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本日のプログラム
　古瀨俱之ガバナー公式訪問例会（A方式）

８月１日のプログラム
　「就任挨拶」
　佐々木篤 副会長
　辻 和英 国際奉仕委員長
　高橋憲志 青少年奉仕委員長

例会報告（7/11）

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９名）
出席率　85.71％（前々回訂正後出席率97.00％）
ビジター　０名

会長挨拶
　こんにちは。本日の例会も多くの会員の皆様にご出席いただきありがとうございます。昨年この頃倉敷
市真備町の水害で未曾有の災害に見舞われました。また今年も梅雨前線の影響で九州，鹿児島でも災害に
見舞われたようです。災害に大きい，小さい等ありませんが，岡山は昨年のようなことはなく安堵してお
ります。しかしながら今回，災害に遭われた方に対し，お見舞い申し上げます。
　さて，先週の第１例会には，多くの会員の皆様から，励ましのお言葉を賜り，自分にとってはじめての
会長としての例会を終え，興奮と感動で終える事ができ，「第１例会が通過した」という安堵の気持ちと

「疲れた」という思いです。はじまったばかりでこの様なことを申し上げるのはと思いますが，心中より皆
様の友情に触れ，感謝しております。
　その夜，親睦活動委員会の納涼特別例会の試食会に臨み，親睦活動委員会の皆様よりの激励で目頭が熱
くなり，涙する場面もありました。岡山東ロータリークラブの皆様の友愛を肌で感じる一日であり，夜こ
の話で女房と共になかなか寝つけませんでした。これからイベントごとにこの様な体験が続いていくのか
と思うとうれしくもあり，また悲しくもありですが，本当に岡山東ロータリークラブの中にいる事に改め
て喜ばしく思っております。
　話は変わりまして，本日の週報の１ページ目の写真をご覧ください。台湾の親睦旅行の下見に行ってま
いりました。今度行く予定の九份というところと，週報の写真を撮った十份というところです。十份は金
鉱の跡の小さな町ですが，ここに役員４名で，岡山東ロータリークラブがうまいことにいくようにという
願いを込めて，この写真のとおり天燈という気球のようなものを空にあげてきました。今，親睦活動委員
会が一生懸命台湾旅行に向けて準備をしております。本当にいいものを食べて，ホテルも五つ星のところ
で，と企画しております。どうか11月の１日（金）から４日（月・祝）を皆様も楽しんで下さい。

お 食 事
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



幹事報告
１．本日17時よりフレッシュ会員研修会を岡山プラザホテル４階鷲羽の間で開催いたします。出席予定

の方は「クラブ活動・運営計画報告書」ならびに2016年手続要覧をご持参の上，出席をお願いいた
します。

２．本日18時30分より，岡本富美子ガバナー補佐訪問第４回クラブ協議会を開催いたします。理事及び
役員，委員長には「クラブ活動・運営計画報告書」をご持参の上，ご出席をお願いいたします。な
お，フレッシュ会員の皆様には引き続きオブザーバー出席していただきます。ガバナー補佐訪問で
すので，上着，テーマバッジ，ネクタイ，チーフ，ロータリーバッジの着用をお願いいたします。

３．次週７月18日（木），納涼特別例会を旧日本銀行岡山支店跡地のルネスホールにおいて18時30分より
開催いたします。お昼の例会はございませんので，お間違えなきようよろしくお願いいたします。

４．７月25日（木）は古瀨俱之ガバナー公式訪問例会となっております。公式訪問ですので，上着・ネク
タイの着用をお願いします。また，当日，国際ロータリーのテーマバッジをポスティングいたしま
すので，お付けください。

５．本日，I.D.M. の年間予定表並びに第１回 I.D.M. のご案内をポスティングしておりますので，ご確認
下さい。

６．ガバナー月信のファイルをお配りしておりますので，お持ち帰りください。
７．他クラブの週報を回覧いたします。

委員会報告
●親睦活動委員会　村松太 副委員長
　７月18日（木），納涼特別例会を，会場をルネスホールで開催します。会場近辺には駐車場がありません
ので，公共交通機関でご来場ください。服装は軽装で大丈夫です。

●ゴルフ同好会　平井真也 親睦活動委員会副委員長
　本日，2019-20年度ゴルフ同好会総会のご案内をポスティングしております。８月８日（木）例会会場でそ
のまま開催いたします。お時間の許す方はふるってご参加ください。

●写真同好会 写友「輪影」　佐藤英明 同好会幹事
１． 本日，写友「輪影」会員の皆様に，７月25日（木）と８月22日（木）の岡山東ロータリークラブ50周年記

念写真集の作品選考会のご案内をポスティングしております。50周年記念写真集は未来永劫語り継が
れる写真集になる予定です。皆様全員の出展をお願いします。

２． 第30回写友「輪影」展が16日（火）から21日（日）まで，岡山県天神山文化プラザで開催されます。15日
（月・祝）15時より飾りつけを行いますので，出展者はご参集ください。

●広報委員会　冨山直司 委員長
　「ロータリーの友」７月号のご紹介をさせていただきます。表紙はマーク・ダニエル・マローニー本年度
RI 会長ご夫妻の写真です。

（横組み記事）
　「ロータリーとは」（６ページ〜）：ロータリーの誕生とその成長，日本のロータリーの99年間のことにつ
いて触れられています。
　RI 会長メッセージ（７ページ）：RI 会長が JFK 国際空港での出来事が，今年度のテーマである「ロータ
リーは世界をつなぐ」という着想のきっかけとなったことが書いてありました。
　2019-20年度国際ロータリーテーマ・RI 世界本部公式訳文（20ページ）
　RI 第2690地区の古瀨俱之ガバナー紹介（36ページ）

（縦組み記事）
　ロータリーアットワーク（22ページ〜）：瀬戸北ロータリークラブの地域「防災体験型イベントに協力」
　岡本哲前年度広報委員会委員長投稿（30ページ左下）：４月号の感想が寄せられています。



●大西直規 S.A.A.
　S.A.A. を担わせていただきます大西でございます。私は2012-13年度西下パスト
会長年度３月期第１週に入会させていただきました。その１週後に再入会された
のが，藤岡会長であり，同時期に入会，再入会であったことからロータリー活動
や過去の経験について色々お教えいただいたことを，つい先日のように思い出し
ます。特に，ロータリーは「親睦に始まり親睦に終わる」という言葉や，「行事に
は家内を帯同すること」等常に言われておりました。そして，入会時から，「良い
ことも悪いことも」フランクに話し合える間柄であったことから，私が S.A.A. に
指名されたものと理解しています。S.A.A. の職務については，会場監督であると
ともに「おもてなし」の演出者であるという認識を深め，菅野副 S.A.A. のお力をお借りしながら，雰囲気
作りに努力したいと考えています。
　本年度の課題としては，
①新会員が早期に馴染めるよう，席の配置について親睦活動委員長と新たに考えます。
② 食事メニューは，全例会日に合わせた構成素案をホテルにリクエストした上で調整しながら進めて参り

ます。
③開場から開会までの間に BGM で楽しんでいただくため，例会日毎に音楽ジャンルを定めます。
④ 月初例会日の国歌斉唱については，その姿勢があまりにも不統一なため，例示しながら「凛とした斉唱」

を促します。
　以上の点に留意しながら，この2019-20年度が素晴らしい例会になるように努めたいと考えます。
　会員皆様のご協力をよろしくお願い申し上げます。

●近藤聡司 職業奉仕委員長
　本年度，職業奉仕委員長を仰せつかりました近藤聡司です。どうかよろしくお
願いします。
　入会以来私はなぜか親睦活動委員会が多く，多分ゴルフの関係だと思うのです
が，計５回も配属されました。もちろんゴルフ担当も５回やらせていただきまし
た。それまでそんなことはやったことがなかったのですが。
　そんなことで奉仕活動についてはよくわからないのですが，幸いにも菅野副
S.S.A. の昨年度職業奉仕委員会での下，職業奉仕について学ぶ機会を与えられ，
２回も地区研修を受け，そのうち１回は代理出席ですが，少しは奉仕について勉
強させていただきました。
　さて，本年度の職業奉仕委員会の活動ですが，まだ何も考えておりません。７月になったら委員会を開
いて皆さんの意見を聞いてまとめようと思っておりましたが，早々にこんな機会を与えて頂き感謝してい
ます。
　私の今思っているのは，一つには内山隆義委員長の出席委員会とコラボして１泊２日でどこかのクラブ
にメークアップに行ってその後，職業奉仕についてためになる経験をしようかと思っております。二つめ
には，職場訪問，当クラブ会員企業以外の所でしようと思っております。三つめには，当クラブ内会員事
務所における優良職員表彰をしようと思っております。以上をおぼろげながら考えていますので，皆様の
ご指導ご協力よろしくお願いをして就任の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。

●井上和宣 社会奉仕委員長
　青少年奉仕委員会と合同で開催する地区補助金申請事業「大規模災害被災地児
童 つながるプロジェクト 地域と日本の未来のために」についてご説明します。
　東日本大震災勃発後，当クラブは２年にわたり気仙沼で支援活動を展開しまし
た。大学生ボランティアを被災地に派遣すべく，現地との調整役，運輸手段の提
供，引率等の役割を担いました。翌年は大学生を派遣すると共に，会員25名で現
地仮設住宅に赴き，会員医師・弁護士等による『よろず相談会』を開催，また被
災者に岡山の郷土料理を振る舞う活動を行うなど絆を育んで参りました。
　そして，昨年の西日本豪雨災害時には報道で真備の惨状を見た気仙沼の方々が，
恩返しをしたいと真備で必要とされる支援物資を集め，自らトラックを運転し２度にわたり物資を届けて

「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

７月11日のプログラム



くれました。
　このような経緯の中で，私どもは被災地がつながることの価値を見出しました。支援を受けた側が支援
する側に回る，この循環こそが今後も日本国内で想定される大規模災害からの復興に貢献できる仕組みだ
と確信しました。支援を受けた側が支援する側に回ることが，今後の日本において大きな力となることを
学んだ私どもは，未来を担う子供達にもこの循環を生み出す契機を提供したいと考えました。
　福島県より被災から立ち直りを遂げた経験を持つ中学生10名をサブリーダーとして招待し，真備の被災
児童60名と共に２泊３日のキャンプを開催します。事前に真備の児童に対しては，会員医師皆様のご協力
を仰ぎ，健康相談会も併せて開催します。参加する真備の児童が，いつの日か復興を遂げた地元から支援
する側に回るきっかけとなる学びの場を提供できればと願っています。当事業と社会奉仕委員会の活動に
ご理解，ご協力をお願い申し上げ抱負とさせていただきます。

フレッシュ会員研修会（7/11）　

　７月11日（木）17時15分より岡山プラザホテル
「鷲羽の間」において舟橋ロータリー情報委員長，
藤岡会長，諸國会長エレクト，貝原幹事及び６名
のフレッシュ会員が集い，フレッシュ会員研修会
が開催されました。研修内容は，ロータリークラ
ブの歴史，各ロータリークラブとの関係，規定審
議会で採択された立法案の説明など，多岐にわた
りました。

第４回クラブ協議会（岡本富美子ガバナー補佐訪問）（7/11）　

　７月11日（木）18時30分より岡山プラザホテル「相生の間」にて，第４回クラブ協議会が岡本富美子ガバ
ナー補佐，向井厚信随行者の訪問を受けて開催されました。なおフレッシュ会員５名がオブザーバー出席
しました。藤岡千秋会長，岡本富美子ガバナー補佐の挨拶のあと，貝原明宏幹事のクラブ概況報告及び，
各委員長からの委員会活動計画の発表が行われました。
　岡本ガバナー補佐から，100名を超えるクラブでありながら出席率が岡山県でもトップクラスで，その
方々が各種委員会活動の実施を周知でき，行動力と成果には目を見張るものがある，このクラブはいつも
楽しそうである，素敵な方が集まって
おられるから人が増えていくというお
褒めのコメント，及び，ロータリーの
高潔性を維持するための増強というこ
とを踏まえた上での親睦，誠実，寛容，
奉仕，リーダーシップの５つの価値を
失うことのない活動を継続されること
を期待します，とのコメントをいただ
きました。
　この後の懇親会は，岡本ガバナー補
佐を囲んで和やかなムードで行われま
した。



第１回ゴルフ同好会（7/15）　

　７月15日（月・祝）赤坂レイクサイド・カントリークラブにて，ゴルフ同好会第1回例会ならびに前年度取
り切り戦が開催されました。藤岡会長年度最初のゴルフ同好会は総勢34名が参加し，更井ゴルフ同好会会
長のご挨拶でコンペスタート，空色鼠の梅雨空は朝から薄日がさして気温も上昇。午後には青空も望め，
この時期としては良好な気象条件のもとでプレーは進みました。
　見事第１回例会優勝は糸島パスト会長ご令室 尚子様，同時に舟橋会長年度の優勝経験者で競う取り切り
戦の栄誉も手にされました。また，当カントリークラブ理事長であります坪井パスト会長のお心遣いにて
キャディーバッグを頂戴し，理事長賞（第６位）として荒川パスト会長が獲得されました。ご受賞の皆様お
めでとうございます。
　今年度ゴルフ同好会は三垣幹事長の示教を得て，親睦活動委員会の平井・岡﨑・末藤・髙橋（治）が担当
させていただきます。どうぞ，よろしくお願いいたします。
 ［文章・写真提供：岡﨑秀紀 会員］

（第１回例会） OUT IN GROSS HDCP NET
優勝　糸島尚子 様 45 40  85 28 57
２位　影山修司 会員 45 40  85 24 61
３位　井上和宣 会員 53 50 103 35 68
ＢＧ　松永光弘 会員 38 39  77  6 71

（取り切り戦） OUT IN GROSS HDCP NET
優勝　糸島尚子 様 45 40 85 21 64

理事長賞（６位）荒川謙三 パスト会長 BG　松永光弘 会員

取り切り戦優勝
糸島尚子様（糸島パスト会長ご令室）

３位　井上和宣 会員第１回大会優勝
糸島尚子様（糸島パスト会長ご令室）

２位　影山修司 会員



2019-20年度　県南17RC正副会長幹事会（7/16）　

　７月16日（火）18時30分より，アークホテル岡山
に於いて，2019-20年度県南17RC 正副会長幹事会
が開催されました。佐藤芳郎パストガバナー，岡
本富美子第９グループガバナー補佐，今井健第10
グループガバナー補佐，油谷直幸第11グループガ
バナー補佐を来賓としてお招きし，県南17RC の会
長，副会長，幹事，副幹事が出席しました。
　当クラブからは，藤岡千秋会長，佐々木篤副会
長，貝原明宏幹事，松本崇副幹事が出席し，藤岡
会長よりクラブの運営方針の発表とともに出席メ
ンバーの紹介が行われました。
 ［写真・文章提供：松本崇 副幹事］

第30回�写友「輪影」展（7/16-21）　

　７月16日（火）より７月21日（日）までの６日間，岡山県天神山文化プラザ第4展示室にて，第30回写友「輪
影」展が開催されました。50周年行事との関係で，例年４月開催の展示会が，本年は７月になりました。
　今回の写友「輪影」展は，津嶋久仁香顧問１点と写友メンバー29名各２点の計59点が展示されました。
　展示作品の素材は人物・動物・風景・植物・競技場と様々で，撮影先も身近なものから国内旅行先ある
いは中国・ベトナム・タイ・シンガポール・北米・欧州など国外旅行先と，さまざまな力作が揃い，顧問
の津嶋先生からも会員の皆が腕を上げた結果と講評をいただきました。
　展示期間中，512名もの多数のご来場をいただきました。ご来場いただいた皆様に厚くお礼申し上げま
す。



2019.7.18　第2432例会

納　涼　特　別　例　会
At Renaiss Hall（旧・日本銀行岡山支店）　

出席報告
　会員数　102名（内出席免除者13名）
　出席者　93名（内出席免除者出席11名）
　出席率　93.00％
　ビジター　０名

●安藤究真　親睦活動委員長　挨拶
　本年度の親睦活動委員会としましては，『〜把手共行〜，ともに楽しいと感じら
れるロータリーを！』の実現に向けて，親睦に始まり親睦に終わるということで
様々な行事を予定しております。地区大会前の出雲旅行，会長肝入りの11月１日
から４日にかけての台湾親睦旅行，冬の北陸親睦旅行，来年４月のベトナム奉仕
活動と，多数の親睦活動を予定しております。たくさんの会員とご家族のご参加
をお願いします。
　そして本日の納涼特別例会は，本年度最初の親睦活動です。皆様に楽しんでい
ただけますよう親睦活動委員会一同で準備してまいりました。それではルネス

ホールのひと時の涼をお楽しみください。

　村松太親睦活動委員会副委員長の司会進行のもと，舟橋弘晃直前会長による乾
杯の発声で，親睦の宴が始まりました。
　そして山科賢一ジャズトリオの皆様に，スタインウェイのピアノとウッドベー
ス，アルトサックス，フルートのぬくもりを感じさせる編成で，“Time as go by”
などのスタンダードな名曲を BGM として生演奏していただきました。

会長挨拶
　こんばんは，私は岡山東ロータリークラブ第52代会長を仰せつかりました，
藤岡千秋と申します。何卒，よろしくお願い申し上げます。本日は，納涼特
別例会を開催するにあたり，ご夫人を含め，130人もの皆様にお集まりいただ
き，衷心より御礼申し上げます。
　今年度，古瀨俱之地区ガバナーは，ロータリーの原点に返り，ロータリー
のバッジを胸につけ，ロータリアンとしての誇りを持って行動し，楽しい例
会，全員参加型の奉仕活動を呼びかけておられます。
　高潔な職業人たるロータリアンにとっての基本は親睦であり，過去歴代の会長方針を紐解きまして
も，究極の目標は「楽しい」以外にありません。
　私の掲げるテーマ『把手共行』は，「手をとって共に行く」という禅の言葉です。本日，その第１回
目のご夫人同伴の夜間特別例会に，このように大勢の皆様とともに，楽しい時間を過ごすことができ
ることを心より嬉しく思います。
　今回納涼特別例会を企画し，ご尽力下さった安藤委員長をはじめ親睦活動委員会の皆様に厚く御礼
申し上げます。
　今宵は皆様，早速共に手をとり，楽しい時間を過ごしましょう。



　アークホテル岡山による出張料理，大森豆富様による大豆豊かで涼感を感じさせる冷奴，華伝座様によ
る旬のフルーツを用いたビジュアル的にも魅せるカクテル，そして眞金堂様によるこだわりの手打ちそば
を頂戴しながら，会員と家族は一斉に親睦を深めました。

　ビールサーバーとして貝原幹事と大西 S.A.A. が大活躍でした。

友と未来へ　各テーブル記念写真
　本日の納涼特別例会は，37名の会員ご令室と米山留学生の王思佳さんをお招きして，ヨーロッパの古典
形式を取り入れたクラシックな建物と BGM が醸し出すレトロな空間の中で，上品にかつ賑やかに行われま
した。

大森豆富様の涼感豊かなおとうふ 華伝座様の即興風なカクテル作り

アークホテル岡山の出張料理（前菜）

眞金堂様こだわりのお蕎麦

ビールサーバーを務める貝原幹事と大西 S.A.A.





『〜把手共行〜，ともに楽しいと実感できるロータリーを！』 
大正時代の雰囲気の中，ジャズを聴きながら

　会員・ご家族一同の親睦に花が咲いたところで，いよいよ後半は宮本早苗様のヴォーカルによる「宮本
早苗 with 山科賢一ジャズトリオ」によるジャズライヴを皆で拝聴しました。

　本日の曲目は“All of Me”，“The Girl from Ipanema”，“Fly Me to the Moon”，“Lullaby of Birdland”，
“Over the Rainbow”で，20世紀を代表するジャズのスタンダードが，宮本様のしっとりとしたヴォーカル
により５曲披露されました。

宮本早苗 with 山科賢一ジャズトリオ

会場風景

ヴォーカル・宮本早苗様

演奏の合間に（山下貴司会員と王思佳さん）



　そして，30分のライヴが終わり，拍手喝采に包まれて終演，と思いきや，何と藤岡会長がヴォーカリスト
で登場し，昭和歌謡がおしゃれでジャジーな「宗右衛門町ブルース」に生まれ変わって披露されました。さ
らにアンコールで「北国の春」も藤岡会長のヴォーカルで演奏され，大団円を迎えました。

手に手つないで　共に行こう
　楽しかった時間も，いずれは終わりの時間が訪れます。盛り上がった納涼特別例会を締めくくり，佐々
木篤副会長からの閉会の挨拶を迎えました。親睦活動委員会の皆様，お世話になりました。

　最後は，ロータリーソング「手に手つないで」の斉唱で締めくくりました。

　こうして，大正ロマンの舞台
を演出した本年度の納涼特別例
会は終わりました。皆様お疲れ
さまでした。そしてご参加あり
がとうございました。

藤岡会長 Vocal「宗右衛門町ブルース」

佐々木篤副会長　閉会挨拶

「手に手つないで」合唱

大正ロマンの舞台が終わって

拍手喝采の中，大団円

お世話になった親睦活動委員会の皆様


