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▲

本日のプログラム
　「退任挨拶」
　近藤典博 副会長・貝原明宏 職業奉仕委員長
　村上義憲 社会奉仕委員長・北村正発 国際奉仕委員長
　根木克己 S.A.A.

▶6月24日のプログラム
　「退任挨拶」
　丹羽国泰 会長・阿部英夫 幹事

例会報告（6/3）

出席報告
　会 員 数　86名（内出席免除者23名）
　出 席 者　70名
　出 席 率　84.34％（前々回訂正後出席率86.25％）
　ビジター　０名

会長挨拶・報告
　本年度，最後の月になりました。
　新世代活動委員会による６月５日実施の「宇野小学校区内の落書き消去活動」，そして親睦活動委員会が
準備をしてくれています，６月10日の「チャータナイト」特別例会で本年度の事業は終ります。
　もうしばらく，皆様方のご協力をいただきたいと思います。
　本日の理事会で岡山東ロータリークラブ細則の改正案が了承されました。次年度，西本年度から施行さ
れますので，よろしくお願いします。

幹事報告
１． 次週の例会は，チャーターナイト記念特別夜間例会となっております。18時30分より，アークホテル
岡山にて開催いたします。お昼の例会はございませんので，お間違えのないようよろしくお願いいた
します。

２．他クラブの週報を回覧いたしますので，ご覧下さい。
３．岡山丸の内RCと岡山城RCの創立20周年記念誌を回覧いたしますのでご覧下さい。

次年度幹事報告
１． 本日レターボックスに次年度会員名簿の校正を入れております。６月10日までに必ず事務局への提出
をお願いいたします。

２． 先週，次年度理事役員委員長各位には，「クラブ活動・運営計画報告書」の原稿校正をお願いしており
ます。本日中に事務局まで提出して下さい。６月17日までに次年度第９グループガバナー補佐へ送ら
なければなりませんので，ご協力よろしくお願いいたします。

お 食 事



３． 本日，理事会にて，７・８月における上着着用免除（ネクタイ着用）の議案が採決されております。た
だし，ロータリークラブの例会ですので，あまりラフな服装はご遠慮お願いいたします。なお，７月
１日は次年度ガバナー補佐公式訪問ですので，上着着用（ネクタイ着用）でお願いいたします。

第12回理事役員会
日時：2010年６月３日（木）11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・坪井・森元・貝原・
　　　　村上・高橋・北村・阿部・齊藤（博）
欠席者：多田・藤井
審議事項：
１．岡山東ロータリー・クラブ細則の変更について
２．青少年育成基金について
３．新入会員選挙（南進 様）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．髙山眞司 会員の出席規定の適用免除（病欠）取り消しについて
６．長船宗員 会員の会員続行について
７．事務局昼食場所について
８．上着着用免除（ネクタイ着用）〈７月・８月〉について
９．その他

ロータリー米山記念奨学生 陳新妍さんに奨学金授与
ロータリー米山記念奨学生 陳新妍さんに，丹羽会長より奨学金が授与
されました。

お祝い行事
会員誕生日　　世良，仁科（靖），河和，藤原（徹），菅野，若林，鳥居

S A A

●スマイル●
池田 囲碁同好会のみなさま，ありがとうございました。本日，組合の総会のため欠席します。
浦上 簡単にしたいイニシエーション，しっかりつかんでいただきたい私のスピーチ。矛盾の中

から話します。
荒川（謙） 先日，孫の「お宮まいり」を行いました。その折，村松さんにかわいい写真を多く撮って

いただきました。ありがとうございました。
日名 本日イニシエーションスピーチをさせていただきます。よろしくお願いします。
山下 ５月のゴルフ同好会において，栄えある３位に輝きました。本当に楽しい２日間でした。

久しぶりに SAAに協力を含め，スマイルさせていただきます。感謝感謝。
若林 誕生日のお祝いをしていただき，誠にありがとうございます。
北村 先日，湯原「菊の湯」での一泊囲碁同好会にて優勝しました。同行の皆様には大変お世話

になりました。又，池田会員には特別のおはからいを感謝します。佐藤会員，早く強く
なってください。大いに有望です。

守屋 全飲連全国大会の為，チャーターナイトを欠席します。SAAに協力。
世戸 SAAに協力。途中退席します。
藤原（徹） ①本日誕生日祝をいただきました。ありがとうございました。　② SAAに協力。
斉藤（良） スマイルに協力。
眞殿 社員旅行でソウルに行き無事帰ってきました。
赤木 本日は私達夫婦の結婚記念日であります。これから先も元気に楽しく過ごせる様祈ってお

ります。
齊藤（博） 池田さん，先日は囲碁同好会がお世話になり，本当にありがとうございました。
近藤（典） ①出席免除を認めていただき感謝します。　②囲碁同好会よりお土産をいただきありがとう

ございます。　③ SAAに協力。
河和 ①元気で米寿の誕生日を迎えました。皆さんに感謝。　②齊藤副幹事のお世話で囲碁大会に

参加し，北村六段に２目の負けで残念ながら優勝を逃し，二位になりました。
片山 米田さん，お世話になりました。

丹羽国泰会長 挨拶

本年度最終理事会 審議中

丹羽会長より陳新妍さんに奨学金授与



「イニシエーション スピーチ」 浦上澤之 会員・日名一誠 会員

6月3日のプログラム

○浦上澤之 会員
私が尽くしてきたこと 
　４月から私の交際範囲を大きく広げていただきましたことを厚く御礼申し上げ
ます。岡山東の歴史を象徴するお歴々の前でイニシエーション・スピーチをさせ
ていただくなど，夢のようでございます。今回は時間も紙数も限られていますの
で，一つの私の役回りについて申し上げます。 
　1980年頃といえばアジア諸国の影は研究面ではまだ薄かった頃です。私の所属
する学会がオーストラリアと行き来していたため，両国間の地域を含む国々と交
流を促進するため，研究協力体制の立ち上げを模索する機運が高まり，私にその
ための幹事役がまわってきました。私の眼目は真摯に南北問題に取り組むことで
した。そこで意識統一を試みながら国内委員会を立ち上げ，学会の理事会が開催
される毎に上京もしました。そうしていると，私が気を回す以上に，協力や提案が次第に国内から得られ
るようになりました。 
　当時はインターネットの普及が十分ではありませんでしたので，ファックスに頼って外国の状況の把握
に努めることも必要でした。ちょっとした検討を要請する文書の往復に数カ月を要する彼らの所属機関や
研究体制に思いをいたしましたが，そのような国に限って多くの困難な問題を持ち出してきます。そのよ
うな過程を経て，研究協力機構の名称や定款も提案し，完成に漕ぎ着けました。各国との交渉の後に国内
の学会に渉外委員会，理事会があり，国際ユニオンにはカウンセルがあります。各段階で国の状況の違い
に起因する問題にも時間を費やしました。その頃，欧米からの参加や協力の申し出もでてきました。 
　成立準備ができた時には，日本でまとめた案が殆どそのまま成案となり成立しました。修正は，オース
トラリアによる英単語一つの修正のみでした。今では当時からは予見できなかったほどの盛況を呈してい
ます。 
　世の中は多様であるが故に，一方が尽くしたくても受容されないことが多いですが，ここに記した例は
国の文化が違い，成熟度も違ったけれど，上手く成就した場合です。 
　ちなみに，この文は，ロータリーの奉仕 service を「尽くすこと」とした場合の記述になっています。 
学歴：操山高校，早稲田大学第一理工学部，東京大学大学院数物系研究科，後に理博 
職歴： 東京大学，日本電子，マレーシャ理科大学，岡山理科大学（この間にアインシュタインの学んだ

Eidgenossische Technische Hochschule （ETH） Zurich への留学等） 

○日名一誠 会員
　先日，糸島先生と藤井さんのスポンサーで入会させていただきました，岡山
ハートクリニックの日名でございます。
　私は，昭和31年の総社市の生まれです。
　地元の学校から，三重大学の医学部に入りまして，昭和56年に卒業後，岡山大
学の第一内科に入局しました。約30年前のことです。
　その時，駆け出しの医師であった自分をご指導下さいましたのが，当時まだ若
かりし頃の糸島先生でありました。“殴る蹴る－－”と言うのは冗談ですが，時に
は本当に先生の蹴りをくらいながら，その厳しい指導に耐えまして，りっぱに成
長して行ったわけであります。
　その後，自分の専門を心臓病に決めまして，岡山大学附属病院で５年，榊原病
院に約20年お世話になりましたが，昨年の３月に，他の４人の心臓専門医と，岡北大橋の東たもとに岡山
ハートクリニックを開院した次第です。
　前回のイニエーションスピーチで，友野さんが，“ペーパーレスの印刷屋”と言われていたのを興味深く

熊本 丹羽会長より，家内の誕生祝いに素敵なお花をお送り下さり，誠に有難うございました。
西本 平成22年５月27日，パスト会長会も滞りなく終えることができました。ありがとうござい

ました。いよいよ次年度が近づきました。皆様のご協力をよろしくお願いします。
鳥居 誕生日お祝いありがとうございます。
坪井 SAAに協力。
 21件　105,000円



拝聴したのですが，我々が目指すのは，“メスを使わずに心臓を手術する”というものであります。我々は，
カテーテルというものを使いまして，狭心症，心筋梗塞はもちろんのこと，心房細動などの不整脈も，切
らずに治すことを専門としております。５人の仲間は少しずつ専門性が違っておりまして各分野のスペ
シャリストがそろっていると言うのが自慢です。
　そういう専門医として最新の高度医療を提供すると同時に，開業医ですので，地域のかかりつけ医とし
て専門外でもあらゆる疾患のご相談にのる，という新しい形態のクリニックを目指しています。
　こうして見わたしますと，メタボもしくは予備軍の方が大勢いらしゃるようで……本当に良い会に入れ
ていただいたと内心喜んでおります。
　ぜひとも皆さん何かお困りでしたら，いつでもお気軽に日名までご一報下さい。電話番号は，２７１－
８１０１（ハートの１）であります。
　ということで，微力ではございますが，誠意を持って頑張っていきたいと思っておりますので，今後と
もどうかよろしくお願い致します。
　
＊最後に，私の趣味ですが，金も時間も無いということで，無趣味な自分ですが，高校，大学はサッカー
部だったので，サッカー観賞は好きです。今年はワールドカップがありますので，大変楽しみにしており
ます。
　ファジアーノも密かに応援しておりますが，今はまだ“頑張れファジアーノ”という売上金を寄付する自
動販売機をおいてあげるぐらいしかできておりません。しかし，そのうちスタジアムに名前を出せれるぐ
らいになりたいと思っております。あとゴルフを少々嗜みますが，かなりの腕前で，ゴルフ歴30年，石川
亮君の18ホールのスコアーと私のハーフが同じくらいと言うところです。ただ昼にビールを飲むのは大好
きです。またそのうち皆さんの前で披露する機会もあるかとは思いますが……，その時は無視してやって
下さい。

宇野小学校区内，就実大学・就実短期大学周辺の落書き消去活動（6/5）

　６月５日（土），新世代活動委員会，社会奉仕委員会，職業奉仕委員会は，新世代の育成の一環，また地
域における奉仕活動として，宇野小学校区内，就実大学・就実短期大学周辺の落書き消去活動をおこない
ました。事前に，学童生徒にレクチャーをおこない，落書き消去のみならず，自分たちが住む社会環境に
関心をもってもらい，青少年の非行防止と健全育成を図ることを目的としています。安心して暮らせる地
域社会を再認識していただく手がかりとして，とても有意義な社会的影響のある活動と考えています。会
員皆様の関心も高く，協力，そして協働作業に快く参加していただき大変感謝いたします。また，坪井俊
郎パスト会長よりヤクルト製品を寄付していただき，子どもたちへのお土産として大変喜ばれました。藤
井一也会員からは，缶コーヒーの差し入れもありました。皆様，ほんとうにありがとうございました。
 ［文章提供：新世代活動委員会 高橋委員長］

子どもたちが，落書き消しを通して地域に関心をもち，豊かな心を育むレクチャーをおこないました

丹羽国泰会長 挨拶 高橋憲志新世代活動委員長 挨拶



第10回ゴルフ同好会（6/13）

　梅雨入りの初日、雨の中一人の欠席者もなく、本年度最後のゴルフ同好会がたけべの森ゴルフ倶楽部で
開催されました。
　あいにくのコンディションでしたが、西下会員がみごと熱戦（舌戦？）を制されました。
　主な成績は以下の通りです。 ［写真・文章提供：三垣会員］

・岡山東RCゴルフ同好会第10回例会成績（敬称略）

アウト イン グロス ネット

１位 西下　裕平 40 42 82 72 ベストグロス

２位 荒川　謙三 42 46 88 76

３位 近藤　聡司 47 50 97 76

落書き消しを，子どもたちとともに協働にておこない，熱心に，そして楽しみながら活動をおこないました

協力いただいた山陽映画（株） 玄関前にて記念撮影



2010.6.10　第2009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　86名（内出席免除者22名） 出　席　者　67名
　出 席 率　82.72％（前々回訂正後出席率88.75％） ご夫人参加　18名

　2010 年６月 10 日（木）18 時 30 分より，アークホテル岡山に於いて，チャーターナイト特別例会が開催されました。
まず，在籍 25 年表彰，チャーター・メンバーによる挨拶がおこなわれました。その後，ひな壇メンバーによるカラ
オケ大会，親睦活動委員会の「たすき引継ぎ式」がおこなれ，最後に「手に手つないで」を合唱し閉会しました。

岡山東ロータリークラブ 認証状 丹羽国泰会長 挨拶

内山隆義 会員西本晃 会員

１位　西下裕平 会員 ３位　近藤聡司 会員２位　荒川謙三 会員

在籍 25 年表彰

三垣日出人親睦活動委員 挨拶
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会を楽しんで！カラオケで歌って
！



歓談・食事中
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会を楽しんで！カラオケで歌って
！

チャーター・メンバーを代表して荒川雅久パスト会長 挨拶 糸島達也直前会長 乾杯

チャーター・メンバー紹介
荒川雅久 会員・片山義久 会員・横山洋 会員・（岡本貴夫 名誉会員）

貝原明宏 職業奉仕委員長 舟橋弘晃 副 S.A.A.

西本晃 会長エレクト

丹羽国泰 会長

齊藤博臣 副幹事

近藤典博 副会長 阿部英夫 幹事

村上義憲 社会奉仕委員長 北村正発 国際奉仕委員長



司会 近藤聡司 会員陳新妍さんと事務局の皆様 近藤典博副会長 閉会挨拶

合　唱
「手に手つないで」

親睦活動委員会「たすき引継ぎ式」

本年度親睦活動委員会の皆様と森元幹雄委員長 次年度親睦活動委員会の皆様と佐々木篤委員長

たすき引継ぎ 森元幹雄親睦活動委員長とご令室博恵様


