間では，今一度，今年度のバリー・ラ
シン RI 会長のテーマについて，振り返らせていただきます。
　バリー・ラシン会長は，クラブやロータリアンに「インスピレーションになろう」と訴えられました。

「自分よりも長く，後世に生き続けるもの〈持続可能性〉を生み出すために，行動を起こす意欲を引き出して
ほしい」との強いメッセージです。末長範彦ガバナーの「チャレンジしよう」にも通じます。
　今年度，岡山東 RC は創立50周年を迎え，卓抜した記念式典・祝宴とともに，素晴らしい記念事業が実
施されました。岡山後楽園の正面入口を入ったところに設置された３枚の案内看板は，今後長期にわたり，
国内外から後楽園を訪れたお客様に情報を提供し続けてくれるはずですし，岡山市ジュニアオーケストラ
へ寄贈されたコントラバス２台も永く青少年たちが奏でる美しい音色を響かせてくれるはずです。また，
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創立50周年記念式典・祝宴での感動は，私よりも若い会員の心の中で，より長く共有されるはずです。今
年度より始めた岡山東 RC 青少年奨励賞を受賞した若者やホーチミン市の孤児院の女の子たち，ベトナム・
ロータリー米山学友グループの皆さんなど，今年度私たちが奉仕活動でかかわった多くの方々に我々の熱
い気持ちや願いが伝わり，長く影響できているとすれば，今年度テーマ「インスピレーションになろう」
を実践できたと胸を張れると存じます。
　今年度，様々な活動を通して，会員の皆様に気付かせていただくことや教えられたことがたくさんあり
ました。その意味では，私が一番「インスピレーションを授けていただいた」ことになるかもしれません。
深く感謝申し上げます。
　それでは，今年度の最後まで「親睦を深化し，一隅を照らそう」でよろしくお願い申し上げます。本日
の例会をお楽しみください。

幹事報告
１．６月14日（金）荒川謙三ガバナー補佐が高松西 RC 例会へメークアップに行かれ，元会員の村上義憲会

長とバナー交換をされましたのでバナーを他クラブの週報と一緒に回覧いたします。
２．６月24日（月）ホテルグランヴィア岡山において，県南17RC 正次幹事会が開催されました。貝原次期

幹事と出席してまいりました。

次年度幹事報告
１．７月11日に開催されます第４回ガバナー補佐訪問クラブ協議会の案内を理事，役員，委員長に

FAX，またはメールをさせて頂いております。７月４日にあります第３回クラブ協議会と合わせて
お忘れなきようお願いいたします。

２．本日，例会終了後，ここプラザホテル３階「鶴見の間」にて次年度親睦活動委員会がございます。
親睦活動委員会の方はお忘れなきようお願いいたします。

委員会報告
●親睦活動委員会　奥野一三 副委員長
　先週20日（木）チャーター・ナイト記念特別例会に多数の会員ご夫人にご参加いただきありがとうござい
ました。また，会員皆様に多大なご協力をいただきましたことに深く感謝申し上げます。当日上映の記念
映像を DVD に編集して，本日皆様にポスティングしております。お持ち帰りくださいますよう，よろしく
お願い申し上げます。

●探鳥同好会「バーディングクラブ」　山田泰照 同好会会長
　30日（日）10：00より吉備中央町にて「森の宝石『ブッポウソウ』見に行こう」探鳥会を行います。雨天
決行ですので，ご参加の方はよろしくお願いいたします。

本年度出席優秀者表彰（アルファベット順）　ご受賞おめでとうございます
皆勤賞（ホームクラブ100％出席）17名 �

赤松興一 会員 藤岡千秋 会長エレクト 舟橋弘晃 会長 石井英行 パスト会長 貝原明宏 会員



精勤賞（ホームクラブ１回欠席）８名 �

本年度 SAA 表彰（上位20名・アルファベット順）　多額のスマイルをありがとうございました。
藤井一也直前会長，藤岡千秋会長エレクト，舟橋弘晃会長，石井英行パスト会長，影山修司会員，貝原明
宏会員，神田豪会員，三垣日出人会員，西下裕平パスト会長，大西直規会員，奥野一三会員，齋藤信也会
員，更井正人パスト会長，　佐々木篤会員，菅野正則会員，坪井俊郎パスト会長，内山淳幹事，和氣伸吉会
員，山下和也会員，横手典明会員，米田弥寿雄パスト会長，

西本晃 パスト会長 岡本哲 会員 岡﨑秀紀 会員 大橋正禎 会員 斉藤良仁 会員

冨岡正機 会員 内山淳 幹事 内山隆義 会員 若林宣夫 会員 渡邊修司 会員

荒川謙三 パスト会長 藤井一也 直前会長 糸島達也 パスト会長 森元幹雄 会員 中井拓司 会員

武和志 会員 坪井俊郎 パスト会長 土岩剛志 会員

横田亮 会員 横手典明 会員



●舟橋弘晃�会長
　第51代会長を仰せつかりました舟橋です。退任挨拶として，一年間の感謝を申
し上げます。ロータリー歴14年，会員102名中37番目の在籍期間，年齢順で63番目
の私を創立50周年の年の会長に指名いただきましたこと，身に余る光栄に存じて
います。皆様の素晴らしいご支援とご助力のおかげで任期をつつがなく終えられ
そうです。衷心よりお礼申し上げます。
　昨年７月１日に，内山淳幹事と井上和宣親睦活動委員長とともに，熱田神宮と
伊勢神宮に参拝し，一年の無事を祈願して今年度が明けました。しかし，年度当
初に西日本豪雨災害が発生し，いきなり社会奉仕活動に追われましたが，当クラブ会員のネットワーク力・
組織力・団結力が発揮され，いち早く対応できました。クラブ奉仕関係の委員会には「親睦を深化」する
ことを，四大奉仕委員会には「子供の貧困」をメインテーマに「一隅を照らす」ことをお願い申し上げ，
ほぼ毎月，さまざまな奉仕事業を実施いただき，あっという間に一年が過ぎました。また本年度は，創立
50周年記念の年を機として，いろいろお願いを申し上げました。同好会が親睦活動委員会の下で組織的に
運営されるよう，規約をお作りいただきました。さらに，青少年奨励賞の実施をお諮りし，青少年奨励賞
２件，福祉奨励賞１件を贈呈する事業をお認めいただきました。そして，時代が令和に移ってすぐ，初の
女性会員が誕生しました。さらに，岡山東 RC 創立50周年記念式典・祝宴や記念事業が成功裡に終了したこ
とが何よりのことでした。
　パスト会長の皆様には，同好会規約整備，岡山東 RC 奨励賞創設，ダイバシティーの考え方，事務局移転
などについてご相談申し上げた際には，的確な方向性をお示し下さり，安心して事業を進めることができ
ました。
　更井正人委員長をはじめ創立50周年実行委員会の皆様には，秀逸な記念式典・祝宴や記念事業を企画・
実施いただきました。本記念事業でクラブが盛り上がり，一つになれたと思います。
　荒川謙三パスト会長には，RI 第2690地区第９グループガバナー補佐として，一年間，末長範彦地区ガバ
ナーのリーダーシップのもとご指導くださり，I.M. も成功に導いていただきました。
　山下和也副会長には，クラブ奉仕委員長としてクラブをまとめ，「親睦の深化」に貢献いただきました。
先週開催しましたチャーター・ナイト記念特別例会でのパフォーマンスについても，山下副会長なしには
成し得なかったと存じます。
　石井英行会計には，予算執行を細やかにかつ厳しく管理くださいました。岡山東 RC の本会計はとても厳
しい状態が続いており，クラブ運営のご意見番としての役を果たしていただきました。
　内山隆義委員長はじめ職業分類委員会の皆様には，今年度８名の新会員入会時に職業分類に関するご検
討をいただき，必要に応じて新たな職業分類を増設いただきました。
　西下裕平委員長はじめ会員選考委員会の皆様には，新会員の選考を実施頂き，今年度は８名の素晴らし
い新会員を当クラブに迎え入れることができました。
　浮田實委員長をはじめ会員増強委員会の皆様には，クラブフォーラムなどで詳細な分析をしてくださり，
増強の方向性をご教示いただき，３名の会員数純増が実現できました。
　井上和宣委員長はじめ親睦活動委員会の皆様には，通常の例会や奉仕事業でのお世話だけでなく，特別
例会や移動例会，新会員歓迎会，親子３RC 合同例会，親睦旅行などで，記憶に残る素晴らしいおもてなし
をしてくださいました。心よりお礼申し上げます。
　渡邊修司委員長はじめプログラム委員会の皆様には，「創立50周年“昔の思い出”シリーズ」や「数珠つな
ぎ“この会員のこんな話を聞いてみたい”シリーズ」など特徴あるプログラムを企画いただきました。
　岡﨑秀紀委員長はじめ会報委員会の皆様には，毎週，掲載予定の写真や記事の段取りが事前に構想され
ていることに驚くとともに，私の挨拶原稿も迅速にチェックくださいました。立派な週報の発行を滞りな
く実施いただきましたことに深謝申し上げます。
　横田亮委員長はじめ出席委員会の皆様には，京都東 RC，岡山 RC，岡山西 RC への make up ツアーの企
画とともに，出席率 up についてアピールくださりました。
　岡本哲委員長はじめ広報委員会の皆様には，毎月「ロータリーの友」のご紹介にて，私たちのロータ

「退任挨拶」
舟橋弘晃 会長
内山淳 幹事　

６月27日のプログラム



リー活動への理解を深めてくださいました。
　藤井一也直前会長が委員長を務められたロータリー情報委員会の皆様には，クラブフォーラムでクラブ
のこれからの運営について議論を賜り，また，新会員入会時やフレッシュ会員研修会でのレクチャーや
I.D.M. の近況報告など，工夫した活動をいただきました。
　菅野正則委員長はじめ職業奉仕委員会の皆様には，職業奉仕研修や職場訪問，優良社員表彰など数多く
企画いただきました。特に，出席委員会との共同事業の京都東 RC make up，松下資料館・妙心寺退蔵院へ
の職業奉仕研修は夜の部も含めて心に残りました。
　神田豪委員長はじめ社会奉仕委員会の皆様には，災害支援活動「絆プロジェクト」を井上和宣親睦活動
委員長とともに率先実施くださいました。また，青少年奉仕委員会との共同事業「身近な子供の貧困を考
えるシンポジウム」，岡山後楽園和文化フェスティバル園遊会への後援・投扇興競技の共催，新天地育児院
バーベキュー大会，「子供の貧困対策」ボランティア活動への社会奉仕特別賞贈呈など，数多くの事業をし
ていただきました。
　佐々木篤委員長はじめ国際奉仕委員会の皆様には，青少年奉仕委員会との共同事業で DWCS 事業である

「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」では，多くの方にベトナムまでご一緒
していただきました。また，「外務省 ODA 出前講座」も実施いただきました。
　福武義修委員長はじめロータリー財団委員会の皆様には，地区事業への申請で大変お世話になりました。
また，ロータリー財団への寄付やロータリーカードなどについて，いつもながら完璧に事業を遂行くださ
いました。
　影山修司委員長はじめ米山記念奨学会委員会の皆様には，広報活動や米山記念奨学会寄付事業に精力的
にご協力くださいました。特に，委員長には米山奨学生チュ・イ・メイさんのカウンセラーとしてすばら
しい関係を築いてくださいました。
　和氣伸吉委員長はじめ青少年奉仕委員会の皆様には，社会奉仕委員会との共同事業「身近な子供の貧困
を考えるシンポジウム」を主体的に実施くださいました。「少年はだか祭」，おかやま西大寺マラソンへの
協賛，また，国際奉仕委員会との共同事業，岡山大学教育学部附属中学校での古書収集でお世話になりま
した。
　横山洋委員長をはじめ岡山東 RC 基金管理委員会の皆様には，岡山東 RC 創立50周年記念３事業と岡山東
RC 奨励賞事業で岡山東 RC 基金を活用することをお認めいただきました。
　齋藤信也 S.A.A. には，例会場の席や料理献立，スマイルの受付と発表などの重責をそつなく果たしてい
ただき感謝申し上げます。また，例会場の緩急のきいた雰囲気づくりに貢献いただきました。大西直規副
S.A.A. には，齋藤 S.A.A. をよくサポートいただきました。次年度のご活躍を心より祈念申し上げます。
　貝原明宏副幹事には，「抑制の美学」がよく効いた司会をしていただき，創立50周年を迎えたクラブとし
て厳かな中にも穏やかな雰囲気を作り出してくださいました。次年度は幹事としてご活躍いただきますよ
う祈念申し上げます。
　内山淳幹事には，委員会事業だけでなく例会や特別例会時のさまざまな調整を含め，クラブ運営の司令
塔としての役割をお願いし，準備を含めて，さぞやストレスフルな２年間であったかと思います。今後は
健康にご留意くださいますようお願いいたします。
　最後に，藤岡千秋会長エレクトには，いろいろご支援いただき感謝申し上げます。来週からはいよいよ
藤岡会長年度が始まります。理事役員・委員長の健康にご留意され，充実した素晴らしい一年となります
ことを心より祈念申し上げます。
　私は，この岡山東 RC がとても好きです。このクラブには多様な年齢，職業や考えをお持ちの方が大勢
おられます。若い方からは，エネルギーや新鮮な考え方を学べますし，ご年配の方からは，これから向き
合うであろう自身や家族の健康や老化に関すること，仕事上のことなどについて，気を付けるべきことが
ら対応の仕方など，クラブの例会や酒席，日々の何気ない会話の中で学べ，仕事上の役に立つ助言やアイ
ディアをいただくこともでき，会員の皆様との親睦は自分自身の役に立つ活動であると思います。
　私は，滋賀県で生を受け，縁あってこの地に職を得て，生活させていただいています。滋賀の祖父母や
両親から，「三方よし」はもちろん，「気張る」，「始末」，「報恩」について繰り返し教えられました。この
一年に皆様から頂戴しました「おかげ」に感謝し，その恩に報いるよう今後も気張らせていただきたいと
存じます。最後に，次年度の藤岡会長年度のご成功と皆様のご健勝，当クラブのますますの発展を祈念申
し上げ，退任の挨拶とさせていただきます。皆様，一年間ありがとうございました。



●内山淳�幹事
　第51代舟橋会長年度の幹事を務めさせていただきました内山です。
　本日の例会で何とか一年間の大役を終えることができそうな目処がたち，本日
の退任の挨拶をさせていただきます。昨年７月にとても緊張していた就任挨拶か
ら何とか一年間やってこられたのは，舟橋会長の強力なリーダーシップと行動力，
それに要領の悪い私をフォローしてくれたこと，また山下和也副会長，齋藤信也
S.A.A. をはじめとする今年度の理事および役員，委員長の皆様のご支援，パスト
会長を始め多くの諸先輩方のご助言，それから何よりも会員皆様の暖かいご協力
のお陰だと心より感謝申し上げます。
　ふり返りますと，藤井会長年度の副幹事から２年間，ひな壇に座らせていただきました。１年目は副幹
事として，藤井会長や冨岡幹事の下で幹事の仕事を勉強させていただきました。特に冨岡幹事には数々の
資料を共有できるようにしてくれたおかげで大変役立てることができました。この機会にあらためて御礼
申し上げます。また，事務局の光石さんには毎日，メールによる連絡やタイムリーな対応など，入会８年
足らずの私を幾度も助けていただき感謝申し上げます。
　今年度は，クラブ創立50周年という大きな節目で，行事の多い一年でもありました。特に創立50周年記
念式典は，更井実行委員長を中心に歴史と伝統を重んじる岡山東ロータリークラブが一つになれたことで
成し遂げられたと実感しました。また第８・第９グループ合同インターシティミーティングでは荒川ガバ
ナー補佐，西本 I.M. 実行委員長たちと一緒に津山西 RC に足を運んで打合せをしたり，懇親会の司会まで
させていただきました。このようなたくさんの貴重な行事を経験させていただき，関係者の皆様のご努力
にあらためて感謝申し上げます。
　創立50周年のテーマ「友と未来へ」の通り，これまでの50年の節目をみんなで祝い，未来に向けてみん
なでスタートしようというのにふさわしい年度だったと思います。これからも，岡山東ロータリークラブ
が益々輝きを増し，親睦が深化し続けるクラブであり続けて欲しいと切に希望しています。私自身も，微
力ながら，これまで以上にロータリーに貢献出来れば幸いと思っております。
　最後に大変貴重な経験をさせていただき，まことにありがとうございました。皆さまには今後ともご指
導，ご鞭撻を賜りますようよろしくお願い申し上げます。皆さまに厚くお礼申し上げまして，退任のご挨
拶とさせていただきます。皆様，一年間本当にありがとうございました。

点鐘の引継ぎ式
　舟橋弘晃会長から藤岡千秋次期会長へ点鐘の引継ぎが行われました。



舟橋会長年度�感謝の会�(6/27)　

　６月27日（木）18時30分より「割烹 ままかり」にて舟橋弘晃会長主催の「舟橋会長年度 感謝の会」が挙行
され，本年度の理事・役員・委員長が出席いたしました。
　舟橋会長から本年度の活動を滞りなく執り行うことができたのは，本日ご出席の皆様はじめ会員皆様の
ご支援の賜物である旨と深い感謝の意を表され，創立50周年を迎えた本年度に学んだものについてのご高
話を拝聴いたしました。美酒佳肴に酔う贅沢な時間を過ごしながら，参加者全員が一年の労に感謝の言葉
でお互いに伝え合いました。そして，藤岡千秋次期会長から舟橋弘晃会長へ，貝原明宏次期幹事から内山
淳幹事へ，功労を称える華麗な花束が贈られました。

舟橋会長はじめ執行部の皆様，１年間お疲れ様でした



探鳥同好会「バーディングクラブ」ブッポウソウ探鳥会（6/30）　

　６月30日（日）「森の宝石ブッポウソウを見に行こう」の本年度最後の探鳥会が会員22名（会員夫人６名，
会員子女４名を含む）の参加にて，吉備中央町の道の駅「かもがわ円城」に集合し行われました。
　当日は大雨の予報もはずれ，日本野鳥の会岡山県支部丸山支部長，古田幹事の案内のお陰で森の宝石と
言われるブッポウソウが色鮮やかで青い羽根をはばたかせながら，何度も巣箱に出入りする姿をはっきり
と見ることが出来ました。
　絶滅危惧種であるブッポウソウの保護活動をされている野鳥の会や地元関係者が巣箱を作るなど努力さ
れていることにも心を馳せながら，吉備中央町を後にしました。
　今日の探鳥会を企画していただいたバーディングクラブ山田会長ご夫妻が，早起きして用意して下さっ
た手作りのカツサンドやお菓子，暖かいコーヒーなどをいただきながらの楽しい探鳥会に感謝申し上げま
す。
 ［文章提供：若林宣夫 会員・写真提供：諸國眞太郎 会員］



2019-20年度岡山東RC�祈願／キックオフ朝食会（7/1）　

　新年度最初の７月１日（月）午前７時より岡山神社にて藤岡会長，貝原幹事をはじめ理事および役員・委
員長が集まり，一年間の無事と事業成就を祈念しました。その後岡山プラザホテル「ベラヴィスタ」にて
キックオフ朝食会が行われ，藤岡会長より一年間，各事業の成就に向けて挨拶がありました。役員・委員
長からは藤岡会長の満78歳のお祝いにて会長の思いに応えました。

７月の月間行事予定  

例 会 行 事 プ ロ グ ラ ム そ の 他 の 行 事

４日通常例会

11日通常例会

18日特別例会
25日通常例会

・お祝い行事
・「就任挨拶」藤岡千秋 会長・貝原明宏 幹事
・「就任挨拶」大西直規 S.A.A.
　　　　　　 近藤聡司 職業奉仕委員長
　　　　　　 井上和宣 社会奉仕委員長
・納涼特別例会（ルネスホール）
・古瀨倶之ガバナー公式訪問例会（A 方式）

４日　　　・第１回理事会
　　　　　・第３回クラブ協議会
11日　　　・フレッシュ会員研修会
　　　　　・第４回クラブ協議会（ガバナー補佐訪問）
15日　　　・ゴルフ同好会（赤坂レイクサイド CC）
16日　　　・県南17RC 正副会長幹事会
16−21日　・第30回写友「輪影」展
25日　　　・写友「輪影」2018年度総会

７月の月間メニュー

４日通常例会

11日通常例会
18日特別例会
25日通常例会

・ 【豚ローストンカツ定食】コールスローサラダと人参サラダ，冷製スパゲッティ アボカドトマト
ソース，御飯，味噌汁，日本茶

・【チキンのレモン焼きセット】スパゲッティ・野菜サラダ，ライス，日本茶
・納涼特別例会（ルネスホール）
・【チキンと野菜のスープカレー】シーザーサラダ，コーヒー



●１年間，お出迎えくださいました親睦活動委員会の皆様

－ precious memories －
創立50周年記念式典・祝宴

岡山東ロータリークラブ週報 No.2229〜 No.2267上梓にあたり，会員皆様の
ひとかたならぬご高配ご厚情のおかげと心より感謝申し上げます。 ごきげんよう。

会報委員会　委員長 岡﨑秀紀，副委員長 若林宣夫，委員 友野昌平，中井拓司


