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

６月25日のプログラム
　「退任挨拶」
　藤岡千秋 会長，貝原明宏 幹事

例会報告（6/4）

出席報告
会員数　102名（内出席免除者16名）
出席者　88名（内出席免除者出席10名）
出席率　91.67％（前々回訂正後出席率87.88％）
ビジター　０名

会長挨拶
　皆様こんにちは。今出席報告を聞いて驚きました。今日例会を開催するについては，幹事の方から，「出
席率はのぞめない」というようなことも言っておりましたが，90％を超えるようなご参加をいただきまし
て，本当にありがとうございます。
　皆様にお会いするのは３か月ぶりのこと，お元気なお顔を拝見し，心よりうれしく思っております。３
月５日からロータリーの例会を休会とし，３月19日に１度例会を開催したものの，それ以後５月まで休会
し，今年度は例会を開催することはできないものと半ばあきらめておりましたが，幸いにして当地岡山で
の感染者は少なく，一方政府指導の下国民一体となっての対策により，それ以後の感染拡大もなく本当に
うれしく思っております。このまま第２波が来ないことを切望し，６月の１か月ではありますが，今まで
に増しての親睦と友愛の輪を拡げて次年度に繋げていきたいものと思います。一時はチャーターナイト記
念特別例会も形ばかりの静かな昼間の会員だけの記念例会をと思っておりましたが，50有余年記念すべき
ロータリーの誕生を祝す会，時節を意識し万全を期しての配慮で例年通りの夜間例会とさせていただきま
す。なお，濃厚接触は避け，静かな例会とさせていただき，今回に限りエンディングの『手に手つないで』
は省かせていただきます。
　６月になり，初夏というより真夏を思わすようなこの時期，皆様におかれましては，充分にご自愛くだ
さいますようお願いを申し上げます。

第12回理事会報告 
１． 新型コロナウイルス感染症マスク支援について，地区の臨時補助金を使って前回の追加支援とし

てマスクを岡山大学病院6,000枚，岡山市立市民病院2,000枚，岡山済生会総合病院2,000枚送ること
が承認されました。

２．会報委員会で取材時等に使用する撮影腕章を製作することが，承認されました。

お 食 事
（ミリオンダラーミール）プラザ特製チキン
インドカリー，スパゲッティサラダ，コー
ヒー



３． 年度末の各表彰について，新型コロナウイルスの影響で休会が長く続きましたが，皆勤賞と精勤
賞は予定通りいたします。またスマイル表彰につきましては，上位10名の表彰となります。

４． 来週のチャーターナイト記念特別例会の開催時間が夜間へと変更となったことについて皆様には
大変ご迷惑をおかけしました。

幹事報告
１．横山光彦新会員の住所等をポスティングしておりますので，会員名簿にお貼りください。
２．来週６月11日（木）の例会は，18時30分からアークホテル岡山においてチャーターナイト記念特別例

会として開催いたします。お昼の例会はございませんので，よろしくお願いいたします。
３．６月のロータリーレートは，１ドル＝108円です。
４．岡山後楽園 RC と岡山城 RC の創立30周年，松江しんじ湖 RC 創立25周年の記念誌が届きましたの

で，回覧いたします。
５．他クラブ週報を回覧いたします。

次年度幹事報告
１．次年度理事および役員，委員長の皆様へ，６月25日（木）例会終了後に開催いたします第２回クラブ

協議会の案内をポスティングしております。
２．次年度理事および役員，委員長の皆様と入会２年未満のフレッシュ会員の方へ，７月２日（木）開催

の川本平山ガバナー補佐訪問第３回クラブ協議会の案内をポスティングしております。対象者の方
はご返信お願いいたします。

会員入会式
横山光彦（よこやま てるひこ）会員
よこやま腎泌尿器科クリニック　院長
泌尿器科
推薦者：荒川謙三 パスト会長，根木克己 会員

2018-19年度ロータリー財団認証バナー・感謝状贈呈クラブ表彰
　ロータリー財団より当クラブが「100％ロータリー財団寄付クラブ」として2018-19年度ロータリー財団
認証バナーを，「END POLIO NOW『歴史を作るカウントダウン』」キャンペーン感謝状贈呈クラブとして
表彰を受け，藤岡会長から財団認証バナーと感謝状が舟橋直前会長に手渡されました。

委員会報告
●親睦活動委員会　平井真也 副委員長（安藤究真委員長メッセージ代読）
　コロナ禍の影響で帰国できず，会員の皆さまをはじめ，親睦活動委員会のメンバーにも多大なるご迷惑
をおかけしておりますことを先ずもってお詫びいたします。今日で在留98日目です。ベトナムから日本へ
の入国は７月頃に解除される等の新聞報道がありますが，一方で，日本からベトナムへの入国解除は早く
ても９月頃になりそうな雰囲気です。
　先週末，幹事からチャーターナイト記念特別例会を当初予定通り，夜間に実施する旨の連絡を受けまし
た。次週６月11日の例会は，アークホテル岡山で18時半より夜間特別例会として開催，現在，会員70名，
ご夫人10名のご登録をいただいております，ありがとうございます。村松・平井・藤崎親睦活動副委員長
をはじめ，親睦活動委員会の皆さんには引き続き大変なご迷惑をおかけいたしますが，藤岡年度を振り返

財団認証バナーと感謝状を
藤岡会長から受ける舟橋直前会長

財団認証バナー 感謝状



る，岡山東ロータリークラブらしい例会にしたいと思いますので，会員皆さまのご協力を切に切にお願い
申し上げます。
　また，一点，事前にお詫びを申し上げなければなりません。タスキの引き継ぎ式，私が行うことができ
ません。小橋次年度親睦活動委員長をはじめ，歴代親睦活動委員長の皆さま，伝統の火を絶やしてしまう
ことになり，本当に申し訳ございません。

●ゴルフ同好会　平井真也 親睦活動委員会 副委員長
１． 次週６月14日（日）東児が丘マリンヒルズにて開催されます第10回最終例会の組合せをポスティングさ

せていただいております。ご参加いただくメンバー皆さまは現地９時集合となっておりますのでよろ
しくお願いいたします。

２． 例会終了後に開催されます，表彰式及び打上げ懇親会のご案内をさせていただきます。ソーシャル
ディスタンスを確保出来るよう会場をアークホテル岡山さんに移して表彰式，打上げ懇親会を開催し
たいと存じます。ご参加いただける皆さまにおかれましては18時30分より開会したいと思いますので
どうぞよろしくお願いいたします。また例会の参加は不可能だけど懇親会のみの参加なら可能なメン
バーの方がいらっしゃいましたらお気軽に私の方へお声かけいただけましたら幸いです。

●麻雀同好会「東風の会」　佐々木篤 同好会幹事
　６月20日（土）18時30分から山留にて，東風の会打ち上げ懇親会を開催しますので，ご案内いたします。
ふるってご参加よろしくお願いいたします。

●岡山東 RC 奨励賞委員会　貝原明宏 幹事
　本日例会終了後に４階「鷲羽の間」にて岡山東 RC 奨励賞委員会を行います。担当の方はお忘れなきよう
お願いします。

お祝い行事
会員誕生日　　　世良，横山（光），菅野，岡﨑，若林，大西，鳥居，黒住，田中，奥野
会員夫人誕生日　辻，小林，小橋
結婚記念日　　　舟橋，寺坂，近藤（聡），藤坂，村松，鳥居，吉野，内山（淳），宗森

●岡山東 RC 青少年奨励賞　豊島恵未理 様
　現在放送大学学生，家庭の事情により岡山大学法学部をやむを得ず退学されたも
のの，2018年から2019年にかけて第53回公益財団法人岡山県スポーツ協会表彰優秀
選手・団体賞，第54回春季関西学生パワーリフティング選手権大会第２位，第46回
全日本学生パワーリフティング選手権大会第２位を獲得。

【豊島様　挨拶】
　ご紹介ありがとうございます。現在放送大学に通っている豊島恵未
理と申します。今まで岡山大学に入る前も，高校に通えないかもしれ
ないというトラブルとか色々とありましたが，その度に周りの人達に
非常に助けられてここまで来ることができました。また去年父が急に
亡くなってしまうということがありました。いわゆる癌だったのです
けれども，発覚してから一週間で亡くなるというちょっと私も戸惑っ
ていたのですが、そのときにはまた道が閉ざされるのかなと思ったこ
ともありましたが，また先生たちや部活の顧問の先生など周りの人達
が早急に支えて下さって，今このような形でまた学業を続けることが
できます。みなさんありがとうございます。

「岡山東RC奨励賞授与式」
岡山東 RC 青少年奨励賞受賞者　豊島恵未理 様

岡山東 RC 福祉推進奨励賞受賞者　津島児童学院 学院長　濵口喜直 様

6月4日のプログラム



●岡山東 RC 福祉推進奨励賞　濵口喜直 様
　県下唯一の心理治療施設である津島児童学院に勤務。津島児童学院は長年被虐待
児・ネグレクト・発達障害・不登校などの様々な心理的問題を有する子どもたちの
心理治療などに取り組み，多くの子どもたちを無事に送り出してきた施設で，濵口
様は主に18歳以上の知的障害者を支援するかえで寮（岡山市北区平田）の寮長を経て
現職。 

【濵口様　挨拶】
　児童心理治療施設「津島児童学院」で施設長をしております濵口と
申します。この度は「岡山東ロータリークラブ福祉推進奨励賞」を賜
り感謝申し上げます。当学院には普通の子どもたちと比較して発達に
凸凹のある子どもたちが24時間生活しております。子どもたちは社会
的に弱い立場で，そのご家族も生活のしづらさから育児や教育に苦労
されています。様々な理由から当学院を利用せざるを得ないところで
す。
　私たちは，そのような子どもたちに対して安心安全な生活の場の提
供と心理士や医師による心理・医学的かかわり，また，施設内にある
小学校派遣学級で教育の機会を保障することを使命としています。こ
の度の賞を励みに，更に子どもたちの幸せのために努力して参りたい
と存じ上げます。奨励金は子どもたちのために有効に活用させていただきます。本日は大変ありがとうご
ざいました。

　2020年３月７日（土），ANA クラウンプラザホテル岡山にて「PETS（会長エレク
ト研修セミナー）」が RID2690地区菊池捷男ガバナーエレクト，ホストクラブ岡山西
ロータリークラブにより主催，開催されました。出席者は，第１から第11グループ
の65ロータリークラブの会長エレクトです。当初の予定は７日（土），８日（日）の２
日間でしたが，中国浙江省武漢市から世界中に広がった SARS-CoV-2（新型コロナウ
イルス）による COVID-19 感染症の蔓延が危惧され１日目の懇親会と２日目のグルー
プディスカッションが中止されました。 
　例年行われる懇親会とグループディスカッションを通してガバナー補佐や各会長
エレクトとの連携が取れなかったことは残念でした。

セッション【１】「基調講演」（菊池捷男 DGE）
　ロータリーにおける奉仕の歴史を，
１）親睦を求めた時代に続いた職業奉仕（1921年，シェルド
ン）を中心とした時代，
２） 職業奉仕を離れた新たな奉仕（1960年，インターアクト，

ローターアクト，RYLA，青少年交換，1985年，ポリオ
撲滅）が誕生した時代，

３） 2016年，2019年規定審議会で例会日，職業分類，出席に
おいて規制緩和と組織力の強化としてローターアクトク
ラブを RI の構成員に昇格，事務総長を CEO とするガバ
ナンスの強化，さらに奉仕活動として「ポリオ撲滅をポ
リオ根絶」と改め６つの重点分野（2019年７月）を規定し
た時代

に分けて説明されました。

　次年度 RI 会長はドイツ出身のホルガー・クナーク（Hoger Knaack）
氏で，ドイツ初の RI エレクトです。1992年にヘルツォークトゥム・
ラウエンブルグ・メルンロータリークラブに入会し，不動産業を営
む“Knaack KG”の CEO です。テーマを「ロータリーは機会の扉を開

「PETS報告」 諸國眞太郎 会長エレクト

6月4日のプログラム



く（Rotary Opens Opportunities）」とし，「私たちのあらゆる行動が
どこかで誰かのために機会の扉を開いている」と説明しました。ロゴ
マークは３つの扉が左からラズベリー，イエロー，ブルーそれぞれが
ローターアクト，ロータリーの歯車，ロータリーを表しています。次
年度 RI 会長方針の柱は，ポリオ根絶とロータリーの成長です。
　成長の指針として，ロータリーは世界中で異なるが中核的価値観は
共有し重要性は変わらない。しかし，これを表現し実践する手段は変
わっても良く，現在の世界状況では居場所にこだわる必要はなく，衛
星クラブや E クラブの設立など新しい革新的なクラブモデルを推奨，
ロータリークラブ運営に革新性と柔軟性をいれて５年先のクラブの成
長のために長老だけでない戦略立案会議の開催，そして会員数を増や
すための人材ではなく生涯続いていく新しい友人，切磋琢磨し自分磨
きを心がけている人を慎重に選ぶことを述べています。

　次期地区ガバナーの菊池捷男氏は1982年に岡山西 RC に入会された
民事弁護士です。次年度の地区スローガンを「こころの扉を開こう」
としました。中核的価値観の中でも「多様性」を取り上げて様々な意
見を受け入れる「寛容な心」と「柔軟性」を特に強調されました。そ
して開発途上国の生下時体重わずか数百グラムの女児がロータリーの慈愛の手が差し伸ばされることによ
り救われ，ロータリーによって教育を受け，能力を開花させ成長して，今年の国際協議会で語った少女を
見て，ロータリーの生きた「あかし」のひとつであると述べられました。
　現在，私たちロータリアンのネットワークは，世界で120万人を超え，ロータリー財団への寄付が日本円
にして年間400億円を超えているネットワークです。私たちは，この
素晴らしいネットワークの中で生かされ，学ばせていただき，生涯の
友人として認め合う仲間たちと懇親の度を深めながら，また，奉仕し
ながら，謳歌しています。
　しかし，世界の方々で，助けを求めている人々がなお多くいること
に目を向ける必要があると思います。この機に，ロータリー財団の基
金を使って，困っている人々に慈愛の手を差し伸べる，更なる具体的
な方策をも，考えて，かつ実行してください。ロータリーは，真に助
けを必要としている人々に，真に必要とするものを受け取ることので
きる機会の扉を開いているからです。

セッション【２】「トップがなすべきこと」（末長範彦次期地区研修リーダー）
　経営者としての立場から次期会長たちへのアドバイスを行いました。

セッション【３】「これからのクラブ会長に求められるもの」（佐藤芳郎 PDG）
　まず初めに，会長エレクトとして PETS に来た以上「覚悟」と共
に「責任」があると喝を入れられました。
　RI とクラブの関係を従来のピラミッド型の関係，すなわち RI を頂
点としてクラブが底辺で支えるという関係ではなく，クラブは RI と
定款，細則で契約し認証された自治権を持つ関係である（私見）と説明
されました。さらにポール・ハリスの言葉として，

「もしもロータリーがその目的を進めることを望むなら，絶えず進化
し時には革命的でなければならない。」
を紹介しました。
　RI のビジョン声明は「私たちは，世界で，地域社会で，そして自
分自身の中で，持続可能な良い変化を生むために，人びとが手を取り
合って行動する世界を目指しています。」です。そして行動計画，戦
略策定の優先事項（５年間）によってロータリーを育てて成長させよう
と呼びかけました。
１．より大きなインパクトをもたらす
２．参加者の基盤を広げる
３．参加者の積極的なかかわりを促す
４．適応力を高める



　引き続きロータリークラブへの入会理由と退会理由についての話がありました。 
　クラブへ入会する理由は，クラブの活動分野・功績に関心がある，人生の目的を求める，世界・地域・
自分自身に変化を生み出したいと考える人にとってロータリークラブは魅力があり，そしてクラブに留ま
る理由は，会員間や地域社会で築かれる関係です。一方，退会の理由は，関心のあるプログラムや活動を
実施していない，クラブが十分な奉仕活動やリーダーシップ発揮の機会を提供していない，クラブが楽し
くないか，意義が感じられない，例会と個人のスケジュールが合わない，入会時の期待と違う，入会時に
クラブが約束したことが果たされていないなどです。
　これらをもとにクラブ運営の柔軟化策の例えを示されました。
・例会の頻度（毎週？，最低…月２回）　　
・例会の開催時間（昼食時・早朝・午後・夕方・夜）
・例会時の食事（食事ない喫茶のみ…？）　
・例会の開催方法（例会場で・ネットで・複合的） 
・若年会員中心のクラブ
・低額会費のクラブ
・奉仕事業を積極展開する・親睦主体・双方
　現在，2690地区で20名未満のクラブが５クラブ，20名以上30名未満のクラブが16クラブそして30名以上
40名未満が８クラブあります。そしてクラブの５年後を想定して，消滅の危惧が少しでもあるか，成長を
達成できているか，歴史と伝統を継続できるか。次年度会長としてクラブの課題を見つけて活性化のため
のアイデアを探して魅力ある運営をするようにしましょう。活性化の切り口は，親睦・奉仕・増強です。
ロータリーは100人100色であるため，記憶に残る良い年度にするためには独自の魅力ある企画が必要です。
　佐藤 PG が提案する魅力あるクラブの循環とは，参加・実践・楽しむ・好きになる・友人である。クラブ
の活性化とは，会員一人一人にロータリーを好きになってもらう。会員の全員が，居心地が良い居場所が
あり個々に魅力溢れるロータリーを楽しむことです。

セッション【４】「ロータリーの『こころ』そして『哲学』〜リーダーシップとフォロワーシップ〜」
 （渡辺好政 PRID）
　ホルガー・クナーク RIPE は2020年国際協議会でテーマ講演の中で「ロータリーがもたらす機会を信じて
いる」と述べました。原文で使用されている“believe in” は，「神を信じる。」に使用されると同じで「実在
を信じる，存在を信じる」という深い意味です。
　1993-94年度 PRIP（Past Rotary International President）ロバート・バース（Robert R. Birth）の会長テー
マは「行動に信念を（Believe in what you do）　信念は行動に（Do what you believe in）」です。また，「輝
くロータリーの徽章」を付けている意味を次のように述べています。
　　あなたは，私を信頼することができます。　　　私は，頼りになります。
　　私は，信用に値します。　　　　　　　　　　　私は，受けるよりも多くを与えます。
　　私は，いつでもお手伝いをします。
　そして，渡辺元 RI 理事は「ロータリーは，『人づくり』です。ロータリーは，奉仕をする心をもつ人を
育てる団体です。」とまとめられました。
　次に2020年に理解されているリーダーシップとフォロワーシップについて話をされました。
・リーダーシップとは，
　□  明確なビジョンと目標を示して，フォロワーのパフォーマンスを最大化をさせることによって目標達

成を実現させる能力。
　□  才能や素質といった類のものではなく，誰もが努力によって身につけることができる。
・フォロワーシップとは，
　□  リーダーとの信頼関係をより強固なものにし，貢献力と批判力をもってリーダーを補佐する能力。
　要するに，Leadership と Followership, の関係は Leader が方向性
を示して導いて Follower が貢献力・判断力で補佐する関係です。つ
まり，DPE としてクラブの会員にフォロワーになってもらえるよう
なリーダーになれと激励され，好きな言葉を３つ上げてくれました。
①  CHANCE FAVORS THE PREPARED MIND.　チャンスは，よく

準備されたこころにのみ降り立つ（仏，L. パスツール）
②  CONNECTING THE DOTS.　点と点と点…をつなぐ（米，S. ジョ

ブス） 
③  BLOOM WHERE GOD HAS PLANTED YOU!　置かれた場所で

咲きなさい！（渡辺和子）
　講演を終える前に DGE の「こころの扉を開こう」に通じる Paul Harris の逸話を話されました。「Paul 
Harris は，ある講演で質問を受けました。『これがあなたの最後の講演ならば私たちに一つ言葉をくださ



い。』Paul は答えました。それは『寛容』であります！」Paul の使った英語は“tolerance”でした。
　そして渡辺 PRID の好きな言葉「HOPE（希望）」を最後に講演を締めくくりました。
Ｈ：HONOR ROTARY　ロータリーに敬意を表します。
Ｏ： ORGANIZE ROTARY　ロータリーをよく組織し運営しましょう。
Ｐ： PARTICIPATE IN ROTARY　ロータリーに参加敢行しましょう。（ロータリーに立見席はありませ

ん。）
Ｅ：ENJOY ROTARY　ロータリーを楽しみましょう。

2020.6.11　第2462例会

チャーターナイト記念特別例会
（於　アークホテル岡山）

出席報告
　会　員　数　102名（内出席免除者16名）
　出　席　者　86名（内出席免除者出席10名）
　出　席　率　89.58％（前々回訂正後出席率95.56％）
　ビ ジ タ ー　０名

　６月11日（木）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夜間例会が開催されました。

藤岡千秋 会長挨拶
　皆様，こんばんは。今夜は会員86名，御夫人11名，計97名もの皆様に御参加をいただき，新型コロナ
ウイルス下，今年度チャーターナイト記念特別例会が開催できます事，一時は開催自体が危ぶまれてい
ただけに心より嬉しく感謝申し上げます。
　昨年11月中国で発症しました新型コロナウイルスの世界への拡散を受け，日本においても未曾有のこ
ととなり，今年に入り３月より例会もできなくなるような事態となりました。
　その結果，３月19日に一度開催したもののそれ以降５月まで約３ヶ月ウイルス感染の恐怖の中，過ご
してまいりました。お陰を持ちまして，当地岡山への感染は少なく，政府主導の下，また国民の感染防
止の努力の結果，収束の兆しが見えてきており，ガバナーメッセージでも，今年度やるべきことはやり，
悔いのない年度を過ごしてほしいとのことでした。５月の理事会においても，チャーターナイトと点鐘
のつなぎは是非ともやりたい思いでおり，最悪でも昼の例会で会員だけの静かなお祝いだけという事で
企画しましたが，昨今のコロナウイルスの状況下，従来通りの形で，夜間例会をし，奥様同伴で提案し，
しかるべく対応の下で開催することを理事会の承認でやることに決定しました。改めて50有余年欠かす
ことなく開催することとなり，多くの会員の皆様のご参加をいただき心より感謝致しております。
　ステージの上に飾られております，岡山東ロータリークラブの認証状は，私達クラブにとって極めて
大切なもので，岡山ロータリークラブを親クラブとし誕生した岡山東ロータリークラブが国際ロータリー
に加盟が認められた事を証明するものです。この認証状をロータリー用語で，チャーターといいます。
　当クラブ加盟認証日は，昭和44年（1969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，実際に加盟伝達式が行われたのは，昭和44年（1969年）６月14日で，この日を記念し，盛
大にお祝いとし，チャーターナイト記念特別例会をご夫人同伴で開催して参りました。日本では，加盟
認証状伝達式とその祝賀会を含め，チャーターナイトと呼んでいるようです。今夜は，チャーターメン



バーである横山パスト会長にご出席をお願いし，当時のエピソードなどについてのお話しを拝聴し，ま
た50有余年の先輩のご苦労のお話しを交えて楽しい一時を過ごしたいと思います。また，一方伝達式が
年度末であったことから，この年度の奉仕活動やら親睦活動など，皆様と共に，思いを馳せながら今年
度『〜把手共行〜，ともに楽しいと実感できるロータリーを！』をスローガンに掲げた一年を顧みなが
ら，一層の親睦と友愛を深めていただきたいと願っております。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。

昭和44年２月に伝達された
RI 加盟認証状

藤岡千秋会長 開会挨拶 チャーターメンバー
横山洋パスト会長挨拶

村松太親睦活動副委員長による
安藤究真委員長開会挨拶の代読

舟橋弘晃直前会長 乾杯 司会進行を務める
藤崎信明親睦活動副委員長

新型コロナウイルス感染拡大防止対策
万全な華伝座様のカクテル作り

「三密」防止に配慮した配席 佐々木副会長夫妻と大西 S.A.A. ご令室が
髙藤会員・若林会員を祝って

　本年度のチャーターナイト記念夜間例会では，参加された皆
さんのクラブに寄せる思い，あるいは近況を語っていただくべ
く，大西直規 S.A.A. によるスマイルの発表が行われました。

S A A

在籍25周年表彰　若林宣夫会員，髙藤祚嗣会員 新会員　横山光彦会員・小林孝一郎会員



本年度の活動記録スライドショー スライドショーを操作する貝原幹事 在ベトナムの安藤究真親睦活動委員長
による Web 中継での挨拶

スライドショー　2019-20年度　岡山東ロータリークラブ活動記録



藤岡千秋会長はじめ今年度執行部のご功労に対する，諸國眞太郎会長エレクトはじめ次年度執行部による花束贈呈

「たすき引継式」村松副委員長から
小橋次年度委員長へ

佐々木篤副会長による閉会挨拶



ゴルフ同好会・表彰式／懇親会（6/14）　

　６月14日（日）東児が丘マリンヒルズゴルフクラブにて本年度の最終戦となる第10回ゴルフ同好会例会が
総勢33名の参加により開催されました。艶めかしい瓶覗色の空は午後より薄墨が混じり，しっとりとした
薫風は翠雨を運び日々の喧騒をもひと時流す入梅のラウンドとなりました。
　その後アークホテル岡山にて表彰式ならびに懇親会が開催されました。更井正人ゴルフ同好会（GC）会長
より，総評と次年度に向けてのお話をいただき，一年間の同好会会員の健闘と親睦を参加者全員で称える
有意義な時間を過ごしました。
　第10回例会優勝は井上和宣会員，入賞ならびにご活躍の皆様おめでとうございます。なお，７月実施予
定の年間取り切り戦の参加権利者は下記の通りです。次回ゴルフ同好会第１回例会（同時開催：取り切り
戦）へ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・写真提供：岡﨑秀紀 会員］

（第10回例会） OUT IN GROSS HDCP NET
優勝　井上　和宣 会員 49 52 101 31.0 70.0
２位　田中　秀明 会員 43 41 84 14.0 70.0
３位　福原　弘之 会員 47 44 91 20.0 71.0
ＢＧ　三垣日出人 会員 41 39 80 0.0 80.0

【年間取り切り戦 参加権利者】－例会優勝順－
糸島尚子 様，渡邊修司 会員，瓦谷祐司 会員，根木克己 会員，平井真也 会員，横手典明 会員，
井上和宣 会員（７名）　※第７回・第８回・第９回例会は新型コロナウイルスの影響で中止

更井 GC 会長
総評ならびに乾杯

藤岡会長　本年度の回顔 最終戦受賞者の皆様　おめでとうございました

次年度ゴルフ担当の皆さま　よろしくお願いいたします 荒川 GC 副会長　閉会挨拶 平井ゴルフ担当
一年間お疲れ様でした

　新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラインを参考に慎重な準備を図り，本会運営に携わられた関
係者の方々に感謝申し上げます。今後も with コロナ時代に対応した新たな取り組みと配慮をもって当
同好会活動にあたります。当該ウイルスの世界的流行の終息と一日も早い日常生活の回復を願ってやみ
ません。一年間のご支援ご協力ありがとうございました。


