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本日のプログラム
　「インターアクトとその活動について」
　就実高等学校インターアクトクラブ
　小林弥結 会長，笠原菜々子 副会長，佐藤朋行 顧問
　「ロータリー財団委員長 卓話」
　冨岡正機 ロータリー財団委員長

▶2月6日のプログラム
　「お祝い行事」
　「世界理解月間にちなんで」
　齋藤信也 国際奉仕委員長
　「創立45周年記念式典について」
　武　和志 創立45周年実行幹事

「ふわふわ贈呈事業の報告」 佐藤英明 社会奉仕委員長

1月23日のプログラム

　本日は，１月13日に岩手県釜石市で行われたふわふわ贈呈事業の報告をさせ
ていただきます。災害時ボランティアリーダー育成事業でお世話になりました

「NPO 法人いわて GINGA-NET」にエアー玩具「ふわふわ」を制作し贈呈させて
いただきました。当日は，岩手県立大学の学生10名がボランティアスタッフとし
て訪れ，仮設住宅に居住する子供たちを対象にしたパン工場でのパン作り教室の
イベントに集まった子供たちに「ふわふわ」で体を動かす機会を設けるというも
のでした。岩手県立大学の山本准教授も駆け付けてくださり，岡山東 RC からは，
内山会報委員長，ふわふわの制作を担当いただいた貝原会員と佐藤の３名で参加
いたしました。
　釜石市は津波で沿岸部が壊滅的な被害を受けており，鵜住居駅周辺はもともと駅前の公共施設，商店街，
民家が密集する町だったそうですが，現在は全く何も残っていませんでした。被災した方々は，高台に建
設された仮設住宅にお住まいで，今回のイベントも高台にある仮設商店街で営業を再開した沢口製パンさ
んで行われていました。釜石の人たちも「ふわふわ」に書き添えた皆さんのメッセージに勇気づけられる
と大変喜んでくれました。
　石井会長からの挨拶文を代読させていただき，「ふわふわ」を贈呈し，併せて岡山東 RC 有志41名の
GINGA-NET への入会届を提出させていただきました。
　代表の八重樫さんからお礼状をいただいており，テーブルに置いています。「ふわふわ」には仮設住宅で
生活をする子供・震災の記憶や生活にストレスを抱える子供たちのストレス発散や運動不足の解消，譲り
合って遊ぶことによる仲間との協調性，元気な声を上げて遊ぶことによる親子間の関係の修復，大人への
癒しの効果が期待されるそうです。なお，３月６日には当クラブの例会に出席させていただき皆様にお礼
を述べたいとご意向を伺っております。
　ロータリー東日本震災復興基金日本委員会から，世界中から集まった寄付の残額960,340ドルを使い切るま



で震災復興プロジェクトを申請してほしいとの要望がありますので，当クラブとしても追加の「ふわふわ」贈
呈を理事会に諮り，今後も支援活動をしていきたいと存じます。今年度は，８月の気仙沼以降，会員の皆様に
は社会奉仕活動にご参加，ご協力いただき本当にありがとうございます。今後もよろしくお願いいたします。

「ロータリー理解推進月間にちなんで」 鳥居滋 パストガバナー

1月23日のプログラム

「最近の国際ロータリー」
　ロータリー理解推進月間にちなんで，最近の国際ロータリーが如何様になって
いるのかを卓話させていただきます。本日は，「１．ロータリーの組織と管理」，

「２．近年の国際 Rotay の動き」，「３．ポリオの現状」，「４．RI 戦略計画の優先
項目」，「５．R 財団の戦略計画…夢計画と業務分掌」，「６．ロータリーの未来へ
の課題」について骨子をお話しさせていただきます。
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例会報告（1/23）

出席報告
　会員数　90名（内出席免除者18名）
　出席者　77名
　出席率　88.51％（前々回訂正後出席率94.44％）
　ビジター　０名

会長挨拶・報告
　皆さんこんにちは。先週の新年特別例会に多数のご出席ありがとうございました。おかげで，長寿，年
男の10名の方のお祝いを賑々しく開催できました。
　本日，西大寺青年会議所の中山理事長，藤原青少年育成委員長がお見えです。後ほど協賛金の贈呈をさ
せていただきます。
　１月12日〜13日に岩手県の釜石市での「ふわふわ」の贈呈に，佐藤社会奉仕委員長，内山会報委員長，
貝原親睦活動副委員長が私の代理で行ってくれました。ご苦労様でした。後ほど佐藤委員長から報告があ
ります。18日〜19日は写真同好会写友「輪影」の45周年記念撮影旅行で白川郷へ行ってきました。一日目
は防寒準備を十分していきましたが，意外と寒くありませんでした。しかし，夜になると雪が降り翌日は
かなり寒かったです。ライトアップ初日で人出は非常に多かったです。なかなか行けないところに行けて
大変思い出に残る旅行でした。砂山会長，武幹事，横手会員には大変お世話になりました。
　２月16日開催の45周年記念式典祝賀会の出席が会員81名，ご婦人23名になっております。多数のご登録
ありがとうございます。あわせて３月９日の I.M. も岡山東 RC が主管ですので多数の出席をよろしくお願
いします。本日はクラブフォーラムが開催されます。出席をお待ちしております。

幹事報告
１．2012−2013年度　第2690地区　地区活動報告書の訂正とお詫び文が届いております。正誤表をポス

ティングしております。ご確認ください。
２．本日，18：30より岡山プラザホテルにおいて第３回クラブフォーラムを開催いたします。多数ご出

席ください。
３．岡山 RC 創立80周年記念講演会の案内が来ています。卓上にご案内の紙を何部かおいておりますが，

３月３日（月）15：00〜山陽新聞（さん太ホール）であります。講師は「武士の家計簿」の著者磯田道
史氏で「歴史からいまを考える」です。入場整理券の請求を事務局でとりまとめますので，希望者
は事務局まで申し出てください。

４．ガバナー事務所から RYLA プログラム「青少年指導者養成プログラム」の案内が来ています。３月
23日10時から津山鶴山ホテルで開催されます。富士ゼロックス総合教育研究所組織開発コンサルタ
ントの八木良紀氏を講師に招いて，地域のリーダーを目指す14歳から30歳の若者を対象に行われま
す。ご子弟や関係者でご参加希望の方が居られましたら，事務局に申し込みください。

５．当クラブでお世話している地区奨学生の海野さんから中間報告書が届いています。回覧しますので
ご覧ください。

６．他クラブ週報を回覧いたしますのでご覧下さい。

５−④ ６−① ６−②

お 食 事
（ベトナムミール）
小海老とイカのチリソース丼，
スープ，ザーサイ



「第43回少年はだか祭り」の協賛金贈呈
　一般社団法人西大寺青年会議所より中山稔之理事長，藤原辰徳 青
少年育成委員長の訪問をいただき，石井会長より「少年はだか祭り」
の協賛金贈呈が行われました。その際，中山稔之 理事長よりお礼の
ご挨拶をいただきました。
　なお，「少年はだか祭り」は平成26年２月15日（土）会陽当日午後３
時20分より４時50分まで開催。

●スマイル●
中山（西大寺青年会議所）
 この度は第43回少年はだか祭りにご協賛いただき，誠に有難うございました。東区の小

学校男児を中心に身心の健全育成，並びに地元への郷土愛を育くむ事業として例年盛大
に行われて参りました。今後共，何卒ご協力ご支援賜ります様，謹んでお願い申し上げ
ます。

石井 ①西大寺青年会議所の中山理事長，藤原青少年育成委員長を歓迎して。　②先週の新年特
別例会では高橋親睦活動委員長をはじめ委員会の皆様には大変お世話になりました。無
事長寿，年男の10名の方のお祝いができました。ありがとうございました。　③先般の写
真同好会写友「輪影」の白川郷の撮影旅行では砂山会長，武幹事，横手会員にはお世話
になりました。大変楽しい旅行でした。　④「ふわふわ」の贈呈に岩手県の釜石市まで私
の代理で佐藤社会奉仕委員長，内山会報委員長，貝原親睦活動副委員長に出席をいただ
きありがとうございました。

鳥居 飛騨高山白川郷への小旅行では幹事の皆さんに大変お世話になりありがとうございまし
た。本日は卓話をさせていただきます。

砂山 写友「輪影」の白川郷への撮影旅行，皆無事に帰ってまいりました。石井会長もご一緒
でした。白川郷にしては雪の量が少なかったのが残念です。小生体調悪く会員の皆様に
ご協力いただき感謝します。

米田 先日の写真同好会の白川郷への旅行では大へんお世話になりました。西大寺 JC が会陽の
事でこられて居ります。よろしく。

糸島 白川郷の旅，楽しく寒くない旅ありがとうございました。
安藤 写友「輪影」の旅行では，私の出身である岐阜県へお越しいただき，ありがとうござい

ました。白川郷のライトアップ，とてもきれいでした。お世話になりました。
北村 先週は年男のお祝いをしていただきましてありがとうございました。次の喜寿まで，頑

張りたいと思います。
三垣 先日，写友「輪影」の RC45周年記念撮影旅行に参加させていただき大変ありがとうござ

いました。とても楽しくて写真は撮れませんでした。まずカメラの使い方から勉強します。
高橋 先日の新年特別例会では会員の皆様に大変お世話になりました。ありがとうございまし

た。本日，所用の為，欠席させていただきます。
村松 西大寺青年会議所の中山理事長，藤原ちゃん，ようこそ東クラブへ。卒業後，お待ちし

ております。
赤松 先日の撮影旅行では，皆様にお世話になりました。沢山写真を撮りましたが，案の定，

絵になる写真は一枚もありませんでした。
諸國 “白川郷ライトアップ”“飛騨高山 宮川朝市”楽しい旅行企画ありがとうございました。
佐藤 １月13日に内山会員，貝原会員と岩手県釜石にふわふわ贈呈に行ってまいりました。こ

の後ご報告します。髙藤会員にたいへんお世話になりました。
山田 １月８日〜20日までトリニダード・トバコに探鳥旅行。帰路ラスベガスに寄りましたが

米国経済に多少の寄付をしてきました。
髙藤 傘寿のお祝いありがとうございました。
武 創立45周年記念，写友「輪影」撮影旅行で１月17〜19日白川郷へ行ってまいりました。
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第２回創立45周年実行委員会（1/21）
　１月21日（火）17時30分より，岡山プラザホテル２階

「花葉の間」にて，第２回創立45周年実行委員会が開催さ
れました。横山実行委員長，石井会長より２月16日（日）
の45周年記念式典祝宴が成功裡に終わることができるよ
うに皆さんのご協力で準備を進めて下さいとご挨拶があ
り，総務委員会，式典委員会，祝宴委員会，接遇委員会，
記念事業委員会，記録委員会より創立45周年記念式典祝
宴の準備状況について報告，出席者からも活発な意見交
換が行われました。

総勢21名の参加で賑やかな旅行になりました。
根木 ①年末に岡本出席委員長賞をいただきありがとうございました。　②西大寺 JC・西大寺

少年はだか祭りよろしくお願いします。
貝原 誕生日の祝いと結婚祝いをいただき，ありがとうございました。また１月12，13日には

社会奉仕で岩手県釜石市へ行って参りました。しんどかったです。
菅野 半年前注文した大型バスがやっと明日24日大安に納車予定です。又ご利用いただきます

ように，お願いいたします。
斉藤（良） 写友「輪影」の白川郷への旅行では武さん，横手さんはじめ，同行の皆さんにはたいへ

んにお世話になりました。ありがとうございました。
仁科 長寿の祝いありがとうございました。
池田 誕生日，結婚記念日のお祝いをいただきありがとうございました。
井上（英） 年男のお祝いをありがとうございました。一年間疾走します。三垣会員増強委員長賞を

いただきました。
山下（和） ①間をあけての長期出張でミャンマーに行ってました。新年特別例会を欠席し申し分け

ありません。私も古希を迎え，もうこんな年になったかと色々思いをめぐらせました。
感謝。　②西大寺 JC の OB としてお礼申しあげます。若いメンバーの心意気を汲んでい
ただき，２月15日の少年はだか祭りを盛り上げていきたいと思います。

横手 写友「輪影」の旅行，参加者皆様のおかげで無事終了しました。ありがとうございまし
た。

浦上 年初めの行事で誕生日，結婚記念日，喜寿の喜びを祝っていただきありがとうございま
す。会員の皆様をはじめ，関係者のご多幸を祈念いたします。

友野 誕生日のお祝い有難うございました。早いもので67歳にもなり病院と薬に縁が切れない
人生になってしまいました。

日名 今日は，とっても嫌なことがあったので，お清めのスマイルをします。
西尾 今年，長男が結婚することになりました。結婚準備をすすめていたら，急に４月からタ

イに転勤が決まりました。タイの国内情勢が少々心配です。結婚式はタイで行うかも？
冨山 妻の誕生日においしいいちごをありがとうございました。１月25日ゴルフ同好会デ

ビューさせていただきます。よろしくお願いします。
浮田 今回も又，三木会に出席できず残念でした。それに年末特別例会で“丹羽会計賞”をいた

だきながら，スマイルを失念していました。半ベソのスマイルです。スミマセン！
渡辺（学） 年末特別例会の際は齋藤（信）国際奉仕委員長賞をいただきありがとうございました。ス

マイル遅れまして申し訳ありません。
弘中 昨年の年末特別例会にて，橫山青少年育成基金委員長賞をいただきました。妻の笑顔を

久しぶりに拝見しました。ありがとうございます。又，新年特別例会の開催も併せて，
お礼申し上げます。

内山（隆） 年男祝いありがとう。
 35件　221,000円



第３回クラブフォーラム（1/23）
　１月23日（木）18時30分より岡山プラザホテルにおいて，第３回クラブフォーラムが，会員40名が出席し
て開催されました。「岡山東 RC 創立45周年について」のテーマで，横山洋45周年記念実行委員長，武和志
45周年記念実行委員会幹事より45周年記念式典祝宴の内容について説明があり，坪井俊郎パスト会長より
我がクラブの45年の歴史についてお話がありました。その後，出席会員一人一人から45周年記念式典祝宴
の要望や50周年に向けての我がクラブのあり方や改善点などについての意見が発表されました。
　終わりに，糸島達也ロータリー情報委員より，今回のクラブフォーラムでたくさんの活発な意見が出てきた
ことが非常に良かった，また我がクラブの強みをこれからもみんなで引き継いで欲しいと講評がありました。

（石井会長の挨拶）
　今日の第３回クラブフォーラムは「創立45周年について」というテーマで開催させていただきます。
横山45周年実行委員長から「45周年記念式典祝宴の内容について」，坪井パスト会長から「45年の歴史
および過去の周年行事について」お話をいただきます。私が45周年の節目の年に会長を務めるにあた
り，我がクラブで二流クラブか一流クラブかの議論は終わり，第2690地区で一流クラブとしての地位を
確立することを目標としてスタートさせていただきました。「敬上慈下〜ロータリー家族愛を深化させ
よう」をテーマに，まずクラブ内のより一層の融和，協調を深め，会員自身が，自分のクラブが地区内
では一流クラブの会員であるという気持ちを持つことから始まると思います。次は外へ向かって進化し
ていく，そして外部から見た一流クラブの条件を考えてみました。歴史，会員数，出席率，ガバナー輩
出数，ガバナー現存数，米山奨学金寄付累計額，ロータリー財団寄付累計額，表彰者数，地区への貢献
度，地区補助金，RI 補助金への申請，国際奉仕活動，職業奉仕活動，社会奉仕活動，青少年奉仕活動，
広報活動，スポンサークラブ数，姉妹縁組クラブ数，地区でのクラブ表彰数などまだ他にもあると思い
ます。地区で67クラブ中28番目に生まれたクラブですが，歴代会長の大変な努力で今の我がクラブがあ
るわけです。これから50年の節目に向かって何をしていくのかもう一度考え，未来永劫「さすが岡山東
RC」と言われるクラブに深化させようではありませんか。今日は皆様の今のクラブで感じること，ま
たこうなって欲しいというご意見をお聞かせいただき，将来に向かって一つずつクリアしていきたいと
思います。45周年の式典祝賀会が未来に向けての一歩になることを期待します。

クラブフォーラム出席の皆さん（議長）石井会長，（カウンセラー）糸島ロータリー情報委員
（パネラー）横山45周年実行委員会委員長，

武同幹事，坪井パスト会長



写友「輪影」創立45周年記念撮影旅行（1/17－19）
　１月18日（土），世界文化遺産に登録されている白川郷で，合掌造り集落のライトアップを撮影しようと
総勢21名（過去最高）の参加があり，賑やかな撮影旅行となりました。元会長の頼実先生も元気な顔を見せ
ていただき，石井会長のテーマ「ロータリー家族愛を深化させよう」を具現化した事業となりました。今
年の積雪は例年より少ないとのことでしたが，真っ白い雪に覆われたかやぶき屋根の家々が白い生クリー
ムをたっぷりのせたお菓子の家のようで，メルヘンチックな世界を堪能することができました。
なお会員の力作は，３月開催予定の第25回写友「輪影」展をお楽しみにしてください。
 ［写友「輪影」幹事：武　和志］

富山湾を隔てて雄大な立山連峰を望む氷見にて（往路）

ライトアップされた白川郷合掌造りの前にて

世界文化遺産の白川郷合掌造り集落にて

飛騨高山の古い町並上三之町にて（帰路）

参加者全員で集合写真（岐阜県白川村診療所前駐車場）



第６回ゴルフ同好会（1/25）
　１月25日（土）ゴルフ同好会第６回例会が，岡山ゴルフ倶楽部（帯江コース）にて開催されました。冬の寒
さを忘れるほど暖かく，穏やかな冬晴れの中，総勢21名の同好会メンバーが参加して大いに盛り上がりま
した。当日はゲスト＆メンバー競技にも参加した為，ノータッチでのプレーでした。クラブ競技に見事入
賞された方もいらっしゃいました。
　激戦を制して優勝されたのは渡邊慎一会員でした，おめでとうございます。
　次回は３月16日（日）にゴルフ同好会第７回例会＆第１回６RC 合同ゴルフコンペをたけべの森ゴルフ倶楽
部にて行いますので，奮ってのご参加を宜しくお願いします。
 ［文章・写真提供：深田浩史会員］
（第６回例会） OUT IN GROSS HDCP NET
優勝　渡邊慎一会員 41 40 81 12 69 （ベストグロス賞）
２位　佐々木篤会員 44 44 88 13 75 
３位　西下裕平会員 43 47 90 13 77

３位　西下裕平会員優勝　渡邊慎一会員 ２位　佐々木篤会員


