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▲

本日のプログラム
　「お祝い行事」
　「年次総会」
　「ロータリー財団月間にちなんで」
　諸國眞太郎 ロータリー財団委員長

▲

11月９日のプログラム
　「医療環境変化への取り組み」
　MSD 株式会社 プライマリーケア営業戦略室
　地域戦略部 部長　岡本洋人 様

例会報告（10/19）

出席報告
会員数　98名（内出席免除者14名）
出席者　77名（内出席免除者出席11名）
出席率　81.05％（前々回訂正後出席率93.81％）
ビジター　０名

会長挨拶・報告
　こんにちは。
　ここの所，ぐずついた天気でスッキリした秋晴れに久しくお目にかかっておりませんが，皆様いかがお
過ごしでしょうか？
　明日は地区大会記念親睦チャリィティゴルフ大会が開催されます。岡山東 RC からは，ゴルフ同好会の例
会も兼ねて15名が参加してまいります。22日の日曜日には地区大会本会議が倉敷市民会館にて開催されま
す。また，この日は衆議院議員総選挙の投票日となっております。投票時間は午前7：00から午後8：00ま
でとなっております。当日投票へ行かれるか，もしくは期日前投票に行かれるか，どちらかで必ず投票に
行ってください。よろしくお願いいたします。
　地区大会関係のご案内といたしましては，記念親睦チャリィティゴルフ大会にはブレザー着用でご参加
ください。地区大会本会議には本年度の RI テーマバッヂを付けてご参加ください。
　よろしくお願いいたします。

幹事報告
１．本日例会後，第２回指名委員会を４階「烏城の間（南）」に於いて開催いたします。理事および役員，

３代前会長，直前幹事の皆様，よろしくお願いいたします。
２．本日18時30分より，第２回クラブフォーラムを岡山プラザホテル４階 「烏城の間（北）」に於いて開催

いたします。出席予定の方は，よろしくお願いいたします。

お 食 事
（下町メニュー（中華 チャーハン定食））
チャーハン，鶏唐揚げ キャベツサラダ，
ワカメスープ，酢の物一品，デミコーヒー



３．今週22日（日），地区大会本会議が倉敷市民会館，懇親会が倉敷アイビースクエアに於いて開催され
ます。バスにご乗車の方は７時50分に岡山プラザホテルを出発いたします。途中，岡山駅西口に於
いても乗車可能です。西口の乗車希望者には，本日，乗車場所の地図をポスティングしております
ので，ご確認ください。時間厳守でお願いいたします。自家用車で来場される方は，市民会館へは
駐車できないとの連絡がガバナー事務局より届いております。近隣の駐車場をご利用ください。集
合写真ですが，９時30分に倉敷市民会館正面入り口付近にお集まりください。記念撮影用のパネル
がありますので，そちらにて撮影予定です。なお，22日（日）は衆議院議員選挙の投票日になってお
りますので，期日前投票を忘れずにお願いいたします。

４．次週10月26日（木），「親子３RC 合同特別例会」を岡山プラザホテルに於いて18時30分より開催いた
します。なお，お昼の例会はございません。お間違えのなきよう，よろしくお願いいたします。

５．他クラブの週報を回覧いたします。

ガバナー補佐の委嘱状授与
　地区ガバナーエレクトより，
2018－19年度 国際ロータリー第
2690地区 第９グループ ガバナー
補佐の委嘱状が荒川謙三 パスト
会長へ届きましたので，藤井一
也会長より授与されました。

米山功労者表彰
　公益財団法人ロータリー米山記念奨学会より米山功労者の方々に感謝状が届き，藤井会長より授与され
ました。

委員会報告
●親睦活動委員会　末籐達也 副委員長
　明日は RI2690地区 地区大会記念親睦チャリティゴルフ大会が行われます。ご参加予定の方はお忘れなき
ようよろしくお願いいたします。また，ご参加の予定の方は集合写真を撮りますので練習用グリーンにお
集まりください。また終了後は岡山東 RC ゴルフ同好会の方で成績発表と表彰式を開催しますのでよろしく
お願いいたします。
　来週26日の親子３RC 合同特別例会は夜間例会となります。お昼の例会はございませんのでお間違えのな
いようによろしくお願いします。

●写真同好会 写友「輪影」　松本崇 同好会幹事
　本日，例会終了後13時40分頃から「鷲羽の間」にて臨時総会を開催いたしますので，出席予定の方はご
出席をよろしくお願いします。
　また，11月３日，４日に開催予定の奥津撮影旅行ですが，参加予定者の皆様に登録料のお知らせを本日
ポスティングさせていただきました。参加予定者なのに登録料のお知らせがないという方はご連絡くださ
い。

米山功労者　第２回　マルチプル
武和志 会員

米山功労者　第２回　マルチプル
吉野夏己 会員



●スマイル●
藤井 今日はゲストとして梶谷さんをお迎えしての卓話，楽しみにしております。
鳥居 21日〜22日開催の地区大会には RI 会長代理として来岡されます片山主水様か乃恵様ご夫

妻のエイドとして明日から倉敷に参ります。皆さんとは会場にてお会いします。よろし
く。

更井 梶谷さんのご来会を歓迎いたします。
西下 ①梶谷さんをお迎えして。　②日大校友会支部総会が山陽新聞に掲載されました。ありが

とうございました。
石井 ①岡山 RC 梶谷様，ようこそお越しいただきました。卓話楽しみにしてます。　②藤岡副

会長，先日はお世話になりました。
舟橋 娘が１ヶ月のネパールでの調査から帰ってきました。結構街なので安心して下さいと連

絡を受けていたのですが，グーグルマップで調べると崖に面した滑走路のある空港の近
くに数十軒の家がある村でした。よく無事に帰ったものだと思います。便利な世の中は
かえって心配を増大させるものと思いました。親バカな話でスミマセン。

冨岡 ①岡山 RC 梶谷俊介様，岡山東 RC へようこそお越しいただきました。卓話を楽しみにし
ております。　②10月22日（日）は地区大会ですので，先ほど，午前中に期日前投票をして
きました。中区の住民としてです。

内山（淳） 梶谷様，ようこそ岡山東 RC へお越し下さいました。卓話をとても楽しみにしておりま
す。

近藤（典） ①梶谷商工会議所副会頭ようこそ !!　卓話楽しみにしています。　②少し前ですが，大阪
親睦旅行 夫婦で大変お世話になりました。特に小橋会員にセレクタリーをしていただき
感謝しております。　③囲碁同好会で大塚会員のご子息と対局。小学校２年生でした。僅
差で面目が立ちました。ありがとう !!

和氣 梶谷さん，いつもお世話になっています。本日の卓話楽しみにしています。
三垣 ①明日の地区大会ゴルフ参加の皆様，よろしくお願いします。　②来週の例会は３ロータ

リー合同例会です。　③梶谷さんようこそ。
大澤 梶谷俊介様，この度は卓話を快くお引き受けいただきありがとうございます。「スポーツ

で地域を元気に」楽しみにしています。よろしくお願いいたします。
小橋 梶谷先輩ようこそ岡山東ロータリーへ。卓話楽しみにしております。
堀，渡邊（修），安藤，佐藤，福原　　先日の日曜日，第36回蒜山高原マラソン大会ハーフの部に５

人で参加しました。雨の中で，私はひよってしまい，サポートへ回って走りませんでし
たが，４名みなさん完走されました。トップは渡邊さんで１時間51分となかなかのタイ
ムで，以下は福原，安藤，佐藤の順でした。

池田 梶谷俊介様，今日の卓話楽しみにしています。
大橋 岡山トヨタ自動車㈱ 代表取締役　梶谷俊介様，ようこそ岡山東ロータリークラブへ。本

日の卓話楽しみにしています。
佐々木 ①梶谷さん，東 RC へようこそ！　②藤岡さん，木村さん，横手さん，昨日は大変お世

話になりました。特に横手さんにはたびたびお世話になり感謝いたします。皆様にはご
恩返しいたします。

井上（英） ①先々週は結婚記念日のお祝いありがとうございました。　②旭川荘でのコンサートの企
画をお認めいただきありがとうございました。

横手 ①梶谷様，卓話楽しみにしております。　②妻の誕生日のお祝いありがとうございまし
た。

赤松 先日は，家内の誕生日と私共の結婚記念日のお祝いありがとう存じました。
近藤（聡） 梶谷先輩，お久し振りです。ようこそ岡山東 RC へお越し下さいました。
渡辺（学） 誕生祝い，結婚記念祝いありがとうございました。家内とコミュニケーションを取れる

いいきっかけになりました。
冨谷 藤岡副会長，先日はありがとうございました。よろしくお願いします。
貝原 今週も火・水と横浜で展示会があって，昨晩帰ってきました。来週は京都・大阪，次の

週は仙台と出張が続きますが，例会にはちゃんと戻ってきまーす。
 24件　109,000円
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「スポーツで地域を元気に」
岡山トヨタ自動車株式会社

代表取締役社長　梶谷俊介 様

10月19日のプログラム

　私がスポーツに関わるようになったのは商工会議所青年部の時です。野球の好
きな仲間が四国アイランドリーグの公式戦を岡山に誘致し，地域独立リーグに参
戦する野球チームを岡山につくろうと始めた活動に巻き込まれました。当初は野
球チームをつくることを目的に集まりましたが，ファジアーノ，シーガルズ，ベ
ルの存在を知り，これらのクラブを支える風土をつくることが先だと感じて，ク
ラブの課題を教えてもらいました。共通の課題も多く，微力ながら私たちに出来
ることを手伝うことから始めました。木村社長と新潟に視察にも行きました。そ
の過程で J リーグ100年構想を知り，スポーツが地域の核になり，みんなが地域の
ことを考えるきっかけになることに気づきました。スポーツの持つ求心力と発信
力を利用して地域への想いを共有する。岡山への愛着を呼び起こす。次世代へのメッセージにもなると感
じ，サポートの和を広げてまいりました。野球への思いも忘れないためにソフト・野球教室を毎年12月に
県営球場で実施しています。
　現在は３年前に立ち上げたおかやまスポーツプロモーション研究会で，スポーツと地域との関係を様々
な角度から議論しています。研究者，学生，プロチーム，観光コンベンション協会，報道人，経済人等の
23名でスタートしましたが，現在では行政関係者も参加し，今までに100名近い人が参加しています。バッ
クボーンを異にする多様な人が集まることで，様々な可能性が生まれています。今後は，可能性の具現化
をめざして行動していきます。岡山はスポーツで地域を元気にできる要素を多く持っていますが，それら
を活かす戦略が不足しています。東京オリンピック・パラリンピックを控え，国もスポーツで地方創生の
活路を開こうとしています。地域を元気にするという目的のもと，多くの皆さんと協力して可能性を開花
させたいと思います。皆様にもご協力いただければ幸いです。

第２回指名委員会（10/19）
日　時：2017年10月19日（木）13：30〜
場　所：岡山プラザホテル ４F「烏城の間（南）」
出席者： 藤井・石井・齊藤（博）・舟橋・藤岡・貝原・齋藤（信）・近藤（典）・和氣・三垣・大澤・大塚・大西・

浮田・諸國・小橋・佐藤・冨岡・内山（淳）
欠席者：荒川・糸島・渡邊（修） 
　上記により指名委員会が開催され2019－20年度会長（2018－19年度会長エレクト）の指名の受諾及び2019
－20年度幹事・S.A.A. の指名について話し合いが行われました。

写真同好会　写友「輪影」臨時総会（10/19）
　10月19日（木）例会終了後，岡山プラザホテル

「鷲羽の間」において写友「輪影」2017年度臨時総
会が，会員18名の出席により開催されました。武
和志代表幹事による議案審議（役員について・その
他）に続き，松本崇幹事による報告事項の説明（撮
影旅行（奥津峡），忘年会，第29回写友「輪影」展，
撮影旅行（北海道））がなされました。



第２回クラブフォーラム（10/19）
　10月19日（木）18時30分より岡山プラザホテルにて，第２回クラブフォーラムが会員48名の参加により開
催されました。
　「４大奉仕活動について」をテーマに，カウンセラーに荒川謙三ロータリー情報副委員長，コーディネー
ターに藤井一也会長，パネラーに大西直規職業奉仕委員長，渡邊修司社会奉仕委員長，浮田實国際奉仕委
員長，小橋雅治青少年奉仕委員長がなり，各々発表がありました。会員からは活発な意見があり，最後に
荒川ロータリー情報副委員長より「ヒアリングが奉仕活動には大切」との講評をもって盛況のうちに散会
となりました。

カウンセラー
荒川謙三 ロータリー情報副委員長

コーディネーター
藤井一也 会長

パネラー
大西直規 職業奉仕委員長

パネラー
渡邊修司 社会奉仕委員長

パネラー
浮田實 国際奉仕委員長

パネラー
小橋雅治 青少年奉仕委員長



　10月20日（金）朝方は，小雨だった雨も上がり良
いゴルフコンディションの中で第2690地区・地区
大会記念親睦チャリティゴルフ大会が，賑やかに
鷲羽ゴルフ倶楽部に於いて開催されました。
　岡山東 RC からは，ゴルフ同好会のメンバーで第
３回ゴルフ同好会例会も兼ね14名の会員が参加し
て参りました。
　成績は，大会全体で三垣会員がベスグロ賞を受
賞され，岡山東 RC ゴルフ同好会の成績は，下記の
通りです。
　他クラブの会員と懇親を深め楽しくプレーをして有意義な１日だった事をご報告させていただきます。

（第３回例会） OUT IN GROSS HDCP NET
優勝　藤岡　千秋 会員 38 37 75  7.0 68
２位　小橋　雅治 会員 53 46 99 31.0 68
３位　佐藤　英明 会員 46 47 93 25.0 68
ＢＧ　三垣日出人 会員 38 36 74  0.0 74

 ［文章・写真提供：末藤達也 親睦活動副委員長］

2017－18年度�RI 第 2690地区�地区大会（10/21－22）
　10月21日（土）〜22日（日）倉敷市において2017－18年度 RI 第2690地区 地区大会が開催されました。21日

（土）には地区指導者育成セミナー，ガバナー補佐・会長・幹事会，RI 会長代理歓迎晩餐会，22日（日）には
本会議，記念講演・懇親会等が行われました。22日（日）の本会議には，地区66クラブから会員約2500名（う
ち岡山東 RC から50名）が参加して，盛大に行われました。
　本会議の表彰では，岡山東 RC は下記の通り多くの表彰を受けました。心からお慶び申し上げます。

● 意義ある業績賞「スポーツ健康教室　子供たちに AED で大切な命を救うことを伝える事業」
 （66RC 中１RC のみ受賞）
●米山記念奨学会寄付総額上位５クラブ（５RC）
●普通寄付（年5,000円 / 人）かつ特別寄付（10,000円 / 人）達成クラブ（27RC）
●年次基金への寄付において１人当たり150ドル以上達成したクラブ（44RC）

地区大会記念親睦チャリティゴルフ大会（第３回ゴルフ同好会）（10/20）

優勝　藤岡千秋 会員 ２位　小橋雅治 会員 ３位　佐藤英明 会員 ベスグロ賞　三垣日出人 会員

意義ある業績賞 米山記念奨学会
寄付総額第３位 感謝状

ロータリー財団年次基金
寄付 地区目標達成賞

普通寄付・特別寄付
地区目標達成賞



●2017－18年度 地区指導者育成セミナー並びにガバナー補佐・会長・幹事会（於　倉敷アイビースクエア）

● RI 会長代理ご夫妻歓迎晩餐会（於　倉敷アイビースクエア）

21日

参加者：冨岡正機 幹事，鳥居滋 パストガバナー，藤井一也 会長 記念講演　ノーベル化学賞受賞 鈴木章 様に対して鳥居滋 パストガバナー謝辞

左より 池上正 ガバナー，鈴木章 ノーベル化学賞受賞者ご夫妻，
片山主水 RI 会長代理ご夫妻，鳥居滋 パストカバナーご夫妻，
渡辺好政 元国際ロータリー理事

片山主水 RI 会長代理ご夫妻へ花束贈呈

22日

池上正 地区ガバナー　ご挨拶 片山主水 RI 会長代理　ご挨拶 末長範彦 地区ガバナーエレクト　ご挨拶

［写真提供：冨岡正機 幹事］



記念講演

「関ヶ原から読み解く日本近代史
� 〜中国地方の徳川400年〜」
 徳川宗家19代当主　徳川家広 氏

参加クラブ紹介に応える岡山東 RC メンバー RI 会長代理より「意義ある業績賞」を受賞された藤井会長

地区学友タイムで登壇されたイムさん 2018－19年度地区大会のご案内
（2018年10月20日（土）・21日（日）　於：岡山市）

地区大会に参加された会員の皆さん



友愛の広場に展示された
岡山東 RC のパネルと藤井会長

懇　親　会

地区大会に初めて参加して
 中井拓司 会員
　10月22日，地区大会に初めて参加しました。表彰や報告などを聞いていますと，
各地で様々な方が活躍されていることがわかり見識が広がりました。他クラブと
の雰囲気の差異も感じることが出来ましたし，今後もロータリアンとして活動す
ることの励みにもなりました。懇親会では他クラブの方とも交流することができ，
大変意義深い一日でした。
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親子３R C 合同特別例会
（於　岡山プラザホテル）

　10月26日（木）18時30分より岡山プラザホテルにて，岡山東 RC が主管となり，備前 RC，岡山丸の内 RC
の会員138名が参加して親子３RC 合同特別例会が開催されました。
　３クラブの会長ご挨拶の後，「創立時からの歴史とおもいで話，そして未来へ」というテーマのもと，パ
ネルディスカッションが行われました。その後，岡山東 RC 鳥居滋パストガバナーの開宴挨拶，岡山丸の内
RC 宗政省作直前会長の乾杯があり，親睦会が開宴しました。３クラブの会員が18のテーブルに混成で座り
食事，歓談をしながら親睦を図ることができました。最後に，備前 RC 中條新次郎副会長の閉会挨拶，そし
て「手に手つないで」の合唱で合同特別例会を終わりました。

出席報告
　会員数　98名（内出席免除者14名） 　出席率　83.87％（前々回訂正後出席率100.00％）
　出席者　78名（内出席免除者出席９名） 　ビジター　０名

会長挨拶
●岡山東 RC 藤井一也 会長
　皆様，こんばんは。
　先日の地区大会には台風の中，多くの会員の皆様にご参加いただき，ありがと
うございました。
　私と冨岡幹事は，前日の「地区指導者育成セミナー」，「ガバナー補佐・会長・
幹事会」，「国際ロータリー会長代理ご夫妻歓迎晩餐会」にも出席してまいりまし
た。
　地区指導者育成セミナーでは，元国際ロータリー理事の渡辺好政様の基調講演
とノーベル化学賞を受賞された北海道大学名誉教授の鈴木　章様の記念講演があ
りました。鈴木様は岡山理科大学や倉敷芸術科学大学の教授もされたことがあり，岡山にゆかりの深い方
だそうです。しかしながら，私にとっては講演の内容が専門的すぎて，ほとんど理解できませんでした。
　国際ロータリー会長代理ご夫妻歓迎晩餐会では，池上地区ガバナーによる国際ロータリー会長代理の片
山主水（かたやま もんど）様のご紹介があり，片山様は，とてもキレのあるお話をされる方ということでし
たが，実際は，とても長いなが〜い，お話の好きな方だなあという印象でした。皆様も本会議で片山様の
お話を聞かれた方は十分納得していただけることと思います。鳥居　滋パストガバナーご夫妻におかれま
しては，片山ご夫妻のエイド（お世話役）として大変だったと思います。お疲れ様でございました。
　さて，本日は親子３RC 合同特別例会でございます。この合同特別例会につきましては，私の方から３月
の PETS に参加した時に，「ぜひ，３RC 合同例会を開催しませんか？」と備前 RC と岡山丸の内 RC の会
長にお願いしたところ，その場で快諾をいただいて，本日を迎えるに至りました。
　長々と挨拶をしておりますと，「人のことは言えませんよ。先日の方と一緒ですよ」と次にご挨拶をされ
る両会長からご指摘をうけてはいけませんので，この辺で終わりにしたいと思います。
　最後にもうひとつ。今年度，岡山東 RC の会長方針は，「楽しもうロータリー，深めよう友情の輪」とさ
せていただいております。ぜひ，友情の輪を広げて楽しい会にしたいと思います。ありがとうございまし
た。

●備前 RC 福圓良子 会長
　さきほど藤井会長から先日行われました地区大会のご報告がございました。そ
のなかで私も３日間参加させていただきました。会長・幹事の皆様は１日目に鈴
木教授のお話を皆様と一緒にお聞きしたのですが，実は２年前私ども地元の備前
中学校に鈴木教授においでいただきまして，同じ話を中学生にしていただきまし
た。私は２回目のお話でしたが，２回目でもわかりませんでした。表彰式の写真
がでてきましたが，周りの中学生をみてるとそこの場面は目を輝かせていました。
私ども実は旅館をしていますが，鈴木先生においでいただきまして食事をしてい
ただきました。ご挨拶に鈴木先生のところに行かせていただきましたら，覚えて
いてくださって懐かしくお話をさせていただきました。私もこのような機会があるとは思っていなくて，
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再び鈴木先生にお会いできたことをとても光栄に思っています。
　私ども備前 RC ですが，昨年度創立45周年記念式典を無事に終え，46年目になりました。50周年に向け一
歩ずつ歴史をさらに積み重ねているところであります。今回はお互いの歴史を知ることができる貴重な会
を計画していただき本当にありがとうございました。
　会長報告ですが，先日10月18日，備前ライオンズクラブより依頼いただきましてスピーチに行かせてい
ただきました。その時の備前ライオンズクラブよりスピーチに対する礼状が届いています。以上となりま
す。

●岡山丸の内 RC 小野進吾 会長
　皆様今晩は。岡山丸の内 RC で会長を仰せつかっております小野進吾でござい
ます。
　本日は親クラブの岡山東 RC 様そして兄弟クラブの備前 RC 様の合同特別例会
に我々岡山丸の内 RC より32名でお邪魔致しております。
　３月の PETS 研修にて藤井会長より「小野ちゃん今年度は久しぶりに３RC 合
同例会をやろうと思うけどどう思う？」とお話をいただきました。勿論喜んで一
緒にやりましょうと申し上げました。
　４年前ぶりの合同例会になりますが，現在私共の岡山丸の内クラブは３年未満
の会員が約25％，しかも平均年齢55歳と，とっても若いメンバーで構成されております，よって来年50周
年を迎えられます親愛なる岡山東 RC との関わり合いが全く解らない会員も増えて参りました。本日は子ク
ラブが誕生するいきさつや当時の懐かしい思い出，諸先輩方の武勇伝を聞かせていただけるものと存じま
す。
　また本日は藤井会長・石井パスト会長・三垣親睦委員長・冨岡幹事はじめ多くの岡山東 RC の会員の皆様
がすべてのご設営を下さいました。岡山プラザホテル様には細に入り微に入りご配慮いただき誠にありが
とうございます。
　本日は日頃の奉仕活動状況が把握しやすいようにと，席割りにも大変なご配慮をいただいております。
親睦活動や職業奉仕・社会奉仕・国際奉仕・青少年奉仕等参考にさせていただけると幸いです
　岡山丸の内 RC のメンバーはシャイなメンバーが多いです。どうか同席になりました岡山東 RC の方，備
前 RC の方，積極的に声をかけてやってくださいませ。
　本日はどうぞよろしくお願いいたします。

幹事報告
１．10月23日（月）６RC 幹事会が開催され，出席して参りました。
２． 次週11月２日（木）は，年次総会となっております。会員皆様には，例会に出席の程，よろしくお願い

いたします。

パネルディスカッション
　「創立時からの歴史とおもいで話，そして未来
へ」をテーマに石井英行 岡山東 RC パスト会長
のコーディネーターのもと，パネリストに，更
井正人 岡山東 RC パスト会長，梶田博嗣 備前
RC パスト会長，小林茂則 岡山丸の内 RC パスト
会長がなり，各クラブの設立から現在，そして
未来についての発表がありました。最後に石井
コーディネーターから「加盟認証状」のお話もあり，岡山東 RC・備前
RC・岡山丸の内 RC，各クラブの歴史が知れて大変有意義なパネルディ
スカッションでした。

コーディネーター
石井英行 岡山東 RC パスト会長

パネリスト　更井正人 岡山東 RC パスト会長，
梶田博嗣 備前 RC パスト会長，小林茂則 岡山丸の内 RC パスト会長



３RC の加盟認証状 パネルディスカッション会場風景

鳥居滋 パストガバナー
開宴挨拶

国歌・奉仕の理想の斉唱 宗政省作 岡山丸の内 RC
直前会長　乾杯挨拶

各テーブルでの記念写真



中條新次郎 備前 RC
副会長　閉会挨拶



11月の月間行事予定 � ロータリー財団月間
例 会 行 事 プ ロ グ ラ ム そ の 他 の 行 事
２日通常例会

９日通常例会

16日通常例会

23日例会休会
30日通常例会

・お祝い行事
・年次総会
・「ロータリー財団月間にちなんで」

諸國眞太郎 ロータリー財団委員長

・「医療環境変化への取り組み」
MSD 株式会社 プライマリーケア営業戦略室

地域戦略部 部長　岡本洋人 様
・「イニシエーション・スピーチ」 寺坂幸治 会員
・「イニシエーション・スピーチ」 奥野一三 会員

・法定休日
・緊急企画「痛風の食事療法」

済生会病院 栄養課長　大原秋子 様

２日　　・理事会
　　　　・ 職業奉仕事業「企業主導型保育事

業認可施設 ポストメイト保育園・
グランヴィア岡山の視察研修」

３・４日・写友「輪影」撮影旅行
９日　　・ 職業奉仕事業「片山工業株式会社 

企業内保育事業視察研修」

16日　　・ 麻雀同好会「東風の会」
　　　　　（ロイヤルマージャンクラブ）
19日　　・ 青少年奉仕事業「親子で学ぶ，備

前焼体験を通じて地元を愛する心
育成事業」Part2

23日　　・ゴルフ同好会（後楽 GC）
30日　　・ 新会員歓迎会（アークホテル岡山）

11月の月間メニュー
２日通常例会
９日通常例会
16日通常例会

23日例会休会
30日通常例会

・ビーフシチュー，牛蒡サラダ，ライス，デミコーヒー
・（下町メニュー：豚汁定食）サンマ竜田揚げ 大根卸し添え，豚汁，御飯，漬物，デミコーヒー
・ （中華ランチ）前菜３種盛り，中華風備長鮪の刺身，骨付牛カルビの広東風トマトソース，ホウ

レン草万頭とトマト万頭，御飯，中華スープ，デミコーヒー
・法定休日
・幕の内，味噌汁

全員で「手に手つないで」の大合唱

三垣日出人
親睦活動委員長

親睦活動委員会の皆さん 司会の冨岡正機 幹事


