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▲

本日のプログラム
　「国際貢献のあり方」
　パスト・ガバナー　橋本　譲 様

▶1月26日のプログラム
　「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

例会報告（1/5）
出席報告
　会 員 数　86名（内出席免除者20名）
　出 席 者　60名
　出 席 率　75.00％（前々回訂正後出席率91.46％）
　ビジター　０名

会長挨拶
　新年あけましておめでとうございます。
　皆様に於かれましては，輝かしい新しい年をお迎えになられ，三が日は如何お過ごしでございましたで
しょうか？
　私事で恐縮でございますが，私の三が日は駅伝中継でテレビに釘付けでございました。
　元旦，恒例の実業団“ニューイヤー駅伝”で某 N 社が優勝し，そして２日，３日の箱根駅伝では母校が番
狂わせで５位入賞となり，私にとりまして縁起のいい年始めとなりましたが，2012年が皆様にとりまして
すばらしい年となりますようお祈り申し上げますとともに，本年もロータリー活動に対しまして前年同様
のお力添えの程，よろしくお願い申し上げる次第でございます。
　尚，本日の例会より本年７月からに備えまして，西下会長エレクト席をひな壇に設けさせていただいて
おります。私同様，よろしくお願い申し上げます。

会長エレクト挨拶
　新年明けましておめでとうございます。
　本日よりひな壇でございます。一年半という長丁場，身を引き締めて勤めて参ります。会員皆様のご指
導，ご鞭撻の程よろしくお願い申し上げます。

幹事報告
１．ロータリー財団の年次寄付を１月〜３月にかけて集めさせていただきますので，よろしくお願いい

たします。
２．１月のロータリーレートは，１ドル＝78円です。
３．本日18：30より第３回クラブフォーラムが開催されます。多数のご参加をお願いいたします。
４．来週の例会は，18：30よりアークホテル岡山にて，新年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，よろしくお願いいたします。

お 食 事
牛フィレ肉ステーキ 温野菜添え 生姜ソース，
ポタージュスープ，サラダ，ライス，コーヒー



５．他クラブの週報を回覧いたします。ご覧下さい。

第７回理事・役員会報告　2012年１月５日（木）（11：15〜12：00）
１．「少年はだか祭」が２月に行われますが，新世代奉仕委員会の事業として協賛をすることが承認され

ました。
２．11月に行われました「親と子で学ぶ柔道教室・講演会」の事業報告がなされ承認されました。
３．2012-2013年度　理事・役員・委員会編成表が報告され，承認されました。
４．報告事項として，下半期の会費・諸会費を１月中に振り込んでいただきますようお願いいたします。

委員会報告
●広報委員会　児島道浩 委員長
ロータリーの友　１月号の紹介

「主要記事及び RI2690地区関連記事」
横組み
・特集記事 理解推進月間　P.６〜 P.16
　　ロータリーについて考えよう
　　戻ってきたカムリーバンク
　　「長期計画」から「戦略計画」へ
　　2010－2013年度 国際ロータリー（RI）戦略計画
　　ロータリーって何をしているの？
　　ロータリーのブランド構築
・心は共に９ 東日本大震災　P.18〜 P.26
　　ロータリー，多年にわたる活動
・よねやまだより　P.38〜 P.39

縦組み
・臓器提供と移植医療　P. ②〜 P. ⑥
　　 岐阜大学医学部付属病院腎移植外科
　　 臨床准教授　伊藤慎一
・ この人，この仕事　今野　宏（大曲 RC）　
 P. ⑦〜 P. ⑨
2690地区記事
・バナー自慢　P. ⑮
　　岡山東ロータリークラブ
・ROTARY AT WORK 
　　EV を知る会　平田 RC　P. �
　　 次世代環境リーダー育成プロジェクト
 出雲南 RC　P. �

お祝い行事
会員誕生日　　　 荒川（雅），井上（英），浦上，山田，友野，西尾，片山，西本，近藤（聡），近藤（典），
　　　　　　　　池田，貝原，井上（孝），砂山，日名
会員夫人誕生日　諸國，大森，丹羽，阿部，武，木村，本德
結婚記念日　　　池田，児島（正），浦上，眞殿

S A A

●スマイル●
仁科（靖） 新年，明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。
荒川（謙） ①年末家族特別例会におきまして，プログラム委員長賞をいただきました。　②幹事とし

て半年がすみました。残る６ヵ月，よろしくお願いいたします。
西本 仁科会長以下理事・役員の方々，あと６ヶ月ご健勝でご活躍お祈りいたします。
坪井 明けましておめでとうございます。皆様から年賀状をいただきました。ありがとうござい

ます。本年もよろしくお願いします。
横山 ①仁科会長外役員の皆さん，御苦労様です。本年後半も頑張って下さい。　②12月のゴル

フ例会で優勝，山下さんのホールインワン祝賀の立派な賞品もいただき，ありがとうござ
いました。

多田 新年明けましておめでとうございます。本年もホームクラブ出席率100％を目指してがん
ばります。

砂山 明けましておめでとうございます。昨年年末家族会にて井上会員選考委員長賞をいただき
ました。本日のクラブフォーラムでは最初のパネラーになり，めでたいことです。

米田 後半年の仁科丸の無事の航海を皆様方にお願いいたします。
井上（一） ①明けましておめでとうございます。　②年末家族例会で社会奉仕委員長賞が当たりまし

た。
更井 明けましておめでとうございます。仁科会長，後半も頑張って下さい。
丹羽 申し訳ありません。所用にて早退させていただきます。
西下 明けましておめでとうございます。　①年末家族会で SAA 賞をいただきました。ありがと

うございました。　②本番の年が明けました。身を引き締めて参ります。よろしくご指導
の程，お願いいたします。



「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5日のプログラム

　新年あけましておめでとうございます。
　平成24年の最初の例会で卓話の機会を与えて頂き，大変光栄に存じます。今
回のお題は，標記の通りですが，仁科会長年度の国際奉仕活動中期テーマとし
て「人道的支援を世界に」が掲げられています。また，今月と来月の卓話には
RI2690地区内で国際社会奉仕にご活躍の方々を講師にお招きする予定が組まれて
おり，３月上旬の第４回クラブフォーラムでは当クラブの国際奉仕活動に関する
議論が予定されています。これら一連の機会や委員会活動を通じて，当 RC でも
具体的な国際奉仕活動に向けた議論を実施するのが仁科会長のご意向と理解して
います。すでにご案内の通り，「国際社会奉仕に関する勉強会」を昨年の10月と11
月に合計３回開催し，会長方針に沿った情報提供や議論の場を設定しているとこ
ろです。今回の卓話は，これまでの勉強会の概要と今後の国際奉仕関係の話題提供イベントのイントロダ
クション（前説）をさせて頂きます。
　第１回の「国際社会奉仕に関する勉強会」（10月18日開催，会員18名参加）では，国際協力機構から岡山
大学国際センターにご出向中の石沢祐子氏をお招きし，RC などの民間団体レベルで行う国際奉仕活動への
ヒントをお話頂きました。RC の国際奉仕活動は，NGO などの活動団体の支援が一番良いとのことでした
が，対象団体は，日本の団体に限らず，現地の団体もあり得るとの提言を頂きました。また，現地に入り，
実際に活動を確認することの重要性もご指摘頂きました。さらに，岡山大学の学生をベトナムに連れて行
き，NGO を訪問させ，現地の状況を学ばせる国際センターの取り組みもご紹介頂きました。
　第２回の勉強会（11月８日開催，会員20名参加）では，岡山大学ベトナム留学生会副会長のハイさんとミ
ンさんにベトナムの現状と問題点をお話頂き，私も10月に訪れたベトナム・ベントレ地域でのボランティ
ア活動をご紹介させて頂きました。ベトナムは GDP ランキング59位で宮城県と同程度の経済規模の国です

石井（英） 年末家族会を欠席しまして申し訳ありません。本年もよろしくお願いします。
佐々木 ①新年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します。　②昨年末のク

リスマス家族例会にて仁科会長賞が当たりました。今話題の自動掃除機です。我が家のリ
ビングで動きまわっています。仁科会長ありがとうございました。

内山（隆） あけましておめでとうございます。年賀はがき代倹約したぶんスマイルします。
本德 明けましておめでとうございます。今宵は「クラブフォーラム」にてパネラーを仰せつ

かっています。何卒お手やわらかによろしくお願い申し上げます。
勘藤 岡山東 RC の皆様，明けましておめでとうございます。李正姫（イジョンヒ）さん，セヘ 

ボッ マニ バドウセヨ。本年もどうぞよろしくお願いいたします。年末特別例会では，藤
井副 SAA 賞（高圧洗浄機）をいただきました。社会の掃除に使わせていただきます。あり
がとうございました。合掌。

木村 年末家族例会で自転車をいただきました。ありがとうございました。
三好 年末例会で新世代奉仕委員長賞が当たりました。ありがとうございました。
友野 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年末特別家

族例会では山下親睦活動委員長はじめ委員の皆様には大変お世話になりました。
舟橋 ①年末家族例会で更井会計賞をいただきました。おかげでおせち料理をいつもより美味し

くいただくことができました。　②本日卓話をさせていただきます。よろしくお願いいた
します。

井上（英） 家内の誕生日にきれいなお花をいただき，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

会で森元幹雄副会長賞をいただきました。ありがとうございました。　③本日，クラブ
フォーラムにおいてパネラーとして出席します。ご指導の程，よろしくお願いいたしま
す。

三垣 たぶん初めてと思いますが，年末家族例会にて親睦活動委員長賞をいただきました。あり
がとうございます。

齋藤（信） 年末家族会では，舟橋国際奉仕委員長賞をいただきました。ありがとうございました。
貝原 昨年末の家族例会では根木職業奉仕委員長賞をいただき，ありがとうございました。
諸國 今年の正月は，東京やロンドンから家族が集まり，久しぶりに楽しく過ごすことができま

した。今年もよろしくお願い申し上げます。
塩見 年末特別例会では大変お世話になりました。ありがとうございました。
武 ①下半期，多額のご喜捨をありがとうございました。　②年末家族会で荒川幹事賞をいた

だきました。
 30件　171,000円



（岡山県より約１兆円大きい）。留学生からは，近年の急速な経済発展で都市部の教育事情は数段良くなっ
ているが，農村部の教育事情が依然劣悪な状況（学校施設や通学路の未整備，服・文房具の不足，さらにト
イレ等の衛生施設の不足など）であることが紹介されました。また，岡山大学のベトナム人留学生やその
OB・OG たちが設立し，本国の子供達をサポートしているボランティア団体が幾つか存在することも紹介
頂きました。私からは，その一つの”Nurture the dreams（夢を育む）”というボランティア団体とともに実
際に貧困地域の小学校を訪れ，貧困地域の次世代の子達に夢を語らせる取り組みを実施した後に，一人の
生徒の家を訪問したことなどをご紹介しました。この団体は，良いサポート候補かもしれません。
　第３回の勉強会（11月24日開催，会員29名参加）では，岡山大学インドネシア留学生会会長のエコさんと
岡山インドネシア協会の谷本基氏，スリランカ出身の技術者でゼノテック㈱勤務のヌワンさん夫妻（奥様は
元ローターアクト会員）にお越し頂き，それぞれの国の現状と問題点をお話頂きました。インドネシアは
GDP ランキング18位で大阪府と兵庫県を合わせたくらいの経済規模の国です。地理的条件や貧富の差が大
き過ぎ，均一な教育環境を提供できないでいることが紹介されました。一方，スリランカは GDP ランキン
グ71位で山形県と同じくらいの経済規模の国です。近年30年間内戦状態にありましたが，2009年に内戦が
終結して以来，急速な経済発展が進んだが，農村部での生活環境が依然劣悪であることが紹介されました。
それぞれの国にボランティア団体は存在するが，彼らとは直接コンタクトがないとのことでした。
　３回の勉強会を通して，どこの国も同様に，偏った資源配分によって都市部と農村部の格差が広がり，
その結果として農村部の子供たちの教育・衛生環境が劣悪になっていることを学ぶことが出来ました。
　また，今月と来月は，国際貢献のあり方について橋本　譲，延原　正両パストガバナーに，国際貢献の
具体例として「ラオスでの貢献」について宮野晶二氏（岡山 RC）に卓話頂く予定です。また，３月１日開催
予定の第４回クラブフォーラムでは，鳥居パストガバナー，北村前々国際奉仕委員長，勘藤前委員長およ
び私をパネラーとして，当クラブの国際奉仕活動に関する議論が予定されています。これらを通して会員
皆様の国際奉仕に関する理解が深まればと存じます。
　全くの私見ですが，近い将来取り組まれる当 RC の国際社会奉仕活動は，以下の条件を満たすものであれ
ば良いと考えています。

“いつ” そろそろ，複数年度の継続事業
“どこで” ニーズと活動グループがあり，継続発展可能な（容易に出向ける）所
“だれ” 私達と信用できる相手（律儀な国民性，精神的結びつき）
“なに”  「情けは人のためならず」および「三方よし」に沿った，医療及び教育関係者を活用し

た国際奉仕活動を通じた新世代育成活動
“どのように” 事業終了後も，現地で奉仕活動が継続する仕組みと団体の構築
　初夢ではないですが，これらの機会を通して当クラブの国際奉仕活動の具体案が協議され，次年度以降
の活動に向けた意見集約という花が咲き，実際の奉仕活動による立派なフルーツに育てることが出来れば
良いということを夢見ています。皆様のご協力をよろしくお願い申し上げます。

第３回クラブフォーラム（1/5）
　１月５日（木）18時30分より岡山プラザホテルにて，第３回クラブフォーラムが会員38名が出席して開催
されました。今回のクラブフォーラムは，仁科会長より「岡山東 RC の歴史と今後について」のテーマが設
定され，カウンセラーに糸島ロータリー情報委員，パネラーに砂山パスト会長，本德社会奉仕委員長，根
木職業奉仕委員長，冨岡新世代奉仕委員長がなって進められました。
　まず，砂山パスト会長から岡山東 RC が1969年（昭和44年）２月８日岡山 RC をスポンサークラブとして，
創立会員33名でスタートした草創期の裏話や，入会当時（1979年）のエピソードを交え，岡山東 RC の歴史回
顧と今後の課題について，興味深く話されました。引き続き，パネラーの本德，根木，冨岡の各委員長よ
り，それぞれの委員会が今迄取り組んできた奉仕活動と，今後の取り組むべき課題について発表しました。
　これらについて質疑応答があり，片山パスト会長より成熟したクラブとなるためには，共感が得られ，
心の琴線に触れるような奉仕をみんなで練り上げ，考えるロータリークラブであってほしい旨等の意見も
出て，最後にカウンセラーの糸島ロータリー情報委員より，歴史に学ぶ課題に対応したレベルの高いクラ
ブフォーラムであった旨の講評があって閉会となりました。

パネラーの砂山パスト会長と根木，冨岡，本德の各委員長 第３回クラブフォーラム会場



2012.1.12　第2082例会

新年特別例会
（ご夫人同伴）
於　アークホテル岡山

出席報告
会員数　86名（内出席免除者20名）
出席者　70名
出席率　87.50％（前々回訂正後出席率98.82％）
ご夫人　16名

　１月12日（木）18時30分よりアークホテル岡山にて，新年特別例会が会員70名，ご夫人16名が出席して開
催されました。
　2012年の幕開けと，今年の長寿４名，年男９名を祝福して，豪快な鏡開きが行われ，続いて新年を祝っ
た祝儀舞も行われ，最後に「手に手つないで」を合唱して閉会となりました。

会長挨拶
　新年明けましておめでとうございます。皆様に於かれましては，穏やかな新しい年をお迎えになられお
慶び申し上げる次第でございます。
　先日，沢穂希選手が世界サッカー連盟 FIFA の定める世界最優秀選手賞をアルゼンチンのメッシととも
に受賞し，オリンピックイヤーの新年早々，明るいニュースが入って参りました。
　この新生2012年が皆様にとりまして，天を仰ぐ竜の如く躍動するすばらしい年となりますようお祈り申
し上げますとともに，辰年の本年もお祝のお年をお迎えの方々が多数いらっしゃいます。
　本年，卆寿をお迎えになられました河和薫パスト会長はじめ４名の長寿のお祝いの方々，そして昭和３
年生まれで84才の年男となられます坪井俊郎パスト会長はじめ，９名の年男の方々に心よりお喜び申し上
げますとともに，節目の年を契機に今後益々のご健勝を祈念申し上げる次第でございます。
　いよいよ私の年度も，会員の皆様のお陰を持ちまして残り半年となって参りました。これからの半年は，
年度事業の仕上げの時期でもございます。本年もロータリー活動に対しまして，お力添え賜わりますよう
お願い申し上げまして挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。

　《長寿》（数え年）
　　　卆寿90歳（大正12年（1923年）生まれ）　河和　薫 会員
　　　喜寿77歳（昭和11年（1936年）生まれ）　三好和宏 会員
　　　古希70歳（昭和18年（1943年）生まれ）　本德義明 会員
　　　還暦61歳（昭和27年（1952年）生まれ）　土井雅人 会員

　《年男》（数え年）
　　　84歳（昭和３年（1928年）生まれ）　大森達也 会員，坪井俊郎 会員
　　　72歳（昭和15年（1940年）生まれ）　赤松興一 会員，藤原　徹 会員，糸島達也 会員
　　　　　　　　　　　　　　　　　　木村　旭 会員，丹羽国泰 会員，更井正人 会員
　　　48歳（昭和39年（1964年）生まれ）　村松　太 会員

　（卆寿の河和会員，喜寿の三好会員，年男の木村会員は所要のため欠席されました。）

司会の渡邊慎一会員山下親睦活動委員長挨拶仁科会長挨拶



古希　本德義明 会員

年男　糸島達也 会員

年男　丹羽国泰 会員

年男　坪井俊郎 会員

年男　藤原　徹 会員

年男代表として坪井俊郎 会員の挨拶

還暦　土井雅人 会員

年男　赤松興一 会員

年男　村松　太 会員

年男　大森達也 会員

年男　更井正人 会員

祝儀舞

猿の曲芸をたのしむ当日誕生日祝　片山義久 会員，米山奨学生 李正姫さん

豪快に鏡開き


