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▲

本日のプログラム
　「日本文化と日本料理」
　日本料理「穂浪」　藤原典晃 様
　　　　　　　　　　（岡山北西RC）

▶4月22日のプログラム
　「“つまようじ法”歯磨き」
　朝日医療専門学校岡山校校長 渡邊達夫 様

（岡山南RC）

例会報告（3/25）

出席報告
　会 員 数　84名（内出席免除者22名）
　出 席 者　70名
　出 席 率　88.61％（前々回訂正後出席率93.98％）
　ビジター　０名

会長挨拶・報告
　本日，第５回クラブ協議会が土井基之ガバナー補佐をお迎えして開催されます。土井基之ガバナー補佐
には，本年度開始初日にクラブ協議会に公式訪問していただき，ご講評をいただきました。
　本日２回目の公式訪問であります。今年度わがクラブが施行した事業活動に対し，適切なご講評がいた
だけるものと思います。
　そして，来週の４月１日の例会は第2000例会になります。節目の大変記念になる例会でありますので特
別例会とし，会員全員でお祝いしたいと思います。

幹事報告
１． チリ大地震義援金をお願いいたします。募金箱と名簿を回しますので，ご協力の程，よろしくお願い
いたします。なお，この義援金の窓口は国際ロータリー日本事務局となっております。

２． 岡山中央 RCが支援されておられます，岡山中央ロータリー地域社会共同隊主催の高齢者セミナーのご
案内が届いております。各テーブルにチラシを置いておりますので，ご覧下さい。

３． 本日，17時15分より，入会２年未満の方はフレッシュ会員研修が，また，18時30分からはガバナー補
佐訪問クラブ協議会が開催されます。関係各位は「クラブ活動・運営計画報告書」を必ずお持ち下さ
い（予備があまりございません）。

４． 次週の例会は，第2000回記念夜間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
違えなきようお願いいたします。

５．４月のロータリーレートが１ドル＝90円とガバナー事務所より連絡がございました。
６． 上海で行われます「第２回中国米山学友会総会・懇親会」の案内が届いております。他クラブの週報
と一緒に回覧いたしますのでご覧下さい。

お 食 事



委員会報告
●広報委員会　勘藤委員長
　「ロータリーの友」３月号の紹介させていただきます。
横組み
　３月は識字率向上月間ということで，特集記事が載っております。
７頁：書き損じはがきで寺子屋運動を支援（第2630地区不破の関RC）
　ユネスコ世界寺子屋運動に岐阜県ユネスコ協会を通じて寄付。地域の連合自治会に協力してもらい，書
き損じのはがきを集め，郵便局で５円の手数料で切手や官製はがきに交換してもらい，それを会員企業が
購入して現金化している。パソコンによる私製年賀はがきや宛名書きで書き損じが減ってはいるが，年間
40万円台の現金を寄付。
　３月８～14日は世界ローターアクト週間ということで，特集記事も載っております。
　1968年３月13日に，世界で初めてとなるノースシャーロットローターアクトクラブが設立されことに因
んで設けられた週間。
10頁：第2690地区（岡山県，鳥取県，島根県）
　小児難病「ムコ多糖症」の支援活動を実施。ムコ多糖症とは，成長過程で出る代謝物質ムコ多糖が分解
されず体内に蓄積され，多くの障害を引き起こす病気。NPO法人「ムコネット」に協力し，チラシの配布
や募金，署名活動を行っている。
17～20頁：レイ・クリンギンスミスRI 会長エレクト
　ロータリーとのかかわりは，1961年ロータリー財団の国際親善奨学生として南アフリカのケープタウン
大学に派遣されたのが始まり。帰国後，ミズーリー州ユニオンビル RC に加入。1965年メーコン RC に移
籍。1974年以降現在までカークスビルRCに所属。ロータリー歴約50年。職業は弁護士。
　「地域を育み，大陸をつなぐ」というテーマに決めたのは，ロータリアンでない人にもロータリーが行っ
ていることについて知ってもらい，ロータリアンには自分たちが行っている活動の重要性を確認してもら
うため。
　ローターアクターが年齢制限30歳を越えても，費用を削減したクラブ運営をする新世代ロータリークラ
ブをつくり活動することは意味がある。
縦組み
30頁：地域の病院に図書と本棚を寄贈（岡山中央RC）
　クラブの社会奉仕活動として，精神科病院・河田病院の公開型図書コーナー「こねこの間」に，会員が持
ち寄った小説・図鑑・童話など約200冊と本棚１台を寄贈。
25頁：心豊かに生きるために（岡山東RC）
　職業奉仕，社会奉仕，新世代活動の３委員会が奉仕活動テーマ「心豊かに生きる」に基づき，俳優の小
沢昭一氏を招いて「明日のこころ」と題する講演会を開催。

●三大奉仕・新世代・ロータリー財団被選委員会　勘藤次期国際奉仕委員長
　本日例会終了後，「瀬戸の間」に於いて，三大奉仕・新世代・ロータリー財団被選委員会を開催します。
関係各位の皆様，ご出席下さいますようよろしくお願いいたします。

S A A

●スマイル●
西本 ３月13日・14日，PETS（会長エレクト研究セミナー）に参加いたしました。いよいよ覚悟

を決めなければと認識しました。
髙藤 NPO法人岡山県クレー射撃協会の最高顧問に就任いたしました。
荒川（謙） 山陽新聞「病を治す・病と付き合う（皮膚がん）」にて大きな写真入りで載りました。山陽

新聞ホームページの中で，その時の動画もありますので見てください。出演料はありませ
んがスマイルします。

勘藤 遅くなりましたが，誕生祝ありがとうございました。本日は，ロータリーの友３月号のご
紹介をさせていただきます。

近藤（聡） おととい23日，チクバ外科タケガミ Dr. の手によって大腸ポリープを取りました。３ケ
ありましたがいずれも良性で何も問題ないそうです。これで心配なく仕事に，ゴルフに，
ロータリーに頑張れます。舟橋副 SAA，いつでもOKですよ！

菅野 SAAに協力。
 ６件　34,000円



「和の文化」
都山流尺八 竹林軒大師範

塩治尺山 様

3月25日のプログラム

１．尺八
＜尺八の起源＞
　中国の唐の時代，呂才という人によって作られた。奈良東大寺の正倉院にその
時代の尺八がおさめられている。
＜尺八の歴史＞
１．聖徳太子の時代
２．普化宗尺八（鎌倉）
３．虚無僧尺八（徳川）
４．現代の尺八

２．普化宗尺八
＜尺八は護身用＞
　僧侶が支那へ行って尺八を伝来し，鎌倉時代に普化宗の尺八となり，鎌倉以後は戦乱続きで自然護身用
となる。僧侶は刀を持つことは出来ず自然これを武器としての尺八にした。

３．虚無僧尺八
　禅宗の一派で普化宗といわれたが誦経もせず，髪も剃らずに，ただ尺八を吹いてお布施をもらって行脚
して回るだけの宗門であったため，無頼漢や浪人がこれに身をやつすことが多かった。
　徳川幕府は独立の一宗派として公認しておいて虚無僧を諸領内探索のスパイとして使ったのである。
　普化宗の法器として虚無僧に非ざれば尺八を吹くことを得ずという鉄壁のために一般民衆は尺八から全
く遮断されたのである。
　普化宗は虚無僧のための普化宗となり，尺八は虚無僧のために独占されることとなり，一般民衆は尺八
に近寄る事を禁止されたのである。
＜明治政府が一挙にして覆す迄続いた＞

４．現在の尺八
琴古流　→　東日本（普化宗の流れをくむ）
都山流　→　西日本（京都宗家）　明治～
＊尺八二重奏，三重奏，四重奏の出現
＜竹の話＞
　竹は東洋の特産であって楽器としては，笙・尺八・胡弓・横笛，その他雅楽の爪等に用いられている。
　種類としては日本だけでも百種類近くあるが，よく知られているものとしては，真竹・淡竹・班竹・呉
竹・孟宗竹・寒竹・黒竹などであろう。
　尺八の材料になるのは，竹は真竹といわれる中国の原産で広く栽培されている大型の竹です。
＜笛の種類＞
・能楽に用いられる笛を能管という。（よほど強く吹かないと音が出ない）
・雅楽に用いられる笛は龍笛（りゅうてき）という。
・長唄や祭囃子に用いられる篠笛がある。（素朴で日本の自然の音を出す楽器）
＜尺八の極致＞
　かつては現在のように管内に漆を塗ることをせず管尻の竹の根の毛根を残したり，時には掘り出したま
まを土を削り落としもせずに用いたりした。
　尺八家は多かれ少なかれ，より「自然なままに」の気持ちは抱いているものである。
　尺八は竹林をわたる風の音が理想とされている。これは洋楽では雑音として切り捨てられてきたもので
ある。
＜楽器の説明＞
尺八　→　一尺八寸（約54cm）　真竹が多い
　　　　　表４孔，裏１孔　･･･５孔尺八＜７孔尺八もある＞

プロフィール

・都山流尺八　竹林軒大師範
・岡山県三曲協会副会長
・おかやま県民文化祭実行委員
・岡山市芸術祭実行委員
・山陽新聞カルチャープラザ講師

・京山中学校特別非常勤講師
・尺八尺山会会長
・ 第25回　国民文化祭おかやま2010「邦楽の祭典」企画
委員長



フレッシュ会員研修会報告（3/25）

日時：3月25日（木）17時15分／場所：岡山プラザホテル
　３月25日土井基之ガバナー補佐訪問クラブ協議会の前に１時間かけて，８人のフレッシュ会員に対して，
クラブ活動・運営計画報告書を基に，ジョン・ケニーRI 会長のメッセージ，葛尾ガバナーのメッセージを
再確認した。さらにその中に述べられている職業宣言に関して，出席者で活発な討論をした。
 ［文章提供　糸島ロータリー情報委員長］

第５回クラブ協議会（土井基之ガバナー補佐公式訪問）（3/25）

　３月25日18時30分より岡山プラザホテルに於いて，第５回クラブ協議会（土井基之ガバナー補佐公式訪
問）が開催されました。丹羽会長，阿部幹事ほか，各委員長より真剣で実質的な活動報告がなされ，土井基
之ガバナー補佐より丁寧な講評をいただきました。その後，食事懇親会が和やかにおこなわれました。な
お，オブザーバーとして，８名のフレッシュ会員の皆様にも出席いただきました。ありがとうございまし
た。

フレッシュ会員研修「唯心の間」にて 糸島ロータリー情報委員長 講義

土井基之ガバナー補佐公式訪問「鶴鳴の間」にて オブザーバー出席のフレッシュ会員

丹羽会長 挨拶 土井ガバナー補佐 講評

近藤（典）副会長 閉会挨拶 懇親会 烏城の間にて



例会報告（4/1）

出席報告
　会 員 数　85名（内出席免除者24名）
　出 席 者　74名
　出 席 率　92.50％（前々回訂正後出席率91.46％）
　ビジター　４名

会長挨拶・報告
　今日は，わがクラブが創立されてから2000
回目の例会となる，記念すべき第2000例会で
す。
　創立されて以来，一歩一歩先輩たちが築き
上げられてこられて，41年という長い年月を
経て到達した記念となる例会となりました。
　2000例会の中に，その１回１回の例会の中
に，先輩たちの数多くの業績・足跡がうずたかく積まれており，また思い出が凝縮されていま
す。
　なお，第1000例会は1989年２月２日に開催されました。当時の会長は金光成治氏で，副会長
は堀　源明氏で，そして幹事は内山幸三氏でした。
　私事で申し訳ありませんが，私は金光会長年度の８月に入会し，丁度100人目の入会でした
ので，金のロータリーバッジ，勿論メッキですが，記念のバッジをクラブからいただきまし
た。翌年の２月には第1000例会に出席させていただきました。現在の会員85名の中に，私を含
めて22名の会員が第1000例会時に在籍しておりました。
　そして今日，第2000例会の会長をさせていただく光栄に預かりました。大変嬉しく思ってい
ます。節目節目に参加させていただき，私自身はこの岡山東ロータリークラブに入会させてい
ただいて良かったと思っています。
　今日は会員皆様全員で，この第2000例会を盛大にお祝いしましょう。そして，また一歩一歩
岡山東ロータリークラブに相応しい，魂の篭もった例会を積み上げて，次の第3000例会を迎え
たいと思います。
　21年先になりますが，足腰が丈夫でボケていなかったら，たとえ邪魔者扱いされても，私も
参加したいと思っています。
　今日は名誉会員であります，岡本パストガバナーをご招待しております。それから，久し振
りに髙山会員が出席しています。そして，本日入会の浦上会員も出席しています。どうぞ温か
い拍手でお迎えください。

幹事報告
１．米山梅吉記念館 春季例祭のご案内が届いております。参加希望の方は事務局までお願い
いたします。
２． 来週の例会は，18時30分よりルネスホールに於いて観桜夜間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，お間違いなきようお願いいたします。

３．葛尾信弘ガバナーより祝電が届いておりますので，ここで披露させていただきます。

お 食 事

MENU
鰹のカルパッチョ イクラ 香草 春の花ちらし レ
モンソース，カリフラワークリームスープ，赤
貝と貝柱のポワレ 菜の花添え トマト入りブー
ルブランソース，牛フィレ肉網焼き 野菜添え 
マデラー酒風味ソース，サラダ，バニラビーン
ズ入りアイス バルサミコソースかけとフルーツ
取り合わせ盛り，コーヒー，パン

葛尾信弘ガバナーより祝電

第2 0 0 0回記念特別例会



第10回理事役員会
日時：2010年４月１日（木）17時30分
場所：岡山プラザホテル
出席者：丹羽・西本・近藤・根木・舟橋
　　　　糸島・多田・藤井・坪井・森元
　　　　貝原・高橋・阿部・齊藤（博）
欠席者：村上・北村
審議事項：
１．職業分類の新設について
２．新入会員（日名一誠様）選挙について
３．浦上澤之会員の委員会配属について
４． 出席規定の適用免除（近藤典博会員）
　　について
５．スリーピング会員の動向について
６．その他

新入会員入会式
　浦上　澤之（うらがみ　さわゆき）会員
　（昭和13年１月１日生まれ）
　岡山理科大学 名誉教授
　推薦者：丹羽国泰 会員・阿部英夫 会員

　４月１日（木）18時30分より，岡山プラザホテルに於いて，第2000回記念特別例会が開催され
ました。岡山旭川 RC・ジャズ同好会のメンバーで構成されるジャスバンド「ゴールドファイ
ブ」の生演奏に耳を傾けながら，フルコースのディナーをいただきました。そして，例会回数
通算第2000回の記念すべき例会日を会員皆様で祝い，楽しいひとときを過ごしました。最後
に，「手に手つないで」を合唱し閉会しました。

［ゴールドファイブ：「ピアノ」大原利憲（前年度ガバナー補佐），「サックス」塩谷健吾（直前ク
ラブ会長），「ベース」入江修（副 SAA），「ギター＆ボーカル」國本卓明，「ドラム」北山秀典］

丹羽国泰 会長より 浦上澤之 新入会員へ
ロータリーバッチ授与

左からスポンサー 丹羽国泰 会員・
浦上澤之 新入会員，スポンサー 阿部英夫 会員

岡山旭川ＲＣ「ゴールドファイブ」による演奏

坪井パスト会長 乾杯丹羽会長 挨拶 チャーター・メンバーの横山パスト会長 挨拶

近藤（典）副会長 閉会挨拶 司会 齊藤（博）副幹事

第2000回記念特別例会



RI 第 2690地区 2010－2011年度 地区協議会（4/11）

　2010年４月11日（日）11時より，岡山コンベンションセンター（ママカリフォーラム）に於いて，RI 第2690
地区 2010－2011年度 地区協議会が開催され，岡山東 RCからは，次年度の会長・幹事以下，計７名が出席
しました。
　小林ガバナー・エレクトによる基調講演の後，各部門に分かれての協議会，そして全体会議と進み，次
年度に向けて，しっかり勉強しました。

記念撮影 「延養の間」にて

第2000回記念特別例会

小林ガバナー・エレクトによる基調講演 出席者全員で記念撮影

4月の月間行事予定  雑誌月間
例 会 行 事 プ ロ グ ラ ム そ の 他 の 行 事
１日特別例会
８日特別例会
15日通常例会

22日通常例会

29日例会休会

・第2000回記念特別例会（於：岡山プラザホテル）
・観桜特別例会（於：ルネスホール）
・お祝行事
・「日本文化と日本料理」
 日本料理「穂浪」　藤原典晃 様（岡山北西RC）
・ 「“つまようじ法”歯磨き」
朝日医療専門学校岡山校校長 渡邊達夫 様（岡山南RC）

（法定休日）

１日　理事役員会
11日　地区協議会
　　　（岡山コンベンションセンター）

29日　４RCゴルフ
　　　（赤坂レイクサイドCC）

4月の月間メニュー
１日特別例会
８日特別例会
15日通常例会
22日通常例会

29日例会休会

・第2000回記念特別例会（於：岡山プラザホテル）
・観桜特別例会（於：ルネスホール）
・ちらし寿司膳（ちらし寿司，茶碗蒸し，吸物，漬物）
・ 豚肉と玉子・季節野菜の炒め，イカの天麩羅サラダ添え，蒸し鶏の胡麻ソース和え，スープ，
御飯，ザーサイ

（法定休日）



2010.4.8　第2001例会

観　桜　特　別　例　会
（於　ルネスホール）

出席報告
　会　員　数　85名（内出席免除者23名）
　出　席　者　66名
　出　席　率　85.71％（前々回訂正後出席率92.41％）
　ご夫人参加　26名

　４月８日（木）18時30分より，ルネスホールに於いて，観桜特別例会が開催されました。「岡山チェンバー
プレーヤーズ」のクラシック音楽を聴きながら，おいしい料理とお酒とともに夜桜を観賞しました。最後
に，「手に手つないで」を合唱し閉会しました。

岡山チェンバープレーヤーズによるクラシック演奏

近藤（典）副会長 閉会挨拶

歓談・食事中

司会 横手会員

丹羽会長 挨拶 更井パスト会長 乾杯佐々木親睦活動副委員長 挨拶

花よりだんご

親睦活動委員会の皆様

手に手つないで


