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○５月13日
岸会長、小山幹事　新入会員　北條様のご入会を歓
迎いたします。
永瀬　忠亮君、箱守　英史君、半田　充彦君、平
野　幸司君　新入会員の北條さんを歓迎します。
大森　茂君　一昨日、岡山西南ロータリークラブ50周
年記念講演会が岡山国際ホテルでありました。池上彰
氏の１時間半にわたって世界の宗教の紹介を含めて興
味深い話でした。800人会場いっぱいでした。
橋本　信洋君　会員増強・財団小委員の皆様、昨日
は出雲往復ご苦労様でした。電車に乗っているだけで
すが川沿い、山沿いの振り子電車はやはりしんどいで
すね。でもスピード確保、ガマンします。
藤原　恵子君　利守会員へ　IWC（インターナショナ
ルワインチャレンジ）2019 SAKE部門 純米大吟醸酒部
門で純米大吟醸トロフィーを受賞なさいました。おめでと
うございます。世界でもっとも大きな影響力をもつといわ
れるワインコンテストの中の酒部門での受賞です。1500
銘柄が出品、すべての部門から23点がトロフィーに輝き
ました。次はロンドンでグランプリが決まります。御健闘
をお祈りします。
利守　忠義君　本年４月５日、６日、７日、８日とロンドン
でインターナショナルワインチャレンジ（I.W.C）コンテスト
が行なわれました。純米大吟醸酒部門で当社の赤磐雄
町（あかいわおまち）ゴールドが栄えあるゴールドメダル

に輝きました。本日テレビせとうち主催の新酒フェアー
2019、山陽新聞社本社ビル９F大会議室で15：00～
20：00迄開催されます。御参加下さい！！
浅間　義正君　私事ですが、６月26日の株主総会をもっ
て銀行を退任することになりました。ロータリーも残念で
すが、後任と交替致します。２年間という短い期間でし
たが、皆様方には大変良くして頂きありがとうございまし
た。大変たのしかったです。岡山西ロータリーの益々の
発展を祈っております。
岸本　善博君　４月19日より10日間、クイーンエリザベス
で横浜発着で日本列島１周して来ました。津軽海峡寒
かったです。英国船はブリテンを鼻にかけサービスは駄
目でした。
○５月20日
岸会長、小山幹事　本日、ご講演いただきますコトハ
ナセミナー　木下様を歓迎いたします。
佐藤　睦子君　木下先生の卓話楽しみに致しています。
岸会長、小山幹事、山下　日出夫君　本日、ご入会
の(株)サピックス　近重吾郎様を歓迎いたします。
菊池　捷男君、小原　範夫君、道廣　司君、重田
雅彦君、唐井　一成君　近重さんのご入会を歓迎い
たします。
菊池　捷男君　事務所報「NEWS LETTER 20号」
をうしろにおいておりますので、よろしければお持ちかえ
り下さい。

７月の行事予定
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　会長就任の挨拶をしたのが、つい、この間のよ
うな気がしますが、就任当初は何とも、先が長く思
えたものです。2018～2019年度というのは図らずも、
例年になく、記念すべき行事やイベントの多い年で
した。まず、日本のロータリー創立100周年の年で、
末長ガバナーが公式訪問の際、記念ゴング（鐘）
を持参され、私がこの鐘を高らかに鳴らさせて頂い
たのはめぐりあわせとは言え、晴れがましい事でした。
そして、台南ＲＣ創立65周年記念式典には総勢、
25名の訪問団を結成することが出来、村山国際奉
仕委員長、森本台南ＲＣ委員長のおかげで、実り
ある、意義深い旅行となりました。ところが、帰国
した翌日には第10グループの岡山旭川ＲＣ，第11グ
ループの岡山西ＲＣがホストとして開催したＩＭ
（Intercity Meeting）です。開催までに、ＩＭ準備
委員会で周到に準備してきたとは言え、帰国が少
しでも遅れれば、間に合わなくなるところでした。し
かし、万が一に備えて待機して下さった、我がＲＣ
会員の準備と支えもあり、ＩＭは無事、成功裏に終
えることが出来ました。
　我がクラブは、次々年度には創立60周年を迎え
ますが、菊池ガバナー年度でもあり、次々年度の
人事は例年よりも早く決定することになり、藤原会

長が選ばれました。当該年度で、ＲＣ創立の周年祝
いを行ったクラブは、岡山市内でも５クラブもあり、
夫々のクラブは記念事業等を相当、早い時期から、
準備をしていたのが印象的でした。
　バリー・ラシン国際ロータリー会長の「インスピレー
ションになろう」そして末長地区ガバナーの「チャレ
ンジしよう」に沿って、我がクラブのスローガンを「実
践しよう」とさせて頂きました。具体的には
　①元気で楽しいクラブに
　②時代の変化に応じた幅広い人材による会員増強
　③時代の変遷に対応した奉仕活動の実践
　④青少年奉仕活動への支援と活動の活発化
　⑤国際奉仕の伝統と実績の継承・発展
を掲げました。さて、どれだけ、実践できたでしょうか。
　末長ガバナーのもと、第2690地区の地区目標の
最重点目標は各クラブの会員増強でした。山下委
員長はじめ、会員一同の努力で、71名の会員が
75名と４名の純増を達成しました。また、重点目標
の最初の項目で「ロータリー賞の獲得を目指す」と
あり、達成できなくても、それに向けて、努力する
ようにとありました。掲げられた項目のうち、会員増、
会員維持率、女性会員増は十分に達成できた項目
と言えるでしょう。平野クラブ会報・雑誌委員長に
指導願った、MY ROTARYへの入力、ロータリー
カードの取得などの項目は相当数獲得できたものと
思います。また、インターアクトクラブ、ローターアク
トクラブの提唱はすでに我がクラブはこの両方を持っ

ている第2690地区唯一のクラブであり、とくに、ロー
ターアクトクラブは次年度には創立50周年を迎える
年になります。岡山理科大学ローターアクトクラブの
維持、活性化、会員増強は野田委員長の指導、
下支えのおかげです。
　ロータリーの６つの重点分野の一つに教育の支
援があります。蜂谷社会奉仕委員長のもと、岡山
西ロータリークラブ主催で「子育て＆教育フォーラム
in 岡山　どう育てればいいの！？」を岡山市教育委
員会の後援を得て、岡山国際交流センターで開催
することができました。フォーラムは市民に公開され、
会場は満席の盛況でした。かねてより、小山幹事
が関係している子供たちの放課後教育支援の活動
に連なるものです。昨今の教育上の最重要課題で
ある「子供時代の非認知能力」を如何に高めるか、
岡山県下の小学校、中学校、高校の指導者的立
場にある教育関係者が一堂に会し、夫々、実際の
子供たちとの体験談をもとに解説した意義深い
フォーラムでした。また、これまで、わがクラブが、長年、
継続してきた青少年健全育成基金も６つの青少年
団体の指導者養成に対する活動に供することが出
来ました。
　当該任期の特筆すべきことはやはり、2020年度
の菊池ガバナー年度に向け、始動を開始した年度

であることです。末吉地区代表幹事予定者のもと、
早くも、準備を着 と々進めていったことでした。本年
度は会員夫々が、クラブの委員と菊池ガバナー年
度の地区委員を合わせてかけ持つことになりました。
次年度はさらに、事態は加速されることになりそうで
すが、丸川会長・水田幹事には安心してその手
腕にゆだねることができます。しかし、会員の皆様
のご支援・ご協力が不可欠です。何卒よろしくお
願いいたします。
　高知の家族旅行、青雲会、ワインの夕べ、ゴル
フ大会、クリスマス、岡山城RCとの合同夜間例会
など、箱守委員長、小原・永瀬両副委員長をはじめ、
親睦・家族委員会委員のお世話で、夫々のイベン
トを大いに楽しむことが出来ました。
　毎回の例会での卓話には佐藤プログラム委員長
の周到な準備により、素晴らしいプログラム構成に
なり、例会を大いに楽しむことができました。髙柴
出席委員長はじめ、出席委員の皆様そして、会員
の努力もあり、まずまずの出席率を維持出来たと思
います。
　はからずも、平成最後、そして、令和最初の会
長であったこの１年は会員の皆様に支えられての１
年でした。本当にありがとうございました。

この１年間を振り返って

岸　　幹　二

会　長●休会（海の日）
●古瀨ガバナー公式訪問

15日（月）
22日（月）

●第１回理事役員会
●第１回クラブ協議会

１日（月）
８日（月）

　恒例の駅前清掃を５月26日に行ないました。
　これまでに雨天の為、中止となった事があり心配し
ましたが、幸運な事に天候にも恵まれました。
　午前７時にももたろう広場（岡山駅東口）に集合。
岡山西ロータリー会員29名、岡山関西高校、岡山理
科大学ローターアクト会員５名が参加してくれました。
参加してくださった方 に々感謝いたします。
　集合時間、場所を確認後、岡山駅東口西口の二

方面に分かれ、桃太郎像の清拭、護美拾い、ベン
チの清拭を行いました。１時間はあっという間に過ぎ、
参加者全員で記念写真撮影を行ない、解散となりま
した。
　岡山駅周辺は見違える程きれいになり、駅利用者、
観光客に好印象を与える事は確かです。次年度は
大型連休の始まる４月中旬に駅前清掃を行なうよう提
案します。

環境委員長　坂　口　幸　吉駅前清掃について
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　恒例となりつつある，岡山城ロータリークラブとの
合同夜間例会が令和元年５月27日午後６時30分か
らANAクラウンプラザホテル岡山19階宙の間にて
盛大に開催されました。本年は，当クラブがホスト
を務めることになりましたが，ゲスト・米山奨学生を
含めて総勢66名という多数の皆さまにご参加をいた
だきました。
　岡山城ロータリークラブの八杉会長の乾杯の音
頭で懇親会が始まりました。本年は，情景描写ピ
アニストの山地真美様をゲストにお迎えして，山地
様の美しいピアノ演奏をお楽しみいただきました。ス
クリーンには岡山各所の絶景が映し出され，こちら
にも注目が集まりました。
　その後は，岡山城ロータリークラブの皆さまと一
緒になってお酒を酌み交わし，会場は大いに盛り上
がりました。髙島屋様からご提供いただいた景品を
めぐってのビンゴゲームでは熱い戦いが繰り広げら
れました。さらに，サプライズでゲストの山地様の映
像作品も提供されて，会場の盛り上がりは最高潮
に達しました。
　次期会長の丸川副会長にご挨拶いただいた後，
最後はゲストの山地様のピアノ生伴奏のもと，参加
者全員で手に手をつないでを大合唱して閉会となり
ました。
　開催にあたり，会長，幹事をはじめ，親睦家族
委員の皆さん，ANA クラウンプラザ岡山の皆さん
には大変なご協力をいただきました。心より感謝申

し上げます。合同例会が恒例行事として定着し，
岡山城ロータリークラブとの交流をますます深くして
いくことができるよう願っています。

の繰り返しでしたが、会長をはじめとする理事・役
員の方 は々もとより、事務局の方々、そして ANACP
岡山の方々にも多大なるご協力を賜りましたこと、こ
の場を借りて厚く御礼申し上げます。
　二年前の副幹事、そして今年度の幹事という役
割を終え、３つの大きな財産を得ることができました。
　一つ目は、６年目にして多くの諸先輩方とやり取り
をさせていただけたこと。
　二つ目は、県南 17RCの仲間（同期幹事）と強

い絆を作れたこと。
　三つ目は、先人が築いてこられた数々の素晴ら
しいRC活動を実感できたこと。
　社会奉仕活動を中心とした多くの行事が今日まで
受け継がれていることに、この岡山西ロータリークラ
ブの歴史と伝統を再認識いたしました。
　最後に、幹事は終えますが、引き続きご指導、
ご鞭撻賜りますようお願い申し上げます。
　ありがとうございました！

　　箱　守　英　史合同例会の開催

　６月末日をもちまして2018-2019年度　岡山西 RC
第58代幹事の任を終えます。
　みなさま方には、一年間を通してスムースな運営
にご協力賜りましたこと、心より感謝申し上げます。
　本年度は、当クラブより菊池ガバナーノミニー、
大森ガバナー補佐を輩出し、来る次々年度を見据
えた運営および体制を心がけてまいりました。近年
の最重要課題である「会員増強」というスローガン

にプレッシャーを受けながら、多くの新入会員のみ
なさまとご縁をいただくことができ、ホッと胸をなでお
ろしているところです。
　また、年度行事につきましても、岡山旭川RC様
との IMをはじめ、台南65周年訪問、５RC周年記
念行事、４年ぶりの受賞記念夜間例会等々。例年
にない行事も数多くございました。
　幹事の仕事の中心は、１にも２にも調整だと実感
いたしました。例会が終われば息をつく間もなく直ぐ
に翌週の準備へと気持ちを切り替え、例会以外の
行事があれば並行して心を傾ける。このことの繰り
返しです。自身のパターンができるまでは試行錯誤
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幹　事



　会長就任の挨拶をしたのが、つい、この間のよ
うな気がしますが、就任当初は何とも、先が長く思
えたものです。2018～2019年度というのは図らずも、
例年になく、記念すべき行事やイベントの多い年で
した。まず、日本のロータリー創立100周年の年で、
末長ガバナーが公式訪問の際、記念ゴング（鐘）
を持参され、私がこの鐘を高らかに鳴らさせて頂い
たのはめぐりあわせとは言え、晴れがましい事でした。
そして、台南ＲＣ創立65周年記念式典には総勢、
25名の訪問団を結成することが出来、村山国際奉
仕委員長、森本台南ＲＣ委員長のおかげで、実り
ある、意義深い旅行となりました。ところが、帰国
した翌日には第10グループの岡山旭川ＲＣ，第11グ
ループの岡山西ＲＣがホストとして開催したＩＭ
（Intercity Meeting）です。開催までに、ＩＭ準備
委員会で周到に準備してきたとは言え、帰国が少
しでも遅れれば、間に合わなくなるところでした。し
かし、万が一に備えて待機して下さった、我がＲＣ
会員の準備と支えもあり、ＩＭは無事、成功裏に終
えることが出来ました。
　我がクラブは、次々年度には創立60周年を迎え
ますが、菊池ガバナー年度でもあり、次々年度の
人事は例年よりも早く決定することになり、藤原会

長が選ばれました。当該年度で、ＲＣ創立の周年祝
いを行ったクラブは、岡山市内でも５クラブもあり、
夫々のクラブは記念事業等を相当、早い時期から、
準備をしていたのが印象的でした。
　バリー・ラシン国際ロータリー会長の「インスピレー
ションになろう」そして末長地区ガバナーの「チャレ
ンジしよう」に沿って、我がクラブのスローガンを「実
践しよう」とさせて頂きました。具体的には
　①元気で楽しいクラブに
　②時代の変化に応じた幅広い人材による会員増強
　③時代の変遷に対応した奉仕活動の実践
　④青少年奉仕活動への支援と活動の活発化
　⑤国際奉仕の伝統と実績の継承・発展
を掲げました。さて、どれだけ、実践できたでしょうか。
　末長ガバナーのもと、第2690地区の地区目標の
最重点目標は各クラブの会員増強でした。山下委
員長はじめ、会員一同の努力で、71名の会員が
75名と４名の純増を達成しました。また、重点目標
の最初の項目で「ロータリー賞の獲得を目指す」と
あり、達成できなくても、それに向けて、努力する
ようにとありました。掲げられた項目のうち、会員増、
会員維持率、女性会員増は十分に達成できた項目
と言えるでしょう。平野クラブ会報・雑誌委員長に
指導願った、MY ROTARYへの入力、ロータリー
カードの取得などの項目は相当数獲得できたものと
思います。また、インターアクトクラブ、ローターアク
トクラブの提唱はすでに我がクラブはこの両方を持っ

ている第2690地区唯一のクラブであり、とくに、ロー
ターアクトクラブは次年度には創立50周年を迎える
年になります。岡山理科大学ローターアクトクラブの
維持、活性化、会員増強は野田委員長の指導、
下支えのおかげです。
　ロータリーの６つの重点分野の一つに教育の支
援があります。蜂谷社会奉仕委員長のもと、岡山
西ロータリークラブ主催で「子育て＆教育フォーラム
in 岡山　どう育てればいいの！？」を岡山市教育委
員会の後援を得て、岡山国際交流センターで開催
することができました。フォーラムは市民に公開され、
会場は満席の盛況でした。かねてより、小山幹事
が関係している子供たちの放課後教育支援の活動
に連なるものです。昨今の教育上の最重要課題で
ある「子供時代の非認知能力」を如何に高めるか、
岡山県下の小学校、中学校、高校の指導者的立
場にある教育関係者が一堂に会し、夫々、実際の
子供たちとの体験談をもとに解説した意義深い
フォーラムでした。また、これまで、わがクラブが、長年、
継続してきた青少年健全育成基金も６つの青少年
団体の指導者養成に対する活動に供することが出
来ました。
　当該任期の特筆すべきことはやはり、2020年度
の菊池ガバナー年度に向け、始動を開始した年度

であることです。末吉地区代表幹事予定者のもと、
早くも、準備を着 と々進めていったことでした。本年
度は会員夫々が、クラブの委員と菊池ガバナー年
度の地区委員を合わせてかけ持つことになりました。
次年度はさらに、事態は加速されることになりそうで
すが、丸川会長・水田幹事には安心してその手
腕にゆだねることができます。しかし、会員の皆様
のご支援・ご協力が不可欠です。何卒よろしくお
願いいたします。
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フ大会、クリスマス、岡山城RCとの合同夜間例会
など、箱守委員長、小原・永瀬両副委員長をはじめ、
親睦・家族委員会委員のお世話で、夫々のイベン
トを大いに楽しむことが出来ました。
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なさまとご縁をいただくことができ、ホッと胸をなでお
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　幹事の仕事の中心は、１にも２にも調整だと実感
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返しです。自身のパターンができるまでは試行錯誤

幹事を終えて

小　山　壱　也

幹　事



2018-2019年度  国際ロータリーのテーマ

「実践しよう」2018-2019年度
岡山西ロータリークラブスローガン

〒700-0827　岡山市北区平和町1-10
　　　　　  高塚ビル２Ｆ

月報 2019
Vol.12

○５月13日
岸会長、小山幹事　新入会員　北條様のご入会を歓
迎いたします。
永瀬　忠亮君、箱守　英史君、半田　充彦君、平
野　幸司君　新入会員の北條さんを歓迎します。
大森　茂君　一昨日、岡山西南ロータリークラブ50周
年記念講演会が岡山国際ホテルでありました。池上彰
氏の１時間半にわたって世界の宗教の紹介を含めて興
味深い話でした。800人会場いっぱいでした。
橋本　信洋君　会員増強・財団小委員の皆様、昨日
は出雲往復ご苦労様でした。電車に乗っているだけで
すが川沿い、山沿いの振り子電車はやはりしんどいで
すね。でもスピード確保、ガマンします。
藤原　恵子君　利守会員へ　IWC（インターナショナ
ルワインチャレンジ）2019 SAKE部門 純米大吟醸酒部
門で純米大吟醸トロフィーを受賞なさいました。おめでと
うございます。世界でもっとも大きな影響力をもつといわ
れるワインコンテストの中の酒部門での受賞です。1500
銘柄が出品、すべての部門から23点がトロフィーに輝き
ました。次はロンドンでグランプリが決まります。御健闘
をお祈りします。
利守　忠義君　本年４月５日、６日、７日、８日とロンドン
でインターナショナルワインチャレンジ（I.W.C）コンテスト
が行なわれました。純米大吟醸酒部門で当社の赤磐雄
町（あかいわおまち）ゴールドが栄えあるゴールドメダル

に輝きました。本日テレビせとうち主催の新酒フェアー
2019、山陽新聞社本社ビル９F大会議室で15：00～
20：00迄開催されます。御参加下さい！！
浅間　義正君　私事ですが、６月26日の株主総会をもっ
て銀行を退任することになりました。ロータリーも残念で
すが、後任と交替致します。２年間という短い期間でし
たが、皆様方には大変良くして頂きありがとうございまし
た。大変たのしかったです。岡山西ロータリーの益々の
発展を祈っております。
岸本　善博君　４月19日より10日間、クイーンエリザベス
で横浜発着で日本列島１周して来ました。津軽海峡寒
かったです。英国船はブリテンを鼻にかけサービスは駄
目でした。
○５月20日
岸会長、小山幹事　本日、ご講演いただきますコトハ
ナセミナー　木下様を歓迎いたします。
佐藤　睦子君　木下先生の卓話楽しみに致しています。
岸会長、小山幹事、山下　日出夫君　本日、ご入会
の(株)サピックス　近重吾郎様を歓迎いたします。
菊池　捷男君、小原　範夫君、道廣　司君、重田
雅彦君、唐井　一成君　近重さんのご入会を歓迎い
たします。
菊池　捷男君　事務所報「NEWS LETTER 20号」
をうしろにおいておりますので、よろしければお持ちかえ
り下さい。

７月の行事予定
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　当該任期の特筆すべきことはやはり、2020年度
の菊池ガバナー年度に向け、始動を開始した年度

であることです。末吉地区代表幹事予定者のもと、
早くも、準備を着 と々進めていったことでした。本年
度は会員夫々が、クラブの委員と菊池ガバナー年
度の地区委員を合わせてかけ持つことになりました。
次年度はさらに、事態は加速されることになりそうで
すが、丸川会長・水田幹事には安心してその手
腕にゆだねることができます。しかし、会員の皆様
のご支援・ご協力が不可欠です。何卒よろしくお
願いいたします。
　高知の家族旅行、青雲会、ワインの夕べ、ゴル
フ大会、クリスマス、岡山城RCとの合同夜間例会
など、箱守委員長、小原・永瀬両副委員長をはじめ、
親睦・家族委員会委員のお世話で、夫々のイベン
トを大いに楽しむことが出来ました。
　毎回の例会での卓話には佐藤プログラム委員長
の周到な準備により、素晴らしいプログラム構成に
なり、例会を大いに楽しむことができました。髙柴
出席委員長はじめ、出席委員の皆様そして、会員
の努力もあり、まずまずの出席率を維持出来たと思
います。
　はからずも、平成最後、そして、令和最初の会
長であったこの１年は会員の皆様に支えられての１
年でした。本当にありがとうございました。

この１年間を振り返って

岸　　幹　二

会　長●休会（海の日）
●古瀨ガバナー公式訪問

15日（月）
22日（月）

●第１回理事役員会
●第１回クラブ協議会

１日（月）
８日（月）

　恒例の駅前清掃を５月26日に行ないました。
　これまでに雨天の為、中止となった事があり心配し
ましたが、幸運な事に天候にも恵まれました。
　午前７時にももたろう広場（岡山駅東口）に集合。
岡山西ロータリー会員29名、岡山関西高校、岡山理
科大学ローターアクト会員５名が参加してくれました。
参加してくださった方 に々感謝いたします。
　集合時間、場所を確認後、岡山駅東口西口の二

方面に分かれ、桃太郎像の清拭、護美拾い、ベン
チの清拭を行いました。１時間はあっという間に過ぎ、
参加者全員で記念写真撮影を行ない、解散となりま
した。
　岡山駅周辺は見違える程きれいになり、駅利用者、
観光客に好印象を与える事は確かです。次年度は
大型連休の始まる４月中旬に駅前清掃を行なうよう提
案します。

環境委員長　坂　口　幸　吉駅前清掃について


