
2020.1.23　第2455例会� No.2288

▲

本日のプログラム
　「初實剣理方一流甲冑抜刀術の卓話と実演」
　大河原喬会員

２月６日のプログラム
　「お祝行事」
　「イニシエーションスピーチ」久保木浩 会員
　「『ピンポン伝来の地』三友寺和尚の雑感」勘藤晋 会員

●１月30日は例会休会（定款第７条第１節による休会）

例会報告（１/ ９）

出席報告
会員数　101名（内出席免除者14名）
出席者　85名（内出席免除者出席10名）
出席率　87.63％（前々回訂正後出席率96.97％）
ビジター　０名

会長挨拶
　新年あけましておめでとうございます。会員の皆様におかれましては，つつがなくお健やかに新年をお
迎えになり，衷心よりお慶びを申し上げます。
　新年を迎え，私の年度が残り６ヶ月となりました。新たな気持ちで「把手共行」と「ともに楽しい」を
実感できるよう頑張っていく所存でございますので，何卒よろしくお願いを申し上げます。
　さて，正月の空は，いろいろな表現でおめでたい事を表現します。「初空」「初曙」「初明かり」「初茜」
これらは，新年の夜明けをいまかいまかと心待ちにする気持ちを表現するもので「初東雲」「初日の出」と
天皇が行う「四方拝」がやがて民間に広まり，初日の出を拝む習慣が生まれたともいわれます。元旦とは，
初日の出のことで，それが転じ新年の朝を元旦といい，「旦」は地平線から日が昇るさまを表現したものだ
そうでございます。今年一年皆さんが健康に恵まれ，幸多かれと祈念し，ご挨拶とさせていただきます。

第７回理事会報告 
１．下半期の会費・諸会費の納入について承認されました。
２．岩田会員より2019年12月21日に退会届が提出され，これについて事後承認されました。
３．新会員小林孝一郎様の入会と親睦活動委員会への配属が承認されました。
４． 新会員歓迎会を２月20日（木）にアークホテル岡山にて18時30分より開催することが承認されまし

た。
５．西大寺会陽少年はだか祭りの協賛について承認されました。

お 食 事
幕の内，赤飯，ミニ雑煮



幹事報告
１．次週１月16日（木）の例会は18時30分よりアークホテル岡山にて新年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。
２．他クラブ週報を回覧いたします。

葬儀お礼
　故 児島道浩会員のご親族，児島真由美様より，生前の厚誼並びに葬儀参列等に対するお礼のご挨拶があ
りました。故 児島道浩会員のご冥福を心よりお祈りいたします。

会員入会式
小林孝一郎

（こばやし こういちろう）会員
松山胃腸科外科　内科非常勤医
岡山県議会議員
推薦者：更井正人 パスト会長，
　　　　石井英行 パスト会長

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状並びに認証ピンが届き，藤岡会長より授与されました。
●�第４回マルチプル・ポール・
ハリス・フェロー
　諸國眞太郎�会長エレクト

●�第３回マルチプル・ポール・
ハリス・フェロー
　内山隆義�出席委員長

●�第２回マルチプル・ポール・
ハリス・フェロー
　横山�洋�パスト会長

●�第１回マルチプル・ポール・
ハリス・フェロー
　菅野正則�副 S.A.A.�

●�第１回マルチプル・ポール・
ハリス・フェロー
　根木克己�会員

●�第１回マルチプル・ポール・
ハリス・フェロー
　勘藤�晋�会員

●ポール・ハリス・フェロー
　井上和宣�社会奉仕委員長

●ポール・ハリス・フェロー
　土井雅人�会員

委員会報告
●ゴルフ同好会　平井真也 親睦活動委員会 副委員長
　ゴルフ同好会からのポスティング資料といたしまして，第５回例会の組み合わせの方をご案内させてい
ただいております。開催日時は１月18日（土），会場は岡山ゴルフ倶楽部帯江コース，集合は８時となって
おります。ご参加いただける皆様はどうぞよろしくお願いいたします。



●探鳥同好会「バーディングクラブ」　小橋雅治 同好会幹事
　カモを見る会を再度ご案内させていただきます。１月19日（日）朝９時半から玉野市のみやま公園で開催
いたします。もし雨天の場合は中止になるのですが，足のない方は私の方までご連絡下されば段取りいた
しますので，ふるってご参加下さい。

米山記念奨学金の授与
　米山記念奨学生の王思佳さんに藤岡会長より１月の奨学金が授与さ
れました。

お祝い行事
会員誕生日　　　井上（英），山田，友野，西本，近藤（聡），
　　　　　　　　近藤（典），池田，貝原，小橋，髙橋（治），日名
会員夫人誕生日　諸國，冨山，萱原，神田
結婚記念日　　　萱原，松永，土岩，貝原，眞殿

　新年明けましておめでとうございます。会員の皆様におかれましては，輝かし
い2020年をつつがなく，健やかにお迎えの御事と存じます。今年一年，何事もな
く，幸せ多い年でありますよう，願ってやみません。『〜把手共行〜，ともに楽
しいと実感できるロータリーを！』掲げ，期の半分を消化し，迎えた新年，振り
返って見ますと，皆様の絶大なるご支援を頂き，全て大成功のもとで大過なく，
ここにご挨拶をさせていただく幸せを感じ，皆様のおかげと，心中より感謝を申
し上げます。就任前，高齢であり，何かと健康上の心配も多々ありましたが，逆
に皆様の激励のもとで，むしろこれが後押しをしていただき，また励みとなり，
充実した半年を過ごし，残る半年に対し，精一杯頑張りたいと思っておりますの
で，変わりなくお声掛けくださいますようお願いを申し上げます。
　さて，この半年，自分が思っていなかったことに，度々遭遇して参りました。今まで私は，岡山東ロー
タリークラブの中での存在でしたが，外に出てロータリーを体験する中で，未曾有の変革と多様化してい
くロータリークラブを，どのように捉え，どのように考えていけばと，思案することが多々ありました。
変動していく環境の中，岡山東ロータリークラブは，長年培われてきた歴史と伝統のもと，何等これに臆
することなく，変わることなく，会長として全うしてこられましたこと改めて感謝申し上げます。PETS に
行ったとき，激変を感じました。古瀨ガバナーとも議論を交わしましたが，これまでと変わりなく今まで
どおり高潔な職業人の集まりとしてやってこられたことのご理解と，ロータリークラブへの愛情があって
今日のクラブがあるのだろうと思います。残り半年，ロータリーのバッジを胸につけ胸を張って，『把手共
行』のテーマのもと，ロータリーの原点，すなわち親睦と友愛の中から奉仕の理想を求めて邁進していく
所存ですので，何卒よろしく相変わりませず，皆様の協力のもと残りの行事を着々とこなして今年の６月
には無事着岸できることをご支援くださいますよう，何卒よろしくお願いを申し上げます。
　最後にこの場をお借りして，お詫び申し上げます。昨年の暮れ，井上一パスト会長が健康上の理由とは
いえ退会され，続き病気療養中であった児島道浩会員の逝去を皆でお見送りしたところでございます。そ
して増強も大事ですがそれよりもここにいる会員の退会をなくすることが大事と昨年の会長挨拶で申し上
げたのですが，必死に慰留に努めましたが，本人の意志が固く12月21日に岩田冨士夫会員の退会申し入れ
があり，甲斐なく年末で退会されました。「把手共行」「ともに楽しい」を共有することができずこのよう
なことになりましたこと，皆様に改めてお詫び申し上げます。会員が欠席し始めたとき，みんな手を取り
合って軌道修正を図っていただいて，楽しいを実感できるよう形を作っていきたいと思います。ますます
のご協力を賜りたいと思います。
　私の座右の銘は若い頃より『一隅を照らす』をもってやってきました。昨年の舟橋パスト会長は『一隅
を照らす』を岡山東ロータリークラブのテーマとし運営されました。そこで同じようなニュアンスですけ
れども私は『把手共行』を掲げました。私の『一隅を照らす』の解釈は，隅々まで光を照らすということ

「新年のご挨拶」 藤岡千秋 会長

１月９日のプログラム



で理解しておりましたが，今回もっともっと皆様を見ていかなければいけないなと思い，今後の運営に頑
張っていきたいと思っております。

第6回ゴルフ同好会（1/18）　
　１月18日（土）岡山ゴルフ倶楽部帯江コースにてゴルフ同好会第６回例会が開催されました。朔風と枯れ
芝がコースの難易度を上げる時節なれど風冴ゆる冬日和，24名の参加者は莫逆の友よろしく睦月ゴルフを
楽しみました。
　令和２年初戦の栄冠は見事に横手典明会員が手中に収め，横山洋パスト会長をはじめ多くの方々のお気
遣いも賜り，本会はつつがなく幕を下ろしました。
　次回は２月24日（月・祝）たけべの森ゴルフ倶楽部にてレベルアップ例会［第２回］を開催いたします。
奮ってご参加いただきますようご案内申し上げます。
 ［文章提供：岡﨑秀紀 会員・写真提供：髙橋治朗 会員］

（第６回例会） OUT IN GROSS HDCP NET
優勝　横手　典明 会員 47 52 99 25 74
２位　舟橋　弘晃 直前会長 47 46 93 19 74
３位　荒川　謙三 パスト会長 46 49 95 20 75
ＢＧ　三垣日出人 会員 38 42 80 0 80

優勝　横手典明会員 ２位　舟橋弘晃直前会長 ３位　荒川謙三パスト会長 ＢＧ　三垣日出人会員



　児島道浩会員は2019年（令和元年）12月19日（木）ご逝去されました（享年59歳）。
生前のご遺徳を偲び謹んで哀悼の意を表しますとともに，心よりご冥福をお祈り
申し上げます。

●ロータリー歴
　2001年（平成13年）６月７日　入会
　2006年〜2007年　会報委員長
　2007年〜2008年　会報委員長
　2011年〜2012年　広報委員長

●弔文
児島を偲んで
� 岡山東ロータリークラブ　武　和志　　
　本稿に取り掛かっている時，児島から「りんご」が届いた。天国からの贈り物か。
　私と児島道浩とは一回り離れた子年で，今年は彼の還暦を祝う予定だった。
　2016年夏の健康診断で胃に悪性腫瘍が見つかった。ステージ４，末期癌だった。積極的な治療が出来な
い状況で３年半生きた。肉体的にも精神的にも辛い日々だったと想う。治療に伴う痛みも死と対峙する心
のうちの葛藤も見せることはなかった。むしろ彼は病魔に闘いを挑むかのように活動的な日々を送った。
胃癌が発見された年の暮れには夫婦で北欧を巡った。途中 LINE でその道中記を知らせてきた時には驚き
と共に怒りさえ覚えた。
　その後も彼は主治医や我々を欺き，ボウリング，ゴル
フ，ダイビングを楽しんだ。だんだん痩せていく中で

「今日は調子がええから」と健康な時と変わらぬ飲食ぶり
を発揮する時もあった。胃の入り口の部分に癌があり，
食物を飲み込むことが困難で時々嘔吐することもあった。
食事の時には鋏を携帯していて料理を小さくカットして
食していた。
　主治医から亡くなった後「児島は，あの状態で良く頑
張ったと思う。気が狂ってもおかしくなかった。」と聞い
た時，今まで我儘としか思えなかった言動が彼の男らし
い死生観であると感じられ，畏敬の念を抱かずにはいら
れなかった。
　児島は多趣味であった。各々の道具に関して徹底した

「こだわり」を持っていた。棺の中の児島にかけられた鼈
甲の眼鏡は彼の父親が愛用していたものだった。最後の
お別れの時，息子の都史が「この眼鏡，今度は僕が使わ
せてもらいます。」と私に告げた。児島はちゃんとよき後
継者を育てていた。
　児島は岡山東ロータリークラブに18年間在籍していた。
存在感のある会員だった。彼が会報委員長の時，会報誌
のサイズが B5から A4になった。写真の多い読みやすい
ものとなった。以前の予算と変わらぬコストでできたこ
とを自慢していた。
　児島との付き合いは1985年７月より始まり概ね35年に
なる。彼について多く語らねばと気負ってしまい煩雑な
文章となってしまった。彼を悼む気持ちをご推察の上ご
容赦願いたい。
　大本教では亡くなると神になるそうだ。
　天国にいる児島御霊様，ゆっくり休んで，そして時々
は見守って欲しい。
　多くの思い出をありがとう。

●ロータリー財団表彰
　ポール・ハリス・フェロー

●米山記念奨学会表彰
　第１回米山功労者

児島　道浩 会員訃　報�

2019.８.10



2020.1.16　第2454例会

　１月16日（木）18時30分よりアークホテル岡山において，令和最初の新年特別例会が開催されました。祝
い歳，年男・年女の皆様17名を会員総勢88名で祝福し，平成を終え令和に気持ちを一新し，新たな未来へ
歩もうとする岡山東 RC の幕開けに相応しい，華やかな特別例会となりました。 
　祝い年，年男・年女の皆様による鏡開きに続き，舟橋直前会長のご発声で枡酒を乾杯し，新年ならびに祝
い年，年男・年女の皆様の新たな未来への船出を後押しする演出で，新たな１年の船出を共に誓いました。

会長挨拶
　皆様こんばんは。今年は，十干十二支では，60干支の第37番目の庚
子にあたります。十干十二支とは，十干（甲乙丙丁戌己庚辛壬癸）と
十二支（子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥）と，火水木金土の５行の組み合わ
せで，10干と12支の数の違いから60の組み合わせができ，1の甲

きのえね

子か
ら60の癸

みずのとい

亥で一順し，また1から始まります。例えば天武天皇の時の
内乱は，９番目の壬

じんしん

申の乱，明治維新の際の会津藩と新政府の戦い
は，５番目の戊

ぼ し ん

辰の役
えき

というように干支が使われてきました。
　さて，今年の庚

かのえね

子の子は植物に例えると，新しい生命が種子の中に
きざし始める時期で，新しい物事，運気のサイクルの始まる年になると考えられています。株式相場で見
ると「子」は繁栄で，たくさんの子供を産むことから，繁栄の象徴とされており，今年は上げ相場といわ
れております。「庚」は「更」にという字に通じ，植物において成長がとまって，新たな形に変化する状態
を示し，「子」と組み合わされ「相生」ということで，相手を強めるということにつながります。
　本日は，14名の祝い歳と，３名の年男・年女の会員をお祝いさせていただきます。昨年，舟橋パスト会
長はいままで，長寿などとお呼びしておりましたが，平均年齢が60歳を超える当クラブの還暦の方を含め，
長寿とお呼びするのは如何なものといわれ，「祝い歳」という呼称で統一させていただくことの理解を求め
られました。本年度，私もこれを祖述し，祝い歳とさせていただきます。医学の進歩により，いまや120
歳，150歳ともいわれており，これから益々ご長寿の会員が増えていくものと思われ，まさに60歳，70歳は
鼻垂れ小僧であり，頑張らなければと思います。私自身，年始にあたり岡山市のほうから80歳傘寿の連絡
がありました。今年７月で，満79歳なので，驚きました。子供の頃，60歳の年よりを見るとおじいさんと
いうイメージでしたが，自分が80歳になると改めて歳を感じております。ゴルフ場に行くと，80歳でゴル
フをすること自体，若い者から羨望のまなざしで見られ，自分自身，若いと思っております。できれば最
低でも90歳までゴルフ場に立ちたいと願っております。傍ら，80歳の声を聞くと，急に足腰の心配もあり，
いろいろ思う今日この頃です。しかし今思うことは，一度退会した私を，温かく迎えていただき，52代会
長を努めさせていただき，背中を押していただき，今日，祝い歳としてここに立っていること，親睦活動
委員会の素晴らしい企画と，ご出席の会員のご協力のもとで，華やかで優雅な雰囲気のもと，祝い年，そ
して年男・年女の皆様のお祝いをし，親睦と友愛のもとで記念すべき2020年を迎え，岡山東ロータリーク
ラブの発展と，会員皆様のご多幸を念じ，ご挨拶とさせていただきます。

2020年（令和２年）　岡山東ロータリークラブ

新年特別例会
於　アークホテル岡山

出席報告
会 員 数　101名（内出席免除者14名）
出 席 者　88名（内出席免除者出席10名）
出 席 率　90.72％（前々回訂正後出席率97.06％）
ビジター　０名



＜祝い年会員14名（数え年）＞
　卆寿（90歳）　若林宣夫 会員
　傘寿（80歳）　藤岡千秋 会長，西本晃 パスト会長，菅野正則 会員，山田泰照 会員
　喜寿（77歳）　勘藤晋 会員，浮田實 会員
　古希（70歳）　宮本誠一 会員
　還暦（61歳）　 平上善雄 会員，近藤聡司 会員，岡﨑秀紀 会員，塩見泰利 会員，渡辺学会員，吉野夏己会員

＜年男・年女会員３名（満年齢）＞
　昭和23年生まれ（72歳）　武和志 会員
　昭和47年生まれ（48歳）　近藤郁母 会員，大塚学 会員

安藤究真 親睦活動委員長挨拶 舟橋弘晃 直前会長 乾杯 司会　藤崎信明会員

年男・年女を代表して近藤郁母会員挨拶祝い年の皆様を代表して若林宣夫会員 挨拶

祝い年の皆様，年男・年女の皆様おめでとうございます。（武和志会員及び吉野夏己会員 ご欠席）

倉敷芸能塾による獅子舞祝い年，年男・年女の皆様による鏡開き



親睦活動委員会の皆様，お疲れさまでした。佐々木篤 副会長 閉会の挨拶

「手に手つないで」大合唱

探鳥同好会「バーディングクラブ」カモを見る会（1/19）　
　１月19日（日）玉野市のみやま公園で行われ，会員14名，ご家族７名が参加。確認種20種。小春日和に恵
まれ，楽しい探鳥会になりました。
　公園内の赤松池では数百羽のカモ類が陸に上がり羽根を休めたり，餌付けのエサを求めて来るなど賑や
かな生態を見ることが出来ました。その後，園内の冬鳥を探し，シジュウカラをはじめ十数種類を見まし
たが，中でも池畔でエサを獲るルリ色の美しいカワセミを見ることが出来たのがよかったです。
　探鳥後，山田ご夫妻手作りのポテトサンド，カツサンド，コーヒー，ココアなどをいただき，昼前に終
了しました。
　山田会員ご夫妻，探鳥のリーダーをしていただいた野鳥の会の太田さんに暑く御礼申し上げます。
 ［写真提供：山田泰照 同好会会長］


