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本日のプログラム
　「お祝行事」
　「年次総会」
　「ロータリー財団月間にちなんで」
　横手典明 ロータリー財団委員長

11月14日のプログラム
　「『ピンポン伝来の地』三友寺和尚の雑感」
　勘藤晋 会員

例会報告（10/24）

出席報告
会員数　102名（内出席免除者15名）
出席者　80名（内出席免除者出席９名）
出席率　83.33％（前々回訂正後出席率95.92％）
ビジター　０名

会長挨拶
　皆様，こんにちは。いつも同じことを申し上げますが，例会にご出席いただきありがとうございます。
　10月19日・20日と出雲へ地区大会に，当クラブより登録数50名，当日30名の会員の方々のご出席で参加
して参りました。皆様ご存知の通り，いつもの地区大会で特に変わったことは感じられませんでしたが，
一つ二つ，感じたことを報告させていただきます。
　本年度，３月の PETS への参加で，今までと違ったロータリークラブの方向を感じ，今日までその激変
の中でのロータリーを運営してきました。今年度 RI 会長代理山崎淳一パストガバナーの基調講演を聞き，
決してロータリークラブの方向は特に日本においては変わっていないことを感じました。ロータリーは，
親睦と奉仕であり，親睦の原点は例会出席を強調され，ロータリーには答えはなく，それぞれが多様性を
持ってこれに臨むということを言われました。私達一人ひとりがロータリーの原点は変わってくるもので
はないという自覚により，今後のロータリーの発展があると思い，その意味において今回の地区大会の会
長として参加は有意義なものであったと思いました。
　次に，ガバナー月信において，今年度の出席率の報告が記載されており，当クラブは訂正後出席率96％
と僅差で３位であり，それなりの評価をしておりましたが，地区大会に臨み，地区内，特に鳥取の２クラ
ブが99.7%，99.3% で表彰を受け，改めて出席率向上の必要を感じました。今年の方針の一つとし，限りな
く100％に近づけることを掲げており，皆様の例会への出席，そしてメークアップをお願い申し上げます。

幹事報告
１．本日，台風19号災害復旧支援義援金の募金箱を回させていただきます。なお，今回の募金は社会奉

仕委員会の事業として福島県郡山市の方へ直接物資を送るように予定しております。皆様ご協力の
程をよろしくお願いいたします。

お 食 事
ビーフストロガノフ，野菜サラダ，ライ
ス，コーヒー



２．次週10月31日（木）は，定款第８条第１節により休会となります。次回例会は11月７日（木）となって
おります。なお，11月７日は年次総会となっておりますので，皆様の出席をよろしくお願いします。

３．他クラブ週報を回覧いたします。

表彰状伝達式
　10月19日（土）2019-20年度 RI 第2690地区 地区大会初日に行われた表彰で，藤岡千秋会長が代表して授与
された各種表彰状等に関し，舟橋弘晃直前会長への伝達式が行なわれました。個人に対して授与された感
謝状・表彰状等に関し，伝達式が行なわれました。

＜2018-19年度における RI 表彰＞
●ロータリー会長特別賞　シルバー賞 

＜2018-19年度における 地区表彰＞
●米山記念奨学会寄付達成クラブ（６千万円達成クラブ），米山記念奨学会寄付総額上位５クラブ（寄付総額
第５位）
●年次基金への寄付において１人当たり150ドル以上達成したクラブ
●会員増強目標達成クラブ（純増最低１人増強）
●米山記念奨学会普通寄付（年5,000円 / 人）かつ特別寄付（10,000円 / 人）達成クラブ 

＜2018-19年度における 個人に対する感謝状・表彰＞
●荒川謙三2018-19年度地区第９グループガバナー補佐に対して感謝状が授与されました。
●横山洋パスト会長に「在籍50年功労賞」が授与されました。
●坪井俊郎パスト会長に「在籍50年功労賞」と「長寿賞」が授与されました。
●世良仁会員に「ロータリー財団メジャードナー　レベル1」が授与されました。



お祝い
　中井拓司会員に第一子が誕生し，慶弔規定に則
り藤岡会長よりお祝いが渡されました。
　中井会員から，家族を年末家族特別例会に連れ
て来られるよう頑張りますとのコメントをいただ
きました。

「岡山市ジュニアオーケストラ創立55周年記念コンサートへの協賛金」贈呈
●趣旨説明　高橋憲志 青少年奉仕委員会委員長
　協賛金贈呈のいきさつを申しますと，藤井会長年度に国際奉仕事業として，岡山市ジュニアオーケスト
ラとの交流を始めました。当クラブの創立50周年では大変お世話になりました。来たる2020年３月21日

（土）に岡山市ジュニアオーケストラ創立55周年記念コンサートが開かれます。わがクラブとしてもこのコ
ンサートに協賛することで，より一層良好な関係を深めたいと思っております。 

　続いて藤岡会長より公益財団法人岡山市スポーツ・文化振興財団事務局長三村晃弘様に協賛金贈呈が行
われ，三村様よりお礼のご挨拶をいただきました。



委員会報告
●親睦活動委員会　平井真也 副委員長
　11月の台湾旅行に行かれる方へ連絡させていただきます。11月１日（金）に貸切バスで出発される方は朝
７時にプラザホテル集合となっております。途中，岡山駅西口や関西国際空港で合流される方は事前にご
連絡下さい。11月２日（土） に貸切バスで出発される方も同様に朝７時にプラザホテル集合となっておりま
す。途中，岡山駅西口や関西国際空港で合流される方は事前にご連絡下さい。例会終了後に本会場にて横
手ロータリー財団委員長より事前説明会がありますので，お時間の許す方はご参加の方をよろしくお願い
します。
　
●職業奉仕委員会　近藤聡司 委員長
　本日，11月28日（木）優良企業事業所訪問のポスティングをさせていただいております。行先は山陽新聞
社の新しくできたさん太しんぶん館となっております。ふるってご参加下さい。

●国際奉仕委員会　辻和英 委員長
　本日，岡山後楽園和文化フェスティバル園遊会への外国人留学生参加公演事業についてポスティングさ
せて頂いております。日時は11月９日（土）で，国際奉仕事業として外国人留学生40名を招待しております。
開園前に外国人留学生の皆様と集合写真を撮影し，その後和文化フェスティバルで交流をして一緒に楽し
く盛り上がる予定です。皆様のご参加を心からお待ち申し上げます。

●ゴルフ同好会　平井真也 親睦活動委員会副委員長
　本日，第４回ゴルフ同好会のご案内をポスティングさせて頂いております。日時は11月23日（土・祝），
場所は後楽ゴルフクラブを予約しております。皆様方の多数のご参加をお待ちしております。

●囲碁同好会　大塚学 会員
　本年度囲碁同好会第２回同好会開催のご案内をポスティングさせて頂いております。日時は11月28日

（木）18時30分から，場所はアークホテル岡山，平日開催になりますので２時間で３回戦の競技を予定して
おります。夕食もご用意しておりますので，多数のご参加をお待ちしております。

　私はホテル勤務歴26年とホテルマンとしては長く勤務させていただいておりま
す。今回はホテルで仕事をするに当たり，楽しいこと，苦しいことをお話しさせ
ていただきます。
　ホテルマンの楽しみは，やはり客室を満室にする事です。実は365日の内，当日
を迎えて満室になっている事はほとんどございません。朝から満室の状態である
と不安でしょうがありません。なぜかと言うと，予約漏れが起きてしまった場合
や客室設備が故障してしまうとオーバーブッキングとなるからです。そうなると
近隣の他ホテルを手配しなければなりませんが，お客様が納得するとは限りませ
ん。自分のホテルよりグレードが高く，グレードが高い部屋を準備する必要が有
りますが，他ホテルも満室で空いていない可能性があります。という理由から，部屋は空いているけど販
売しない事があります。誠に申し訳ございません。
　私にとって楽しい事とは多くのお客様にご利用いただく事です。苦しい事はお問合せをお断りしなけれ
ばいけない時です。ホテルと言う所は，客室も宴会場も日々販売できる数が決まっており営業マンは売れ
るのに売れないという辛い思いをする事が有ります。
　私は，今も昔も職場が好きで，好きな場所に好きな家族や友人などを呼ぶ事が楽しみでもあります。岡
山に来て１年経ちましたが，気にはしていませんが家族は１回も来ていません。しかし信頼するロータ
リーの皆様から多くご利用いただいておりますので，私の楽しみは継続されております。今後ともアーク
ホテルをよろしくお願いいたします。

「ホテルの楽・苦〜福岡編〜」 藤崎信明 会員

10月24日のプログラム



　岡山東ロータリークラブに入会して１年が過ぎました。今回貴重なお時間をい
ただきましたので，私の会社での業務を紹介させていただきます。
　山陽新聞社は明治12年創刊の「山陽新報」を起源に，明治，大正，昭和，平成，
令和と５つの時代を地域の皆様に支えられながら発行を続け，今年創刊140周年の
節目を迎えました。弊社の概要等は松田社長名で HP に掲載されておりますので，
ここでは割愛させていただきます。
　私の所属する広告本部は，新聞社収入の二本柱の一つである新聞広告を取り扱
う部署でありますが，モノを売る広告だけでなく，いかに地域を活性化できるか
を常時考え，新聞力，新聞社力を駆使して催事や紙面企画を展開しています。ま
た，以前は敬遠気味であった飲食関係のイベントも複数手掛け，山陽新聞レディースカップをはじめとす
る多くのスポーツイベントにも参入し，地域の賑わいを創出し，『元気』を応援しています。
　今年は新規大型企画として，「桃太郎外伝　鬼詣　岡山見聞録」をスタートさせました。かなり経費がか
かりましたが，岡山県の観光を県内外へ発信するスマートフォンのゲームアプリを開発し，運用を開始し
ました。観光振興の新しい手法として全国でも注目を集めています。
　これからも地域とともに歩み続けます。有益な情報を満載しておりますので，是非，山陽新聞をお読み
ください。

第３回ゴルフ同好会（10/22）　
　10月22日（火・祝），秋晴れの心地よい季節と
なったこの日，たけべの森ゴルフ倶楽部にて，ゴ
ルフ同好会第３回例会が開催されました。今回の
参加者は総勢30名，更井ゴルフ同好会会長よりご
挨拶をいただいた後，コンペがスタートしました。
　当日の朝まで雨が残るとの予報を覆し天候は晴
れ。まさにスポーツの秋，絶好のコンディション
の中で熱戦が繰り広げられました。熾烈なトップ
争いを制し，第３回例会は瓦谷祐司会員が見事に
優勝の栄冠を手にされました。各賞に入賞されました皆さま，おめでとうございます。
　次回の第４回例会は11月23日（土・祝）に後楽ゴルフ倶楽部にて開催いたします。奮ってのご参加を心よ
りお待ちしております。
 ［文章・写真提供：髙橋治朗 会員］

（第３回例会） OUT IN GROSS HDCP NET
優勝　瓦谷祐司会員 42 41 83 15 68
２位　内山隆義会員 49 50 99 28 71
３位　髙藤祚嗣会員 45 46 91 19 72
ＢＧ　瓦谷祐司会員 42 41 83 15 68

「地域を元気にする」 松尾政典 会員

10月24日のプログラム

優勝　瓦谷祐司会員 ２位　内山隆義会員 ３位　髙藤祚嗣会員 BG　瓦谷祐司会員



　2019-20藤岡千秋会長年度・秋の親睦旅行は，活動方針『〜把手共行〜，ともに楽しいと実感できるロー
タリーを！』を存分に実現するために，藤岡会長が自社事業展開で良く知る台湾３泊４日旅行となり，会
員35名，ご夫人ご家族11名，合計46名の参加で存分に台湾を味わってきました。

１日目（11/１）
　旅行は朝７時，岡山プラザホテルからの専用バスからスタートです。途中，岡山駅や関西国際空港で合
流する会員・家族とチャイナエアラインで台湾に飛びたちました。
　最初の夕食会は，台北市・美福大飯店（メイフルグランドホテル）での新広東料理を味わいました。

　岡山空港からタイガーエアで飛び立った面々も，台北市内の台北國賓大飯店（アンバサダーホテル）と，
老爺大飯店（ホテルロイヤルニッコータイペイ）で合流しました。

秋の親睦旅行（台湾）　11/１〜４



２日目（11/２）
　台北市内観光で，九份，天籠上げの十分を訪れ，台北市内で「鼎泰豊」の小籠包を頂いたあと，龍山寺，
忠烈祠の衛兵交替式を回りました。



　夕食は陳愷会長をはじめとした台北東ロータリークラブのメンバーをお招きして，２泊３日組の会員・
家族とも合流して台北國賓大飯店での会長招待晩餐会となりました。



３日目（11/３）
　三組に分かれ，故宮博物院を回るグループ，前日と同じコースを味わう２泊３日組，花蓮駅に向かいそ
こから専用バスで太魯閣渓谷を目指すグループと３組に分かれて観光しました。太魯閣渓谷を目指すグ
ループは写友「輪影」旅行を兼ねており，めいめいに写真撮影を楽しみました。



　夕食は会員・家族の多くは老舗台湾料理店の励葉（シンイエ）台菜創始店で，料理とお酒を楽しみました。

　この日台北東 RC55周年行事が晶華酒店（リージェントタイペイ）で開催され，日本からは岡山東 RC より
藤岡会長，貝原幹事，荒川パスト会長，佐々木副会長，菅野副 S.A.A.，近藤職業奉仕委員長，辻国際奉仕
委員長，高橋青少年奉仕委員長，横手ロータリー財団委員長が，東京江戸川 RC とともに参加しました。藤
岡会長・荒川パスト会長と台北東 RC の会員とのカラオケの大合唱もあり，台北東と東京江戸川 RC の会員
の方々との交流を深めました。



４日目（11/４）
　台北101に寄り，一行は台湾に別れを告げ，台湾桃園国際空港からチャイナエアラインで関西国際空港か
ら専用バス，またはタイガーエアで岡山に戻りました。関西国際空港で解団式となり，全日程を終了しま
した。

11月の月間行事予定 � ロータリー財団月間
例 会 行 事 プ ロ グ ラ ム そ の 他 の 行 事
７日通常例会

14日通常例会

21日通常例会

28日通常例会

・「お祝い行事」「年次総会」
・「ロータリー財団月間にちなんで」

横手典明 ロータリー財団委員長
・「『ピンポン伝来の地』三友寺和尚の雑感」

勘藤晋 会員
・「防災について」
　防衛省・自衛隊岡山地方協力本部長１等陸佐

山根直樹 様
・「古本市場の CSV 活動」

株式会社テイツー 代表取締役　藤原克治 様

１〜４日　・秋の親睦旅行（台湾）
７日　　　・第５回理事会
９日　　　・ 岡山後楽園和文化フェスティバル

園遊会への外国人留学生参加事業
14日　　　・ 麻雀同好会「東風の会」
　　　　　　（ロイヤルマージャン CL）
23日　　　・ゴルフ同好会（後楽 GC）
28日　　　・ 優良企業事業所訪問「山陽新聞社 

新印刷工場 さん太しんぶん館」
　　　　　・ 囲碁同好会（アークホテル岡山）

11月の月間メニュー
７日通常例会
14日通常例会
21日通常例会
28日通常例会

・ サーモンと明太子の和風スパゲッティ，チキンのカラアゲ コールスローサラダ添え，コーヒー
・【すき焼き鍋定食】牛肉・豆腐・コンニャク・野菜一式，生卵，御飯，香物，日本茶
・八宝菜，ギョーザ，中華スープ，御飯，搾菜，ウーロン茶
・スープ，ビーフヒレカツ 温野菜添え，ライス，コーヒー


