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本日のプログラム
　「お祝い行事」
　「就任挨拶」
　根木克己 会長，内山淳 副会長
　和氣伸吉 幹事

7月14日のプログラム
　「就任挨拶」
　佐藤英明 S.A.A.，辻和英 職業奉仕委員長
　岡﨑秀紀 社会奉仕委員長，横山光彦 国際奉仕委員長
　朝霧元晴 青少年奉仕委員長

例会報告（6/30）

出席報告
会員数　99名（内出席免除者31名）
出席者　83名（内出席免除者出席23名）
出席率　91.21％（前々回訂正後出席率91.49％）
ビジター　０名

会長挨拶
　やってきました。本年度最後の41回目の例会です。岡山東 RC の第
54代会長の役割も無事に終わりそうです。本当に皆さんありがとうご
ざいました。菅野副会長，高橋 S.A.A.，大塚幹事をはじめ理事，委員
長の皆さんありがとうございました。
　一昨年，年次総会で承認されてから本当に大丈夫かと自問自答しま
したが，先輩方からのアドバイスもあり，なんとか会長をやり遂げら
れそうです。「ブレーキとアクセル そして前進」を活動方針としてス
タートしました。with コロナを前提にキャッチフレーズを作りまし
た。前半は夜間例会をはじめ公式行事を全て中止と決めました。皆さ
んには，この方針を理解していただき感謝しかありません。
　一番悔しかったことは後半スタートの新年特別例会を中止したことでした。後半アクセルを踏んですぐ
の判断でした。コロナが不気味に活発になってきました。親睦活動委員会に中止のアナウンスをした時の
親睦活動委員会の雰囲気を今でも忘れません。待ちに待った夜間例会に，頭を使って汗をかいて用意をし
た新年特別例会の中止に申し訳なかったです。こういうことをしなくて済むようにアクセルとブレーキを
使い分けていたのに残念でした。諸國直前会長の気持ちが改めて分かりました。親睦活動委員会の皆さん
には色々な親睦事業をやってもらいました。ありがとうございました。
　夜間の行事は前半できませんでしたが，年間を通して，土，日，昼間の事業はコロナのすき間をぬって

お 食 事
ビーフステーキ，温野菜，
サラダ，スープ

お肉は会場で焼いていただきました。
音と香りが食欲をそそります。



例年より多かったと思います。映画鑑賞，動物園，犬島バーベキューをはじめ，同好会活動もそれぞれ工
夫をして活動いただきました。
　年度初め，初顔合わせも昼間しかできなくて申し訳ありませんでした。
　三木会もずっとできず，入会３年未満の会員の方にはメンバーとの親睦が取りにくかったと思います。
今年の３月に三木会を開催してほしいと依頼をし，４月に久しぶりにできました。今年度の新会員４名も
参加でき，何かとても楽しそうな，盛り上がった三木会でした。三木会はぜひ必要な親睦会だと改めて感
じました。
　Zoom で理事会を２回，例会を４回チャレンジしました。理事会は直接顔を見ないと雰囲気が分かりづら
いという問題点もありました。例会は長期間開催できないときには有効。海外から参加できることも分か
りました。講師も Zoom で卓話をしていただきました。卓話講師を選ぶ時にも便利そうでした。
　鳥取の地区大会にも大勢参加ありがとうございました。with コロナの地区大会で昼食も夕食も弁当。良
い経験でした。
　12月には餅つき例会。印象的でした。久しぶりの餅つきでした。美味しかったです。「コロナ退散，健康
祈願，クラブ発展」のお餅を特別に敷島堂に用意してもらい，皆さんにお配りできました。
　今年は祝い年，年男の皆様へネクタイをプレゼントしました。新会員の皆様にもネクタイとハンカチを
プレゼントしました。入会25年の皆さんには扇子をプレゼントしました。ネクタイ，扇子を使っていただ
いているのを見ると嬉しいです。
　地区補助金事業を２回することができました。土岩委員長率いる青少年奉仕委員会と，小橋委員長率い
る社会奉仕委員会にお願いをしました。辻ロータリー財団委員長も大活躍をしてくれました。NPO 法人
チャリティーサンタと NPO 法人岡山県自閉症協会とそれぞれ事業を行いました。２つの NPO 法人は違う
タイプの NPO でしたが，土岩，小橋委員長がうまくコミュニケーションをとり，工夫してくれて補助金を
もらうことができました。ありがとうございます。
　今日は，この後，退任挨拶です。少し今までと違ったやり方でやらせてもらいます。昨年７月１日（木）神
社参拝，理事会，例会からスタートして今日６月30日（木）まで，本当に１年365日ありがとうございました。

幹事報告
　６月26日（日）佐藤芳郎パストガバナー 国際ロータリー理事就任祝賀会に鳥居パストガバナーと髙山会長
がご出席されました。お礼状が届きましたので，他クラブ週報と一緒に回覧いたします。

次年度幹事報告
　本日，例会終了後，２階吉備の間で第３回被選理事会並びにクラブ協議会を開催します。次年度の理事・
委員長の皆様はご移動をお願いします。

委員会報告
●麻雀同好会「東風の会」　佐々木篤 同好会幹事
　本日，麻雀同好会「東風の会」会員の方に総会のご案内をポスティングしております。７月21日（木）例
会終了後，岡山プラザホテル４階烏城の間にて行います。役員改選がございます。覚えて出席をお願いい
たします。

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）21名  ��

藤岡千秋 パスト会長荒川謙三 パスト会長 福原弘之 会員 福武義修
職業分類委員長

石井英行
会員選考委員長

小橋雅治
社会奉仕委員長



精勤賞（ホームクラブ１回欠席）11名 �

内山隆義 会員 横田　亮 会員 横手典明 会員

齊藤博臣 会計 寺坂幸治 会員 若林宣夫 会員 横山光彦 会員和氣伸吉 副幹事

西本晃 パスト会長森元幹雄 会員 大西直規
親睦活動委員長

大河原喬 会員中井拓司 会報委員長 大塚学 幹事

岡本　哲 会員朝霧元晴 出席委員長 奥野一三
プログラム委員長

岡﨑秀紀
会員増強委員長

仁科恭一郎 会員 齋藤信也 会員

齋藤良仁 会員 佐藤英明 副 S.A.A. 更井正人 パスト会長 冨岡正機 会員髙山眞司 会長 友野昌平 会員

本年度 S.A.A. 表彰（上位20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。
藤井一也 パスト会長，藤岡千秋 パスト会長，福武義修 職業分類委員長，舟橋弘晃 パスト会長，石井英行 会員
選考委員長，根木克己 会長エレクト，奥野一三 プログラム委員長，大西直規 親睦活動委員長，大塚学 幹事，
更井正人 パスト会長，佐々木篤 会員，佐藤英明 副 S.A.A.，諸國眞太郎 直前会長，菅野正則 副会長，高橋憲志 
S.A.A.，髙山眞司 会長，寺坂幸治 会員，辻和英 ロータリー財団委員長，和氣伸吉 副幹事，横手典明 会員



●スライドで振り返る１年
　スライドで写真を映しながら，髙山会長と大塚
幹事が当時の思い出話や苦労話，ここだけの話を
繰り広げるという，新しいスタイルでの退任挨拶
がなされました。改めて振り返るとコロナ禍の
中ですが数多くの事業をしてきており，また多く
の思いが詰まっておりましたので，時間がいくら
あっても足りないくらいでした。
　以下では，そのお話の一部を写真と共に掲載し
ます。

「退任挨拶」 髙山眞司 会長，大塚学 幹事

6月30日のプログラム

１年の始まりは神社参拝から。岡山プ
ラザホテル内の神社で参拝し，直結の
写場に驚きつつ記念撮影をしました。

移動特別例会は髙山会長のささやきか
ら始まったとか。ノスタルジックシ
リーズや餅つき例会など，会長のささ
やきから様々な行事が生まれたようで
す。大西親睦活動委員長，お疲れ様で
した。

フレッシュ会員研修でいい笑顔の諸國
直前会長。直前会長になるといい笑顔
が出来るのかと，髙山会長が何やら思
うところありげに話されました。

会員全員でロータリーマーク入りのマ
スクを着用し，ガバナーにサプライズ
をしたこともありました。

地区大会１日目，幹事は同期幹事と楽
しく過ごしたようで，２日目の本会
議では体調を崩していたとかいないと
か。

ひとり親家庭支援プロジェクトは，久
しぶりに会員参加の奉仕事業でした。
チャリティーサンタの動員力に驚きで
す。

犬島での交流会では，堀職業奉仕委員
長が肉を焼くのが上手いことが判明し
ました。

イノベーションコンテストの表彰式は
ハイブリッド形式で行いました。高
校生のプレゼンも素晴らしかったです
ね。

新年特別例会が中止になり，昼の例会
で祝い年，年男の皆さんにネクタイの
プレゼントをしました。ここからネク
タイのプレゼントが始まりました。



世界自閉症啓発デーの啓発活動ではチ
ラシ配り。チラシ配りをしている人の
気持ちがよくわかりました。もらって
あげてください。

春季親睦旅行ではパソナさんにお世話
になりました。お昼のワインが美味し
くて，伊弉諾神宮正式参拝ではやや表
情が赤いかもしれません。

チャーターナイト記念はお待たせしま
した。どうしても実現したかった事業
です。

スライドで振り返り中

●大塚学　幹事
　髙山眞司会長の「ブレーキとアクセル そして前
進」の方針のもと，会員の皆様のご指導，ご支援
をいただきながら，コロナ禍の中何とか一年間，
幹事という大役を終えることができました。
　この一年間を振り返るとやはりコロナに振り回
された一年でした。その中でも出来ること，出来
ないことを見極め，困難ではありましたがクラブ
の運営をやり切ることができたのも，髙山会長を
はじめ，理事，役員，委員長の方々が色々とご支
援くださり，先陣を切って行動していただいたお
かげです。またコロナ禍のなか，会員の皆様が積
極的に例会や事業に参加していただいてくれたの
もとても嬉しく思っています。
　皆様，一年間，本当にありがとうございました。

●髙山眞司　会長
　退任挨拶10分オーバーしてしまいました。申し訳ありません。
　最後の挨拶で調子に乗ってしまいました。「ブレーキとアクセル そして前進」の方針でしたが，ブレーキ
よりアクセルを強く踏んでしまいました。やってる時はそう感じていませんでしたが，ふりかえると一年
を通してアクセルを踏んだ方が多かったと感じています。
　WITH コロナでしたが，やりたい事の中から，今なら出来る事をやらせてもらいました。新しい事業，
新しいやり方に変えた事業，中止した事業もありました。会員の皆さんの理解があってできたと思います。
　明日から直前会長です。根木年度を微力ながら支えていきます。
　本当に一年間ありがとうございました。 感謝！　　感謝！　　感謝！

点鐘引継ぎ式
　髙山眞司会長から根木克己次期会長へ点鐘の引
継ぎが行われました。

髙山会長はじめ執行部の皆様
　１年間お疲れ様でした。



第３回被選理事会並びにクラブ協議会（6/30）　　

　６月30日（木）例会終了後，岡山プラザホテル「吉備の間」において
第３回被選理事会並びにクラブ協議会が開催され，７月７日（木）のガ
バナー補佐訪問第４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。 ［文章・写真提供：土岩剛志 青少年奉仕委員長］

髙山会長年度　感謝の会（6/30）　　

　６月30日（木）18時30分よりアークホテル岡山に
て，髙山眞司会長主催の本年度理事・役員，委員
長「感謝の会」が行われました。冒頭，髙山会長
から感謝の言葉が述べられ，根木次期会長から髙
山会長に，和氣次期幹事から大塚幹事に感謝の花
束が贈られました。美味しい料理とお酒を楽しみ
ながら，一人ずつ１年の思い出を振り返りました。
話は尽きませんでしたが，菅野副会長の挨拶によ
り，終始にぎやかで楽しい感謝の会は閉会となり
ました。

会長と幹事は似てくるのかもしれません 乾杯を待つ理事，役員，委員長の皆様

2022-23�年度岡山東�RC�神社参拝／キックオフ朝食会（7/1）　　

　新年度最初の７月１日（金）７時00分より岡山プラザホテル２階の神殿にて根木会長，和氣幹事をはじめ
理事および役員・委員長が集まり，一年間の無事と事業成就を祈願しました。その後岡山プラザホテル９
階レストラン Bella vista にてキックオフ朝食会が行われ，根木会長より一年間，各事業の成就に向けて挨
拶がありました。朝食は，ビュッフェ方式でとても美味しくお腹いっぱいになりました。
 ［文章・写真提供：土岩剛志 2022-23年度会報委員長］



７月の月間行事予定  
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日特別例会

・「お祝い行事」
・「就任挨拶」
　　根木克己 会長，内山淳 副会長，和氣伸吉 幹事
・「就任挨拶」
　　佐藤英明 S.A.A.，辻和英 職業奉仕委員長，
　　岡﨑秀紀 社会奉仕委員長，横山光彦 国際奉仕委員長，
　　朝霧元晴 青少年奉仕委員長
・友末誠夫ガバナー公式訪問例会（A 方式）
・納涼特別例会（岡山プラザホテル）

１日　・ 神社参拝（岡山プラザホテル）
７日　・第１回理事会
　　　・ ガバナー補佐訪問第４回ク

ラブ協議会
　　　・フレッシュ会員研修会
13日　・ 県南16RC 正副会長幹事会

（リーセントカルチャーホテル）
17日　・ 探鳥同好会 ブッポウソウ探

鳥会
18日　・ ゴルフ同好会（赤坂レイクサ

イド CC）

７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日特別例会

・松華堂（焼魚，煮物，造里），赤飯，吸物
・ハンバーグステーキ，温野菜，ミニサラダ，冷製スープ
・（丼ものメニュー）麻婆豆腐丼，海老マヨネーズ，ザーサイ，マンゴープリン
・納涼特別例会（岡山プラザホテル）

岡山東ロータリークラブ週報 No.2330～No.2366ご愛読ありがとうございました。
会報委員会　委員長 中井拓司，副委員長 神田豪，委員 髙藤祚嗣，友野昌平，若林宣夫


