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▲

本日のプログラム
　「前立腺疾患について」
　岡山大学大学院医歯薬学総合研究科
　泌尿器病態学�教授　公文裕巳�様

▶1月27日のプログラム
　「夢と元気あふれる岡山づくり」
　岡山県知事　石井正弘�様

例会報告（1/6）

出席報告
　会 員 数　₈₆名（内出席免除者₂₂名）
　出 席 者　₆₉名
　出 席 率　₈₄.₁₅％（前々回訂正後出席率₉₀.₁₂％）
　ビジター　０名

会長挨拶・報告
　本日は，新年最初の例会でございます。
　“あけましておめでとうございます。”本年の干支は卯歳，飛躍の年と云われ，何事も果敢に着実に前進し
て行きたいものと思います。
　前期は会員皆様の多大なお力添えにより無事新年を迎えさせていただき，先ずは心より感謝申し上げま
す。
　さて，年末家族会には，多数の会員，ご家族の皆様のご出席を得て盛大かつ楽しいひとときを持たせて
いただき，本当にありがとうございました。又，12月25日には菅野青少年活動委員長のもと，NPO 法人
「子供達の環境を考えるひこうせん」のクリスマス会に，齊藤幹事と共に参加させていただき，子供達と楽
しいひとときを過ごすことができました。その節は広報委員会の若林会員に大変お世話になりました。
　それから昨年，全日本実業団対抗女子駅伝において，天満屋のメンバーが初優勝に輝き，岡山県人とし
ては大変うれしく誇りに思いました。なお，今後の下期６ヶ月に向かい，各委員長から皆様に色々ご案内
させていただくことと思います。是非ともお力をお貸し下さいますようお願いいたします。
　早速，１月13日は新年特別例会がアークホテルに於いて予定されております。ご多用中とは思いますが
何卒よろしくお願いいたします。
　尚，本日より西下副 SAAに替わって，下半期は武副 SAAにお世話になることとなりました。併せて皆
様方のご協力をお願い申し上げる次第です。

幹事報告
１．�ガバナー事務所より1月のロータリーレートは1ドル＝84円であると連絡がございましたので，お知ら
せいたします。

お 食 事

レイ・クリンギンスミス



２．�次週例会は18：30よりアークホテル岡山にて新年夜間例会となっております。お昼の例会はございま
せんので，お間違えのないようにお願いいたします。

３．�他クラブの週報を回覧いたします。ご覧下さい。
４．�2011年�国際ロータリー年次大会のご案内と日本ロータリー親睦ゴルフ大会のご案内を回覧いたします。
参加希望の方は事務局までご連絡下さい。

５．�２月６日に I.M. が津山で行われます。参加予定で申し込みがまだの方は早めに申し込み下さい。

第7回理事役員会
日　時：2011年１月６日（木）11時30分／場所：岡山プラザホテル
出席者：西本・仁科（靖）・石井・舟橋・武・根木・砂山・佐々木・安藤・高橋・菅野・勘藤・齊藤（博）・
　　　　荒川（謙）
欠席者：入江・丹羽
審議事項：
１．「インターシティー・ミーティング」について
２．「こども国際交流会」について
３．「無料在岡外国人健康相談・健康診断」の報告
４．「ぱぱとクリスマス　協賛」の報告
５．「少年はだか祭り　協賛」について
６．「年末家族特別例会」の報告
７．その他

奨学金授与
ロータリー米山記念奨学生�陳新妍さんに奨学金授与

お祝い行事
会員誕生日　　　荒川（雅），井上（英），浦上，山田，友野，片山，西本，近藤（聡），近藤（典），池田，
　　　　　　　　貝原，砂山，日名
会員夫人誕生日　伊原木，田中，諸國，大森，丹羽，阿，武，木村，村上，仁科（恭），本德，佐藤（一）

S A A
●スマイル●
西本� �年末家族会には多数の会員，ご家族の方のご参加，楽しく過ごすことが出来ました。又抽

選にも当たり申し訳ございません。本日より下半期が始まります。皆様のお力添えよろし
くお願いします。

仁科（靖）� �いよいよ会長予定者年度の新年を迎え7月からのスタートに向けて準備段階に入りました
が，理事・役員・委員長予定者の方々をはじめ全会員の皆様，西本年度同様よろしくお願
い申し上げます。

石井� 親睦活動委員会の皆様，年末家族会でご苦労様でした。
齊藤（博）� 年末家族会で国際奉仕委員長賞が当たりました。
荒川（謙）� ��①昨日（５日）娘に女の子が誕生しました。これで孫が３人になり，女の子２人，男の子１

人で，男の分が悪いです。　②年末家族会におきまして，新世代活動委員長賞（IH のコン
ロ）が当たりました。

坪井� �新年あけましておめでとうございます。年賀状をいただきありがとうございました。ま
た，年末家族例会では，ロータリー財団委員長賞が当たりました。ありがとうございまし
た。

河和� �①新年のおよろこびを申し上げ，老人乍ら本年もよろしく。　②年末クリスマス例会で仁
科靖孝会長エレクト賞の立派な品をいただきました。　③亡き妻の誕生日に西本会長より
神前に立派な生花のお供えをいただき感謝しております。

横山� �①西本丸の折り返し御苦労様です。後半も頑張って下さい。　②本年傘寿を迎えました。
来週13日の新年特別例会は出張予定につき欠席します。申し訳ありません。　③昨年12月
のゴルフ同好会例会，優勝させていただきました。

多田� �新年あけましておめでとうございます。日本ハムファイターズは斉藤佑樹投手も加わり日
本一をめざします。

砂山� �年末家族会にて会長賞をいただき有難うございました。運をつかいはたしたかもわかりま

ロータリー米山記念奨学生 陳新妍さんに，
西本晃会長より奨学金が授与されました。



せん。本年もよろしくおつきあい申し上げます。
米田� �西本丸の後半年の航海の無事をお祈りいたします。年末の忘年会で石井副会長賞の自転車

が当たりました。これからは，この自転車で例会に出席しようと思っております。
更井� �①あけましておめでとうございます。西本丸の後半戦の活躍をお祈りします。　②資郎ちゃ

ん，全日本実業団女子駅伝，初優勝おめでとうございます。
糸島� �皆様おめでとうございます。年末の例会で高橋委員長の社会奉仕委員長賞が当たりました。
西下� 新年おめでとうございます。仁科会長エレクト，武副 SAA，ガンバッテ下さい。
伊原木� �①12月16日全日本実業団対抗駅伝大会優勝。ご声援ありがとうございました。　②12月23日

クリスマス家族会では熊本職業分類委員長賞が当たりました。ありがとうございます。　③
佐々木親睦活動委員長，家族会ではたくさんお買上げありがとうございました。

北村� 新年おめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
阿部� �あけましておめでとうございます。西本会長・齊藤幹事，あと半年頑張って下さい。年末

家族例会，齊藤幹事賞ありがとうございました。
木村� あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
本德� 「年末家族例会」にては“副幹事賞”をいただきまして，誠にありがとうございました。
眞殿� あけましておめでとうございます。斉藤（良）先生には年末年始大変お世話になりました。
塩見� 年末特別例会ではお世話になりました。ありがとうございます。
勘藤� �皆様，あけましておめでとうございます。年賀状に替えて，スマイルで新年のご挨拶をさ

せていただきます。今年は，国際奉仕委員会でいくつかの行事を予定しています。当初予
算をオーバーすること間違いありません。後は，皆様のスマイルに期待するしかありませ
ん。皆様，奮ってスマイルにご協力お願いいたします。よろしくお願いします。

和氣� �あけましておめでとうございます。昨年の年末はヘルニアで入院をし，皆様にはご心配を
お掛けしました。今年は健康にも気を付け，頑張って参りますので，よろしくお願いいた
します。

山口� �謹賀新年。新年もよろしくお願いします！　新年恒例の稲荷初詣で今回山にのぼりました
（八畳岩）。一生の良い思い出になりました（つかれた）…！！

佐々木� �昨年12月23日の年末家族例会に多くの方々に参加していただき，盛会に終わる事ができま
したこと感謝いたします。特にお土産を手配して下さった熊本パスト会長，多田パスト会
長には心よりお礼申し上げます。当日，会員選考委員長賞が当たりました。砂山委員長あ
りがとうございました。

横手� 出席委員長賞をいただき，誠にありがとうございました。
冨岡� �①あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。　②年末家族会

で，佐々木篤親睦活動委員長賞をいただきました。ありがとうございました。
村松� �昨年の家族例会の写真撮影を担当させていただきまして，ありがとうございました。きれ

いに「修正作業」をいっぱい？しておりますので，次回の通常例会にポスティングいたし
ます。

佐藤（一）� �年末家族会において，素晴らしいプレゼントが当たりありがとうございました。本年もよ
ろしくお願いいたします。

浦上� �年末の家族例会でもらった大きな包み箱，職業奉仕委員長からの賞でした。スマイルが大
きくなり，職業奉仕が重くなります。今年は職業奉仕を糧に励みます。

友野� あけましておめでとうございます。年末家族会では大変お世話になりました。
諸國� あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。
佐藤（英）� �年末家族会でプログラム委員長賞として天体望遠鏡をいただきました。冬の夜空を楽しま

せていただきます。ありがとうございました。
内山（淳）� �本日，イニシエーションスピーチをします。緊張して上手く話せないと思いますが，よろ

しくお願いします。
事務局一同� 年末家族会へお招きいただきありがとうございました。
武� �①青少年育成基金委員長賞をいただきました。横山委員長ありがとうございました。　②本

日より西下会長ノミニーに代わり副 SAA を拝命いただきました。齋藤信也米山記念奨学
会委員長よろしくお願いします。

舟橋� �①西下前副 SAA（会長ノミニー）半年間ありがとうございました。武副 SAAよろしくお願
い申し上げます。　②年末家族例会で広報委員賞をいただきました。　③皆様のご指導のお
かげもあり，１月１日付で教授に昇進させていただきました。今後とも精進しますので，
よろしくお願い申し上げます。

� 37件　228,000円



「イニシエーションスピーチ」 南　進 会員・内山　淳 会員

1月6日のプログラム

●南　進 会員
　私は，昭和63年に三井生命に入社し今年で会社生活23年目を迎えます。22年間
の会社生活の中には当然のことながらいくつかの転機がございました。
　弊社の場合，入社しますと本社あるいは，支社に配属され３年後に本社にいた
者は支社へ支社のものは本社へとローテーションがかかりその後20歳代後半から
30歳くらいまでで自分のフィールドが決まっていくと言うシステムになっており
ました。私の場合学生時代理工学系を志していましたし，会社の同期からは，「同
期の中でも営業には向いてないほうだよ」とも言われていましたので自分でも近
い将来は，学生時代にやっていた事を生かせる仕事に就くんだろうなくらいに
思っておりました。
　ところが，入社４年目にひとつの転機が訪れました。当時東京都内の支社に勤
務しておりましたが，当時の上司は営業のたたき上げで「うちの会社は，三井生命保険相互会社ではなく，
三井生命保険販売会社だということを覚えておけ。」と言うようなタイプの人間でした。そしてその年度が
終わろうという２月に私は，ラグビーの試合で「骨折・じん帯断裂・脱臼」という大怪我をおい一ヵ月半
の入院を余儀なくされる事態に見舞われました。当時は，支社の中の事務管理が主な仕事でありましたか
ら一ヶ月半も休めば職務に支障をきたさないことはないわけで，職場復帰してきたある日上司より，トイ
レで並んで用と足していたとき「おまえ，来週から営業所に行ってもらうから」と直々に発令を受けまし
た。営業所とは，営業現場の最前線基地であり事実上これが営業への第一歩となったわけです。
　その後営業所長になるための修行を３年つみ28歳のときに入社当時の自分では考えられない「営業所長」
という職制についたわけです。営業所というのはどんな職場かと言いますと，まずは，男女の比率，年齢
の幅が普通の職場では考えられないもので私が最初に行ったところは営業職員と呼ばれる女性が25名に対
し男性は私１人。パラダイスというかなんというか・・・（時には，ピラニアの池に牛を放すような状態も）
年齢も下は24歳から上は，70歳まで幅広く孫とおばあちゃんが毎日顔を合わせるような，そして嫁姑のバ
トルもおこるような・・・。また，部下と言っても勤続年数からすれば半数以上が自分より遥かに上であり
己の主義主張はきっちりしてくるものも数多く，最初行ったときは本当に自分にできるのだろうか不安な
毎日でした。そんな気持ちでスタートしたのですが自分の考えをはっきり持ちそれを曲げずに運営指針を
しっかり打ち出し実行することで組織として束ねていくことができることがわかりました。
　そこに気づけたことでその後15年間営業の最前線で仕事ができたのかと思います。また，今現在思うこ
とは，先ほど悪口じみたことを申し上げましたがその15年間接してきた女性たちがいたからこそ自分があ
るのかと思いますし，この道に導いてくれた上司に対しても非常に感謝しております。そして今私はその
当時の上司の年齢に達しました。これから彼のように後輩や，部下を１人でも多く導けたらと思います。
　上司に感謝，部下であった女性たちに感謝，そしてお客様に感謝。

●内山　淳 会員
　皆様，あけましておめでとうございます。昨年12月より入会させていただきま
した内山　淳（ウチヤマ　ジュン）でございます。よろしくお願いします。
　ここで簡単な自己紹介をします。1968年（昭和43年）生まれの42歳。一橋大学商
学部卒，現在，造園会社�山都屋の代表になり１年半。家族は，妻，子２人（小６，
小４），犬１です。
　趣味は旅行です。社会人になって司馬遼太郎の「竜馬がゆく」を読んでから坂
本龍馬の生き方に共感してから家族を連れて高知，長崎，京都に旅行をしました。
　大学生のころ，ゴルフサークルに入りゴルフデビューをしましたが，運動セン
スが足りなかったため上達させることなく途中でやめました。最近は，仕事でゴ
ルフを年に数回する程度です。
　大学卒業後，８年ほど銀行に勤めていましたが，家業を継ぐ決意をして，祖父が創業した造園会社の山
都屋に入社しました。最初は，植木の名前すら分からない状況でした。会社では財務を任され，総務や経
理を中心に携わってきました。一昨年，業界の将来が見えない中，父の後を継いで社長に就任しました。
　造園業は，「植木屋」と言われる通り，植木の植栽，移植，伐採，剪定，防除などが主な仕事です。例え
ば，住宅の庭づくりから公園，公共，民間施設，道路などの植栽や手入れをしています。また，旭川の桜
のように傷んだ樹木を治療して樹勢を回復させることもしています。
　最近は，都市のヒートアイランド化が問題になっており，コンクリート建物の屋上や壁，アスファルト



駐車場などに植物を使って緑化するとまわりの気温を下げる効果が注目を集めています。また都会の中に
昆虫や鳥などが集まるような自然環境を復元することの必要性も言われています。
　岡山は山に囲まれ自然に恵まれた環境でありますが，市街地はビルや建物が多くなり，みどりを増やし
ていくことが景観上からも大切だと思います。これからは造園業界も地域の人たちと協働して魅力ある街
づくりに参画していくことが重要だと考えています。
　まずは一日も早く一人前のロータリアンになって地域に貢献できるように頑張りたいと思いますので，
皆様のご指導ご鞭撻の程をお願いしてご挨拶とさせていただきます。
　ご清聴ありがとうございました。

年末家族例会　家族写真







2011.1.13　第 2037 例会

2011年 岡山東ロータリークラブ

新 年 特 別 例 会
出席報告
　会員数　86名（内出席免除者22名）
　出席者　68名
　出席率　85.00％（前々回訂正後出席率91.67％）

　1月13日（木）18時30分より，アークホテル岡山に於いて，新年特別例会が開催されました。長寿，年男の
方々を会員皆さまで祝福し，2011年の幕開けを記念しました。丹羽直前会長より乾杯の挨拶があり，長寿・
年男の方々で鏡開きが行われ，大いに盛り上がりました。�

西本会長 挨拶 丹羽直前会長 乾杯 佐々木親睦活動委員長 挨拶



長寿：数え年     
傘寿 80歳 昭和7（1932）年生まれ 鳥居　滋 会員 横山　洋 会員 米田　弥寿雄 会員

喜寿 77歳 昭和10（1935）年生まれ 青山　英康 会員 髙藤　祚嗣 会員 田中　徹 会員

古希 70歳 昭和17（1942）年生まれ 阿部　英夫 会員 井上　英雄 会員 北村　正発 会員 内山　隆義 会員

還暦 61歳
（年男：満60歳） 昭和26（1951）年生まれ 森安　武夫 会員 村上　義憲 会員

年男     

72歳 昭和14（1939）年生まれ 井上　一 会員 片山　義久 会員

48歳 昭和38（1963）年生まれ 大橋　正禎 会員 竹内　義博 会員

36歳 昭和50（1975）年生まれ 和氣　伸吉会員

傘の曲

鳥居　滋 会員 田中　徹 会員

北村　正発 会員

井上　一 会員

米田　弥寿雄 会員

内山　隆義 会員 森安　武夫 会員

片山　義久 会員

髙藤　祚嗣 会員

阿部　英夫 会員

村上　義憲 会員 和氣　伸吉会員

五段茶碗の曲

太 神 楽 曲 芸
豊来家　板里さんによる数々の芸を披露



合 唱 「 手 に 手 つ な い で 」

石井副会長　閉会挨拶 司会　佐藤一昭 会員 ロータリー米山記念奨学生 陳新妍さん

歓　談　中　の　各　テ　ー　ブ　ル


