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本日のプログラム
　「お祝行事」
　「就任挨拶」
　諸國眞太郎 会長・松本崇 幹事・
　菅野正則 S.A.A.

７月９日のプログラム
　「就任挨拶」
　三垣日出人 副会長・寺坂幸治 職業奉仕委員長・
　奥野一三 社会奉仕委員長・安藤究真 国際奉仕委員長・
　平井真也 青少年奉仕委員長

例会報告（6/25）

出席報告
会員数　102名（内出席免除者16名）
出席者　90名（内出席免除者出席12名）
出席率　91.84％（前々回訂正後出席率94.95％）
ビジター　２名

会長挨拶
　皆様，こんにちは。本日，今年度最終例会に多数の御出席を賜りありがとうございました。いろいろあ
りましたが，無事に任を終え，着岸することができ，一年を顧みて感慨もひとしおと思っております。後
ほど，退任の挨拶をさせていただき感謝を申し上げたいと思います。
　さて，６月21日頃から，７月６日までが夏至にあたり，１年で昼の長さが最も長くなります。それぞれ
地方によっては，夏至の過ごし方にいろいろあります。青森県の三内丸山遺跡があり，数千年前の縄文人
は，すでに夏至の日の存在を知っており，１年の太陽の運行リズムを分かっていたものと思われます。ち
なみに，高さ20メートルもの六本柱は樹齢およそ150年の栗の木で，当時の寿命約30年の縄文人が単純計算
で５世代かけて育てていたと推定されています。

幹事報告
１．６月22日（月），県南17RC 正次幹事会が開催され，松本次年度幹事と共に出席して参りました。
２．他クラブの週報を回覧いたします。

次年度幹事報告
　本日例会終了後，ここ岡山プラザホテル４階「鶴鳴の間」にて第２回クラブ協議会を行いますので，次
年度理事および役員，委員長の皆様よろしくお願いいたします。

お 食 事
牛蒡のポタージュスープ，黒毛和牛フィレ
ステーキ 温野菜添え デミグラスソース，
季節野菜のサラダ，ライス，ホテルアイス
クリーム，コーヒー



岡山ロータリークラブ例会訪問
　岡山ロータリークラブより，会長 清水信義様および幹事 山口哲史様が例会に表敬訪問としてお越しいた
だき，清水会長にご挨拶を頂戴しました。

退会挨拶
　残念ながらこの６月末をもって，塩見泰利会員と池田博昭会員が退会の運びとなり，クラブへの貢献に
鑑み，藤岡会長より記念品が授与されました。
　そして，塩見会員と池田会員より，退会の挨拶をいただきました。

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 �

塩見会員へ 池田会員へ

赤松興一 会員 藤岡千秋 会長 堀善直 会員 石井英行 パスト会長 貝原明宏 幹事

西本晃 パスト会長 大橋正禎 会員 大河原喬 会員 大塚学 会員 世良仁 会員



精勤賞（ホームクラブ１回欠席）10名 �

本年度 S.A.A. 表彰（上位10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。
安藤究真 会員，藤岡千秋 会長，石井英行 パスト会長，貝原明宏 幹事，大西直規 S.A.A.，松本崇 副幹事，
佐々木篤 副会長，諸國眞太郎 会長エレクト，菅野正則 副 S.A.A.，横手典明 会員

荒川謙三 パスト会長 糸島達也 パスト会長 近藤聡司 会員 松本崇 副幹事 西下裕平 パスト会長

岡本哲 会員 齋藤良仁 会員 冨山直司 会員 鳥居滋 パストガバナー 土岩剛志 会員

髙藤祚嗣 会員 冨岡正機 会員 友野昌平 会員 内山隆義 会員 浮田實 会員

横田亮 会員 横手典明 会員



●藤岡千秋 会長
　退任のあいさつをさせていただきます。
　歴史と伝統に輝く岡山東ロータリークラブ第52代の会長を仰せつかりまして，１年
間会員の皆様と共に過ごさせていただき衷心より感謝いたしております。特に佐々木
副会長，大西 S.A.A.，貝原幹事の三役の方々をはじめ，理事，役員，委員長様，そし
て会員の皆様には奉仕活動及び親睦活動を通し，多大なる御支援と御協力を賜り，厚
く厚く御礼申し上げます。会長就任にあたりましては，78才という高齢であり，この
任に耐えられるかどうか心配で着任しましたが，それより増しての皆様の心ある御支
援をいただき，任を終え間もなく着岸の日を迎えますことを心より感謝し御礼申し上げます。
　運営方針としましては，『〜把手共行〜，ともに楽しいと実感できるロータリーを！』を掲げ，古瀨ガバ
ナーのガバナー方針にのっとり，ロータリーのバッジを胸につけ，高潔な職業人として，例会をはじめ楽
しい奉仕活動に参加するよう言われました。私は本年度，ロータリーは親睦がすべてであると思い，親睦
と友愛の中から奉仕の理想を求めやってまいりました。前半の６か月は順風満帆に事業を消化し，年が明
け１月，２月頃より新型コロナウイルスの蔓延が日本にも及び，３月から５月にかけてはその恐怖がピー
クとなり，毎日恐ろしい日々を過ごし，その結果例会をはじめ，すべての事業が中止となりました。いつ
岡山に感染がくるものか，心配の中の暮らしでしたが，当地には感染が拡がることもなく，不幸中の幸い
であったと思います。
　この事態の中，理事，役員の皆様には，ロータリーの方向性を失う事なく，毎月の理事会を開催してい
ただき，ロータリーの親睦と友愛をそこなう事なく，今日を導いていただき，会長とし，深く感謝してい
る次第です。私のわがままから，チャーターナイト記念特別例会をはじめ，次年度につなぐべく，最後の
行事も開催の運びとなり，感謝の思いで諸國エレクトへのバトンタッチができること，これも偏に支えて
いただいた理事会のメンバーのお陰と感謝いたしております。
　最後に，本年の活動計画についてですが，
１． 地区より与えられました増強１名の目標について，新型コロナウイルスのため，我がクラブに２名の

退会者となりました。先日，理事会において，このための退会者はフレッシュ会員の扱いではなく，
復帰できる時は，温かく迎えるよう提案されました。次年度に申し送りしたいと思っております。

２． 限りなく修正後出席率100％に近づけるべく，内山出席委員長の方でいろいろな手段で出席率の向上に
努力していただいた結果，95.9％となり，紆余曲折のあった本年度としては，皆様に感謝し，満足して
おります。

　さて，私の年度が終わりました。私は会長職を拝命する前は，一会員として一部の人とのつきあいは
あったのですけれども，全員とのつきあいということはなかなかありませんでした。会長職をいただいて，
全員に声をかけて，あらゆることを一緒にし，またお話しをしました。そのようなことができたのが何よ
りも大きな経験と思います。岡山東ロータリークラブのメンバー全員と何らかの形で接してこられたとい
うことは，これも会長を与えていただいた結果だと思います。自分自身，人間的にも成長できたと思いま
す。これを機会にまだまだ頑張りたいと思います。鳥居パストガバナーが89歳と言われました。私はゴル
フ同好会のハンディキャップ委員会でハンディ６を決めていただきましたが，90歳までまだまだ負けんと
いう感じで，髙藤さんについていきたいと思います。本当に一年間ありがとうございました。

●貝原明宏 幹事
　第52代藤岡千秋会長年度の幹事を務めさせていただきました貝原です。 
　本日退任の挨拶をさせていただきますが，本当はもう喋る気力もないくらいに疲
れましたというのが今の正直な気持ちです。しかしながら藤岡会長が無事にご機嫌
でこの一年を楽しんで貰えたのならそれが私のいちばんの御馳走ですので，疲れは
すぐ吹っ飛ぶと思います。
　我がクラブの幹事の仕事は本当に大変でしたが，それでも私は前年度幹事の内山

「退任挨拶」 藤岡千秋 会長，貝原明宏 幹事

6月25日のプログラム



淳会員とその前の冨岡会員に陰でかなり助けてもらいましたし，そしてさらに出来の良い松本副幹事にか
なりのバックアップをしてもらったので実は例年よりだいぶん楽をさせてもらったのかなと思います。そ
れでも藤岡会長は多分不安だったのでしょう，要になる佐々木副会長と安藤親睦活動委員長，ともにクラ
ブのことをよく知っている幹事経験者で固めていただいたので本当に助かりました。こんな布陣はそうそ
うないと思います。
　今年度の藤岡会長テーマは『〜把手共行〜，ともに楽しいと実感できるロータリーを！』でした。理事
及び役員，委員長の皆さんとまさに共に手をつないで活動した一年，そして会員皆さんと，ともに楽しい
と実感することが出来た一年だと思います。とくに私の中で一番思い出になった事業が何と言ってもリフ
レッシュキャンプです。地区補助金事業ということもありましたが，台風の影響で一度延期になり，二度
目も台風が迫る中での判断を委ねられた時のプレッシャーは何ともいえなかったですが，無事成功した時
の子供たちの笑顔とキャンプ最終日に井上委員長と二人で飲みながらねぎらい合ったことはかけがえのな
い思い出になりました。
　そしてもうひとつ思い出になったのはもちろん台湾旅行，本番ではなく下見と補習です。藤岡会長と安
藤親睦活動委員長に連れられて２回も下見に行かされてしまい，台北東ロータリーの仲間に飲まされて久
しぶりに醜態をさらしてしまったのもいい思い出なのかもしれません。まぁ下見の下見では良いこともあ
りました。そして金沢の親睦旅行，ベトナム事業の親睦部分と下見だけで終わったのも思い出といえばそ
うかもしれません。私の中では本年度テーマは「下見は大事！」と言ったところでしょうか。
　他にも久しぶりにルネスホールで開催した納涼例会，親子３RC 合同例会，地区大会温泉旅行，そして前
半の締めとなる年末特別家族など，どれも本当に大勢の会員の皆様に参加していただき，感謝とともに素
晴らしい思い出になりました。
　後半は新型コロナウイルスの影響で多くの奉仕活動や親睦事業が中止や変更を余儀なくされてしまいま
したが，会員の健康が損なわれることなく無事に終われることも将来いい思い出になると思っています。
　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
　藤岡千秋会長から諸國眞太郎次期会長へ点鐘の引継ぎが行われました。

第２回被選クラブ協議会�（6/25）　

　６月25日（木）13時30分より岡山プラザホテル「鶴鳴の間」において，第２回被選クラブ協議会が開催さ
れました。新型コロナウイルス対策に対応した形で会議が行われ，松本次年度幹事の進行に沿い，７月２
日（木）の川本平山ガバナー補佐訪問　第３回クラブ協議会に向けての対応について協議されました。また，
今後の日程確認も行われました。
出席者： 諸國，髙山，三垣，菅野，高橋（憲），藤岡，石井，齊藤（博），冨岡，小橋，浮田，福原， 

寺坂（代理松尾），奥野，安藤（代理末藤），佐藤，平井，森元，和氣，土岩，近藤（聡），松本，大塚



第２回被選理事会（6/25）　

　６月25日（木）13時45分より岡山プラザホテル「鶴
鳴の間」において，臨時の第２回被選理事会が開催
されました。
　新型コロナウイルス対策に対応した形で会議が行
われ，松本次年度幹事の進行に沿い，ミャンマーで
のグローバル補助金事業「ドータマジ村の浄水」事
業計画書（案）について詳細な説明があり，承認され
ました。また，今後の日程確認も行われました。
出席者： 諸國，髙山，三垣，菅野，高橋（憲），藤岡，

石井，齊藤（博），冨岡，小橋，浮田，福原， 
寺坂（代理松尾），奥野，安藤（代理末藤），
平井，松本，大塚

撮影腕章の作成（6/29）　

　６月29日（月），６月の藤岡年度最終理事会で承認された，
撮影腕章が株式会社チヂキより届きました。2020年７月以降
の例会では，ガバナー訪問や外部からの卓話者などに，いか
なる立場で撮影させていただいているかがわかりやすくなり
ます。また，藤岡年度を振り返れば，例えば新型コロナウ
イルスの院内感染に神経をとがらせている病院側にとって，

「病院にマスクを！！」事業では，役職者でない撮影者がい
かなる立場で病院に入っているのかわかりやすくなります。
そして，ルネスホールでの納涼特別例会では，撮影担当者で
なければ立ち入れない２階テラス部分からの撮影も，これが
あればもっとやりやすかった，という思いがありました。 
　そこで３月から５月まで例会が開催されず，号外を２度出してなお８回分40万円前後の支出がなくなり，
撮影腕章を作成することにいたしました。今後の会報委員会の一致団結のために５個，さらに，藤岡年度
の「つながるプロジェクト」や「病院にマスクを！！」プロジェクトでは会報委員会委員以外にも撮影に
協力していただいた方がおられたので，そのような協力者的な立場の方々のために５個，合計10個を作成
いたしました。
　思えば2019-20年度岡山東ロータリークラブ週報（No.2267〜 No.2296）の作成に関わり，和気藹々と活発に
活動した前半，そして新型コロナウイルス禍に挫けることなく活動を続けた後半と，波瀾万丈な一年の記
録を読み返し感慨がひとしおです。１年間のご愛読に感謝申し上げて，編集後記を兼ね，ご報告いたしま
す。 ［文章・写真提供：横田亮 2019-2020年度会報委員長］



藤岡会長年度�感謝の会�(6/25)　

　６月25日（木）18時30分より「割烹 ままかり」にて藤岡千秋会長主催の「藤岡会長年度 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。
　藤岡会長から，新型コロナウイルス禍に見舞われながらも着岸した本年度について，理事・役員・委員
長に感謝の言葉が述べられ，しばし歓談のあと，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，諸國眞太郎次期会長から藤岡千秋会長へ，松本崇次期幹事から貝原明宏幹事へ，功労を
称える華麗な花束が贈られました。



藤岡会長はじめ執行部の皆様，１年間お疲れ様でした。

７月の月間行事予定  

例 会 行 事 プ ロ グ ラ ム そ の 他 の 行 事

２日通常例会

９日通常例会

16日通常例会
23日例会休会
30日特別例会

・「お祝行事」
・「就任挨拶」　諸國眞太郎 会長，松本崇 幹事，
　　　　　　　菅野正則 S.A.A.
・「就任挨拶」　三垣日出人 副会長，
　　　　　　　寺坂幸治 職業奉仕委員長，
　　　　　　　奥野一三 社会奉仕委員長，
　　　　　　　（安藤究真 国際奉仕委員長），
　　　　　　　平井真也 青少年奉仕委員長
・菊池捷男ガバナー公式訪問例会（A 方式）
・例会休会（定款第７条第１節による休会）
・納涼特別例会

１日　・岡山神社参拝
２日　・第１回理事会
　　　・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）
14日　・県南16RC 正副会長幹事会
23日　・ゴルフ同好会（赤坂レイク CC)

７月の月間メニュー

２日通常例会
９日通常例会
16日通常例会
23日例会休会
30日特別例会

・鯛のかぶと煮，大根卸し，香物，味噌汁
・やわらかい牛肉ステーキ，サラダ，スープ
・（ミリオンダラーミール）ハヤシライス，サラダ
・例会休会（定款第７条第１節による休会）
・納涼特別例会


