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▲

本日のプログラム
　「お祝い行事」
　「ロータリー理解推進月間によせて」
　舟橋弘晃 国際奉仕委員長

▶1月12日のプログラム
　新年特別例会
　（於　アークホテル岡山）

例会報告（12/15）
出席報告
　会 員 数　₈₉名（内出席免除者₂₂名）
　出 席 者　₆₅名
　出 席 率　₇₉.₂₇％（前々回訂正後出席率₉₃.₇₅％）
　ビジター　３名

会長挨拶
　今年の「流行語大賞」として“なでしこジャパン”が選ばれたようですが，もう一つ恒例の漢字検定協会
の「今年の漢字」には，３．11以後よく使われております“絆”に決まったそうであります。
　辞書によりますと，絆とは“断つにしのびない恩愛”とか“離れがたい情実”と書かれております。
　本年度 RI 会長カルヤン・バネルジー氏は，ロータリーの奉仕の原点は家族の絆からなる家族愛にあると
唱えております。我々の友人，ロータリーの仲間，仕事の仲間に於きましても，心の平和からなる本質の
絆が今以上に芽生え，育む事ができればと思っております。
　それでは，お願いとご報告をさせていただきます。
　先週，ご自宅に２件のご案内状が届いていると思います。１つ目は，本年度の方針により夜間特別例会
を従来の年５回開催から年４回とし，新年特別例会はご夫人ご招待によります同伴例会とさせていただい
ております。新年早々の特別例会として，ご夫人共 “々長寿”，“年男”のお祝いをさせていただき，アトラ
クションも担当委員会が，新年らしい祝儀舞や大道芸の“猿まわし”等の企画をいたしてくれております。
　多数の会員，ご夫人のご出席をお願い申し上げます。
　２つ目は，３月18日（日），19日（月），20日（火）休日の２泊３日の上海，蘇州グルメの旅へのご案内でご
ざいます。ホテルは５ツ星の「ホテルオークラ上海」を指定，食事は事前公表できる著名な一流レストラ
ンばかり，バスはご夫人方の為にトイレ付バスの準備と通常の団体旅行にないハイレベルな企画の上，料
金は格安で，行かなきゃ損する旅行のご案内でございます。ご夫人共々，ご参加宜しくお願いいたします。
　そして来週は，本年最後の例会として夜間特別例会“年末家族会”でございます。ご家族の皆様とのお越
しを親睦活動委員会メンバーとともにお待ちいたしております。

幹事報告
１．次週は年末家族特別例会ですので，昼の例会はありません。

お 食 事
松華堂，汁

謹賀
新年



２．「公益財団法人ロータリー日本財団への寄付金に関する税制度について」の案内が届いておりますの
で，ポスティングしております。

３．2010-11年度小林完治ガバナー事務所より，「職業研修チーム（VTT）の報告書」が届きましたので，
回覧いたします。

４．他クラブの週報を回覧いたします。ご覧下さい。

来賓ご挨拶
　第2690地区 第９グループ 小林眞一
ガバナー補佐（赤磐 RC），岩本一正 IM
実行委員長（同）が来訪され，２月５日

（日）津山市で開催される第８・第９グ
ループ Intercity Meeting（赤磐 RC と
津山 RC がホストクラブ）の案内に来
訪され，出来るだけ多くの参加要請が
ありました。

委員会報告
●米山記念奨学会　勘藤　晋 委員長
　10月から寄付金を集めさせていただいて，合計で100万円強のご寄付をいただきました。お陰さまで，米
山功労者５名以上などの今年の寄付目標を達成することができました。今月中に財団に送金し，財団の領
収書を皆様の確定申告に間に合うようにお届けいたします。皆様の温かいご支援に感謝申し上げます。

●前年度会報委員会　和氣伸吉 前年度会報委員長
　本日，昨年度の「年報」を配布させていただきました。
　皆様ご協力ありがとうございます。

S A A

●スマイル●
仁科（靖） 先週は朝日高校サッカー部後輩のファジアーノ木村社長をお招きし，今週はサッカー部先

輩の岡山労災病院 清水院長にお越しいただきました。ご多忙のところありがとうございま
す。

西本 「年報」が出来上がりました。和氣会報委員長並びに委員会の方，そしてクラブメンバーの
方々のご協力によりまして出来上がりました。ご高覧下さい。ありがとうございました。

荒川（謙） ①今年も我が家のイルミネーションをしていますが，震災の影響，節電などのため半数以
上の家が今年はしてなくさびしい限りです。　②先日のゴルフ例会で当日賞（ゴルフバッ
グ）が当たりました。

砂山 清水先生をお迎えして。講演を楽しみにしております。
井上（一） ①清水先生，卓話ありがとうございます。　②私事ですが，この度画集を出版しました。
丹羽 私の同級生で，岡山労災病院長で岡山県医師会理事の清水先生，ご多忙の所よくいらっ

しゃいました。先生の卓話を楽しみにしています。
糸島 ①清水先生，ようこそおいでくださいました。岡山県医師会理事としてご活躍を。　②小

林ガバナー補佐ようこそ。以前，備前のゴルフ場でご一緒してニアピンが二つも取れたの
は忘れられない思い出です。

西下 ①赤磐ロータリークラブの皆様ようこそ。　②ゴルフ２位でした。復活の兆しか？
石井（英） 清水医院長，ようこそおいで下さいました。
齋藤（信） 清水先生，ようこそおいで下さいました。
山口 赤磐ロータリーの小林ガバナー補佐，岩本 IM 実行委員長ようこそ !!
髙藤 SAA に協力します。
北村 一年間無事過ごせました事を感謝して ･･･。
森安 除籍もされず１年間ありがとうございました。上海行きたし，金はなし。
山下（和） 12月10日にプラザホテルで創業70周年とグループ合同忘年会を開催させていただきまし

た。70周年が迎えられたのも，OB 社員，現役社員のおかげだと感謝しております。
勘藤 米山記念奨学金のご寄付が100万円に達しました。米山功労者５名以上などの今年の目標

が達成できました。皆様のご支援ご協力に感謝いたします。合掌。
根木 12月８日（木）中国電力水島火力発電所への職場訪問へ参加いただいた会員の皆様，当日お

小林眞一ガバナー補佐 岩本一正 IM 実行委員長



「健康増進 －100歳まで生きるかも知れない－」
岡山労災病院院長・岡山大学名誉教授

清水信義 様

12月15日のプログラム

　日本人は非常に長生きになっており，平均寿命は83歳と世界一を誇っている。
100歳以上の人もグングン増えており，平成22年の統計でその数は４万７千人を超
えている。しかしその９割は女性であり，残念ながら男性は６千人ほどしかいな
い。こうした多くの人が非常に長生きする世の中では，老化に対する考え方を変
えなければならない。つまり，①人間の能力は最後まで保たれ，英知を伴った動
作性能力は生涯発達する，②75％の高齢者は自立しており，寝たきりになるのは
ごく一部の人であることを認識する必要がある。また，老化と共に真っ先に衰え
るのは記憶力であるというのは間違いで，記憶力はなだらかな下降線をたどる。
老化に良くないものの代表は，喫煙であり，喫煙をやめるだけで，７歳近く寿命
が延びる。あなたも100歳まで生きる可能性が高いことを念頭に置いて，これから
も健康に暮らしていただきたい。

手伝いいただいた職業奉仕委員会の皆様，そして，眞殿会員，菅野会員にはお世話になり
ありがとうございました。

和氣 本日，「年報」を配布させていただきました。皆様のご協力ありがとうございます。
貝原 赤松先生，先日は自家製のワインをいただきありがとうございました。会社の忘年会で社

員とみんなでおいしく飲ませていただきました。
白髭 ①東ロータリーゴルフ同好会３位でした。　②御津 C.C.12月月例ゴルフ会，久し振りに優

勝しました。
仁科（恭） ホールインワン記念コンペありがとうございました。４回目も期待しています。
近藤（聡） SAA に協力。横山パスト会長，ゴルフ同好会第５例会優勝，そして倉カン２連覇おめで

とうございます。やはり同伴者が良かったことも一因だと思います。･･･ 私のことですが !!
冨岡 来週の年末家族特別例会に家族５人で出席する予定です。白いひげの仁科靖孝会長サンタ

さんと荒川謙三幹事サンタさんが，クリスマスプレゼントを入れた大きな袋を肩に担いで
現れるのを楽しみにしています。よろしくお願いします。

大澤 昨日，三木会がありました。出席された皆さんありがとうございました。私は記憶があり
ません。あしからず。

世良 SAA に協力します。
竹本 先程，名鑑を付け忘れていることに気付き，ポケットをさわると千円札が出てきました。

スマイルさせていただきます。
山田 先日の輪影の忘年会で当店を利用いただきありがとうございました。
諸國 先日，輪影の忘年会にはじめて参加しました。楽しいメンバーで入会してよかった。タダ

の上にプレゼントありがとうございました。
安藤 「輪影」の忘年会，ビンゴ一番のりでお目当ての記念品をいただきました。食事もおいし

かったです。お世話になりました。
内山（淳） 先日は「輪影」の忘年会へ参加させていただきありがとうございました。まだまだ見習い

ではございますが，一生懸命頑張りますので，よろしくお願いします。
武 12月12日，写友「輪影」の忘年会では22名の参加をいただき盛大に取り行うことができま

した。会長にはワインの差し入れをありがとうございました。
 31件　127,000円



写友「輪影」忘年会（12/12）
　12月12日（月）18：30より恒例の写友「輪影」
の忘年会が，顧問の津嶋先生，鳥居夫人，砂山
夫人を含む写友22名が出席して，山田会員の

「山留」で賑やかに開かれました。
　今年の写友「輪影」は，入江写友会長との悲
しい別れがありましたが，砂山新会長の二科展
入選の快挙で明るさを取り戻し，同好メンバー
も総勢31名の大世帯となり，うれしい限りで
す。
　宴会は，「山留　自慢の鴨なべ」に舌鼓を打
ち，砂山写友会長と新入会の仁科会長より差入
れの高価なワインを戴きながら，撮影旅行や展
示会などの話で大いに盛り上がりました。米田パスト会長が，顧問の津嶋先生より進歩賞をもらいました。
　このあと，ビンゴゲームでお目当ての豪華賞品をゲットして，楽しい忘年会がお開きとなりました。
　お世話になった山田会員，奥様に心から御礼申し上げます。
※第23回写友「輪影」展の会期が新年４月４日より９日迄に決定しました。お楽しみにして下さい。

1月の月間行事予定  ロータリー理解推進月間
例 会 行 事 プ ロ グ ラ ム そ の 他 の 行 事
５日通常例会

12日特別例会
19日通常例会
26日通常例会

・お祝い行事
・「ロータリー理解推進月間によせて」

舟橋弘晃 国際奉仕委員長
・新年特別例会（於　アークホテル岡山）
・「国際貢献のあり方」パスト・ガバナー　橋本　譲 様
・「会員３分間スピーチ・デイ」
 内山隆義、内山淳、西尾正紀、井上和宣、近藤聡司 各会員

５日　理事・役員会
　　　第３回クラブフォーラム

28日　ゴルフ同好会（岡山 G.C.（帯江））

1月の月間メニュー
５日通常例会
12日特別例会
19日通常例会
26日通常例会

・ポタージュスープ，牛フィレ肉ステーキ 温野菜添え 生姜ソース，サラダ，ライス，コーヒー
・新年特別例会（於　アークホテル岡山）
・豚肉とキャベツの味噌炒め，小海老の天ぷら，鮮魚の南蛮漬，スープ，白御飯，ザーサイ
・サボヤード，ポークカツ デミソース 温野菜，コールスローサラダ，ライス，コーヒー

プロフィール

生年月日：昭和15年５月18日
　　　　　岡山県高梁市成羽町生まれ　71歳

昭和41年３月　岡山大学医学部卒業
昭和42年４月　岡山大学医学部附属病院第二外科入局
平成４年９月　岡山大学医学部第二外科助教授
平成５年４月　岡山大学医学部外科学第二講座教授
平成14年４月　岡山大学医学部附属病院長
平成17年６月　岡山大学理事・副学長
平成20年４月－現在　岡山労災病院長

専門分野：呼吸器外科
肺癌手術：約2000例
肺 移 植：平成10年（1998年）10月　我が国初の生体肺移植
受 賞 歴：
山陽新聞社賞学術功労　平成13年１月
日本対がん協会賞　平成19年９月
三木記念賞社会部門　平成21年９月



2011.12.22　第2080例会

2011年　岡山東ロータリークラブ

年  末  家  族  会
　12月22日（木）18時30分より岡山プラザホテルに於
いて，ご家族を含む総勢156名が参加して，年末家
族会が賑やかに開催されました。ソプラノ歌手 川
崎康子さんの歌でクリスマスムードが盛り上がった
あと，サンタに扮した仁科会長と荒川幹事が配るプ
レゼントに子ども達は大喜びでした。恒例の大抽選
会やビンゴゲームでは，大きな歓声が上がり，楽し
い家族会となりました。最後に，参加者全員の「手
に手つないで」の大合唱でお開きとなりました。

会長挨拶
　本年７月に大役を仰せつかって以来，お陰を持ちまして早，半年が経過致し，そして本日，上半期の最
後の事業となります年末家族会を迎える事ができました。この半年間に渡り皆様方の過分なるお力添えを
賜わり心より厚くお礼申し上げる次第でございます。
　ゆく年，2011年も残り僅かとなってまいりましたが，振り返ってみますと大変な年でございました。
　申すまでもなく，３．11東日本大震災の想像を絶する災害の発生がございました。そして，日本経済は
リーマンショックからの立ち直りを見せるどころか，タイの洪水等を含めまして二重，三重の負荷を担う
事となり，その上円高，そして株安が続いた一年でございました。
　しかし，中には明るいニュースもございました。
　震災後の日本に元気をもたらしたスポーツ界の活躍もございました。なでしこジャパンのドイツワール
ドカップでの優勝，そして体操女子の世界大会に於きまして，鶴見選手の日本人女性初の個人総合優勝な
どもございました。
　こうして，波乱万丈の2011年も終りを告げようとしておりますが，本日ご出席の会員並びにご家族の皆
様，今宵は，最後までごゆっくりと楽しいひとときをお過ごしいただければと思います。
　最後になりましたが，本会にご協賛いただきました理事，役員，委員長各位並びに本日の準備にご尽力
いただきました山下委員長はじめ親睦活動委員会メンバーに感謝申し上げ挨拶とさせていただきます。

出席報告
　会員数　89名（内出席免除者22名）
　出席者　76名
　出席率　91.67％（前々回訂正後出席率91.14％）
　ご家族　80名



仁科会長の開会挨拶

ソプラノ歌手　川崎康子さん

司会の井上和宣会員

会長賞を当てた佐々木副幹事

ご家族を含む156名が大きな輪となって「手に手つないで」の大合唱

山下親睦活動委員長の挨拶

クリスマスプレゼントを配る仁科会長サンタと荒川幹事サンタ

輪投げや景品釣りに大喜び

理事・役員提供の豪華景品の抽選

西本直前会長の乾杯


