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　“エンジョイ・ロータリー”を合い言葉に１年間
鐘を点って参りましたが、早いもので一年が過ぎ
ました。まずは無事大役を果たせたこと、理事・
役員の皆様はもちろんのこと、会員諸兄、事務職
員の方、また、特に幹事の森本さんには厚くお礼
を申し上げます。皆様方ロータリーをエンジョイ
していただけたでしょうか？格言どおり“言うは易
く行うは難し”で、そのおぜん立てには幹事はじめ
理事・役員の方には大変なご苦労をおかけしました。
まずは、今年度の最大のイベントである一連の55
周年記念式典・祝賀会関連行事が盛況のもとに終
了いたしましたこと、ほっと胸をなでおろしました。
３月の前夜祭、５月の台南RCの歓迎晩餐会、引き

続きの式典、祝賀会と楽しい思い出を残せたので
はないかと思っております。特に台南RCの皆様と
の今後のお付き合いが楽しみです。ガバナー訪問、
クリスマス家族会、仲よしへの訪問などなど、数
えればきりがありませんが、予定された行事は粛々
と行われてきました。ただ、先輩方がコツコツと
積み上げてこられたフィリピンの学童教育支援プ
ロジェクトを打ち切らざるを得なくなったこと、
痛恨の極みです。国際交流・支援事業のむつかし
さを痛感した次第です。また、会員増強に関して
は年度スタート時の69名が３％増の71名になりま
したが、満足いく結果ではありません。来年度の
最重点課題として桑原会長は会員増強を挙げてお
られます。期待したいと思います。
　この一年の会員諸兄のご支援に感謝しつつ、こ
れから私はこの一年の苦労（？）の後の楽しみを
ゆっくりと味わっていきたいと考えております。
有難うございました。

この一年を振り返って―感謝あるのみ、先憂後楽―
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　今年度幹事の森本です。この長いようで短い、
いや、短いようで長かった一年間、理事・役員の
皆様を始め、会員皆様には多大なるご指導並びに
ご協力を賜ることで、無事、高井丸の航海を終え

ることが出来ました。心より感謝を申し上げたい
と思います。
　ロータリアンとしても、人間としても経験の浅
い私と致しましては、幹事への準備期間から今日
に至るまでの様々な経験は、自分の人生の中でと
ても貴重なものになりました。特に岡山西RC創立
55周年記念行事に関わる一連の行事の計画・遂行
に携わらせて頂きましたことは、しんどかった反面、
それ以上の大きな達成感を得ることが出来たこと

幹事退任のご挨拶

森　本　浩　平
幹　事



に感謝申し上げたいと思います。
　殊にウエスタンカーニバルにおけるクラブ会員
とご家族・ご友人との職業・年代を超えた相互親睦、
そして創立55周年式典・祝宴における地域・国を
超えたロータリアンとの相互交流、とりわけ台南
RCとの交流は「ロータリーを楽しもう」という今
年度高井会長のクラブスローガンの実践において、
ハイライトと言うべきシーンだったのではないか
と思っております。
　勿論、良かったことばかりではなく、高井会長
の年度目標に挙げておりましたフィリピン就学支

援事業の中止という至らなかった点もあります。
このような反省点は経緯を含めクラブ内の共有経
験として、次年度以降、同様な場面がありました
ら活用して頂ければ幸いに思います。
　最後に、退任後のこれからは一会員として微力な
がらクラブ運営に協力させて頂ければと思います。
まだまだいろいろと修行中の身、微力すぎて何の力
にもならないかもしれませんが、クラブのお役に立
てることがありましたら、一生懸命頑張りたいと
思っております。
　改めて、一年間、どうもありがとうございました。

　岡山西ロータリークラブは創立55周年を迎えま
した。
　その記念式典および祝賀会は、2016年５月18日
に第2690地区佐藤芳郎ガバナー、塚本博視代表幹
事をはじめ岡山RC、岡山南RC、高梁RC、岡山城
RCの各会長・幹事、インターアクトクラブとロ－
ターアクトクラブの顧問先生、会長・幹事そして
台南扶輪社の歐瑞崇社長ほか22名様を来賓として
迎え、ANA クラウンプラザホテル岡山において行
われました。
　式典は厳粛なうちにも和気あいあいの雰囲気で
した。来賓のご挨拶は、佐藤芳郎ガバナーが私た
ちの文化創造を激励して下さったのをはじめとし
て、格調高いものばかりでした。菊池捷男会員の
『55年を顧みて』は歴代の先輩会員を一見して分か
る真名漢字によってユーモアたっぷりに紹介する
スタイルでした。とりわけ親・子・孫の三代に亘
る会員の紹介は55年の歴史を彷彿させるものでし
た。また、台南扶輪社の皆さんは、服装にもお洒
落な気配りがあり、国際色豊かな雰囲気を醸し出

していました。
　続いて開催された祝賀会では、一変、皆さんが
打ち解けたムードで席を立ってあちらこちらと交
流を深める風景が華やかさを象徴していました。
余興の入江修クインテットによるクラシックや
ポップスを盛り込んだ軽快なジャズ演奏は会の雰
囲気を一層和ませる役を果たしてくれました。最
後に、これからの文化的歴史の創造に向かって皆
さんが大きな輪をつくって恒例の『手に手つない
で』を斉唱して閉めることができました。
　記念式典・祝賀会に先立って、５月17日夕刻か
ら式典までの間は、台南扶輪社の皆さんを歓迎す
るプログラムでした。17日はホテル前での出迎え、
記念写真撮影、そして歓迎晩餐会と続きました。
歓迎晩餐会では、歐瑞崇社長から台湾の鬼面焼き
物そして高井研一会長から南部鉄の鉄瓶のプレゼ
ント交換の後、台南扶輪社から私たちに２種の
『20年物紹興酒』のおみやげを頂きました。その会
席で、早速、オープンして振る舞われましたが、
流石の名を覚える代物でした。台南扶輪社の1933

年生まれの莊煌山様（Leada）、
日本大学出身の黄元碩様
（Akira）、明治大学出身の李
明徳様（Dino）はとりわけ日
本語が堪能であり、一方若い
社員やご令室様方は英語がお
上手で私たちとのコミュニ
ケーションはスムーズに行き
ました。なお、道廣司会員の

岡山西ロータリークラブ創立55周年記念事業を顧みて 村　山　洋　二創立55周年
実行委員長



ご令室様他による着物姿での琴演奏は将に本会に
花を添えるものであり、ありがたい余興でした。
　台南扶輪社の10名の方々は、18日の朝から式典
までの間に、丸川真太郎台南委員長他６名の案内
で琴平へのエクスカーションに出かけました。中
野うどん学校で讃岐うどん打ち体験、金丸座見学、
琴平門前町散策、そして785段の石段を登っての金
毘羅宮参拝を楽しみました。台南扶輪社の皆さん
はこの珍しい体験に大変ご満悦でした。
　創立55周年記念事業はこれだけではなく、前夜
祭として『岡山西RCウエスタンカー
ニバルThe２nd』が３月２日にルネ
スホール岡山で開催されています。
その詳細は、月報３月号に森本浩平
幹事によって報告されています。お
祭りが大盛況であった陰には多くの
方々のご支援がありました。上野正
義会員は佐藤ガバナーや他所クラブ

の会長経験者たちを誘ってくださいました。松田
正己会員、川端英男会員は多くの会社関係者の方々
を招待してくださいました。さらに松田会員はす
ご技のロック系の踊りで会場を盛り上げる役を担
われました。
　記念事業全体を通して高井研一会長および森本
浩平幹事のご尽力には頭が下がる思いをしました。
皆さん！ご苦労様でした。そして、ありがとうご
ざいました。

　５月14日(土)に 米子コンベンションセンターに
て、2016-2017年度のRI2690地区会員増強・ロータ
リー財団合同セミナーが開催されました。
　当クラブからは、桑原次期会長、池上次期幹事、
大森元会長が出席されました。
　セミナーは、13時15分の庄司尚史地区ガバナー
エレクトの点鐘で本会議が始まり、その後、国際
ロータリー第2760地区江崎柳節パストガバナーに
より基調講演「進化が目立つロータリー」が行わ
れました。
　後半は、２つの会場に分かれ、会員増強、ロー
タリー財団、それぞれのテーマでセミナーが実施
されました。
　会員増強セミナーは、国際ロータリー第2730地
区江安満良明パストガバナーより「クラブの戦略
計画」というテーマで講演がありました。
　会員増強のためには、会員自身のロータリーク
ラブの目的・役割を認識することが、勧誘の説得
力にもなり脱退防止につながるので、「ロータリー
情報」の発信が重要であるとして、今後も各クラ
ブ一致協力して会員増強に力を注いでほしい旨の
話がありました。

　ロータリー財団セミナーは、国際ロータリー第
2690地区伊藤文利パストガバナーより、「ロータ
リー財団創立100周年に向けて」というテーマで講
演がありました。まず、この100年の歩みについて
説明があり、ロータリアンで100周年を盛大にお祝
いし、５つの事業を実行し、ロータリー財団2017
年の６つのビジョンを実現していきたいという話
がありました。
　次に、2014-15年度のロータリー財団の財務報告
があり、今後とも各クラブでロータリー財団に対
する理解を深め、協力して頂きたい旨のお願いが
ありました。
　引き続き、「地区補助金プロジェクトの意義と申
請・実施に向けての要点」についてミニフォーラ
ムが開催されました。今後も、地区補助金を積極
的に活用してほしいという話がありました。
　限られた時間でしたが、各クラブより大勢のロー
タリアンが出席し、建設的な意見が交わされまし
た。次年度の会員増強・ロータリー財団の運営に
際して大いに役立つ、有意義なセミナーが開催さ
れたと思います。

会員増強・ロータリー財団合同セミナー ロータリー財団委員長　蜂　谷　泰　祐



○５月９日
黒田　岳司君　本日、ディスティネーションキャンペーンの現状
についてお話しさせていただく機会をいただきありがとうございま
す。
加計　役君、山村　勉君　黒田さんへ　本日の黒田さんの卓
話非常に楽しみにしています。ナイトスポットではない岡山の魅
力を教えて頂けたらと思います。
上野　正義君　高井先生　ヴィラ・プランタンおかやまご開業
おめでとうございます。要介護３になったらお世話になります。も
うすぐです。
○５月16日
高井会長、森本幹事　吉備国際大学保健医療福祉学部理
学療法学科、准教授 佐藤三矢（みつや）様を歓迎いたします。
川端　英男君、重田　雅彦君、福嶋　裕美子君　吉備国際
大学の佐藤三矢先生を歓迎します。卓話を楽しみにしています。
唐井　一成君　吉備国際大学保健医療福祉学部の佐藤三矢
先生を歓迎致します。先日、５月６日には、順正会、通所リハ
ビリテーションセンターでの利用者さんへのメディカルビューティー
体験（メイク・パーマ・ネイル・ハープ演奏等）、大変ありがと
うございました。皆さん10才以上は若がえってました！
藤原　恵子君、松田　正己君、玉井　真一君、
野田　英樹君　体験入会の幸野さんを歓迎致します。
大森　茂君　昨日、家内と「津山まなびの鉄道館」に行くと、
元岡山駅長の岡沢さんが週１回スタッフとして協力しているんで
すとのことでいらっしゃいました。にこやかな表情は相変わらず
です！！
金政　泰弘君　一昨日14日に東京にて孫の結婚式がありまして
行って参りました。新婦の方の勤務先のJFA田嶋会長は用務
のためお出になりませんでしたが、前大仁JFA会長がご出席下
さりよい会になりホッとしました。
○５月23日
高井会長、森本幹事　早島町教育委員会教育長 徳山順子
様を歓迎いたします。
大森　茂君、川端　英男君、野田　英樹君　徳山教育長　
本日はありがとうございます。卓話楽しみにしています。
藤原　恵子君　徳山順子様　今日はアメリカ出張中で先生に
お会い出来ず大変残念に思っております。次女（藤原由佳）
の岡大附属中時代担任して頂きました。パワフルで教育熱心で
いらした先生は附中でも極だって立派な先生でした。先生の御
活躍を心よりお祈りしています。
菊池　捷男君　①早島町教育長の徳山順子様を歓迎いたし
ます。②創立55周年おめでとうございます。また、皆様ご苦労
さまでした。
高井会長、森本幹事　先日開催されました、創立55周年記念
行事に関しまして、会員皆様の多大なご協力の中、無事終え
ることが出来た事を感謝申し上げます。本当にありがとうござい
ました。
桑原　一君、池上　潤次君、末吉　誠一君、丸川　真太郎君、

重田　雅彦君、唐井　一成君、岩居　博君、坂元　徹君、
大森　茂君、玉井　真一君　先日創立55周年記念式典が大
盛会の内終了しました。式典に向けて準備された方々大変ご
苦労様でした。
平野　隆茂君　55周年記念行事での役員の御苦労に感謝し
ます。なつかしい台南ロータリーの皆様にもお会いできました。
高井会長始め森本幹事、村山実行委員長、菊池先生の御講
演の名調子にも感じ入りました。本当に有難うございました。
岸本　善博君　創立55周年式典、終わりました。高井会長を
始めお世話頂いたスタッフの皆さんおつかれさまです。森本幹
事の働きは大変でした。御苦労さまでした。小生、記念品を３
個も頂きました。お礼申し上げます。
上杉　隆士君　本日入会の幸野さんを歓迎します。
中島　稔君　去る５月16日、ナカシマプロペラ90周年記念セミ
ナーとシンポジウムおよび記念パーティーを帝国ホテルで行いまし
た。
上野　正義君　茨城県の武の神様の鹿島神宮に参拝して来
ました。塚原卜伝の生誕地です。明日から強くなれるでしょうか？
金政　泰弘君　会長に復帰させられての第37回寮歌祭無事
終了、180名のご参加を得、この会の菊池・唐井・福嶋さん
もご参加頂き、感謝感謝。
唐井　一成君　昨日、倉敷アイビースクエアで行われた第37回
岡山寮歌祭に参加して来ました。金政会長の挨拶の後、全国
から180余名の諸先輩・関係の方々による寮歌の大合唱には、
年齢を感じさせないパワーに終始圧倒されました。懐かしい恩
師の先生にもお会いし、楽しい時を過ごさせて頂きました。そ
の後、後ろ髪を引かれながら中座しファジアーノの応援に行き、
旧制高校の先輩方の力ももらって、２対１で見事逆転勝利を得
ました。森本さん、愛媛戦ホーム初勝利、よっしゃ！！
○５月30日
高井会長、森本幹事　岡山RC　千原行喜様を歓迎いたします。
衣笠　和孜君、川端　英男君、田中　良司君　千原社長、
ようこそ岡山西ロータリーへ。歓迎します。
菊池　捷男君、藤原　恵子君、松田　正己君　岡山RCの
千原さんを歓迎いたします。
村山　洋二君　遅まきながらお礼を申し上げます。①クラブの創
立55周年事業は成功裡に修めることができました。皆様のご協
力と実行力のお陰です。感謝しています。②森本さんのお陰で
す。特に感謝しています。
玉井　真一君、杉本　好弘君　柴田さんへ　本日のイニシ
エーションスピーチ楽しみにしています。
市川　邦昭君　昨日のゴルフ会お疲れ様でした。至らぬ幹事
にお付き合い頂きありがとうございました。
丸川　真太郎君　５月24日に岡山北ロータリークラブ例会で卓
話をさせていただきました。西ロータリークラブの紹介もいたしま
した。
菊池　捷男君、野田　英樹君　岡山理科大学教育学部開設
及びA1号館竣工記念祝賀会、おめでとうございました。

●第１回理事・役員会４日（月） ●休会（海の日）

７月の行事予定

18日（月）
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