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２月27日（月）18 : 30 〜 ANAクラウンプラザホテル
岡山 19 階 宙の間において、岡山城 RC、岡山西
RC 両クラブによる合同夜間例会が初めての試みで始
まりました。
開会の点鐘は、岡山西 RC 、ロータリーソング、其々
の出席委員長による出席報告、出席率は芳しくなく、岡
山西は37 名、岡山城は18 名でした。続いて両幹事に
よる出席会員の紹介が有り、例会の新鮮な切り口として、
親睦を深める絶好のチャンスであり、将来は、地域へ
の交流に合同で参加できる面白い企画となりました。そ
もそも、両クラブの縁は、27 年も前から赤い糸で結ばれ

米山奨学生になってからの感想と思い
私は2016 年４月から１年間、ロータリー米山記念奨
学生として第 2690 地区の岡山西ロータリークラブにお世
話になった郭杰と申します。カウンセラーは福嶋裕美子
先生です。
米山奨学生になって、まず一番感謝したいのは経済
的な支援です。毎月例会を参加して、奨学金をいただ
いて、より一層勉学に励むと思いました。次に会員たち
から様々なスピーチを聞いて、そしてカウンセラーをはじ
め、クラブの皆様との会話ができて、いろいろ教えてく
れて良く勉強になりました。また、クラブが提供してくだ
さった活動を参加して、ロータリー奉仕精神と日本の文
化が深く理解できました。更に、チャンスがあって、学

ており、ロータリー事務局も同じ所にあり、すでに、岡
山クラブと３クラブ合同のゴルフ大会は恒例となっておりま
す。 やあ と言える さらに おい と呼べる 仲間が
増える事が期待されます。今後、連携の深化を検討し
たいと岡山西 会長挨拶が有りました。続いて懇親が進
み、本日のイベントとしてクイズ大会が行なわれました。
各テーブル毎のクイズダービーです。設問は、開設して
111 年となる国際ロータリークラブに関するもの、855 番
目の開設となった日本ロータリークラブの問題などでした。
池上幹事の発案によるクイズの問題はかなり難しく、記
憶があやふやで、なかなか正解が出て来ませんでした。
たのしい交流となり、クイズ大会は大変盛り上がりました。
岡山城 RC 小仁井
会 長による閉 会の
挨拶、閉会の点鐘
となりました。
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校の先生たちと一緒に国際会議に参加しに行きました。
先生たちと日本語で相談したり、外国の友人たちと英語
でしゃべったり、いい経験でした。この一年間クラブの
皆様のおかげで、充実に過ごしました。
これ から、卒 業した 後、アメリカの University of
Southern California（USC）に進学するため、USCの
大学院準備生課程に入ります。今後も日本語と英語を
勉強し続けたいと思います。また、専門知識と技術をもっ
と身に着けるよう努力しに行きたいと思います。
この一年間の奨学期間、皆さんのお世話になって、
ありがとうございます。

青雲会開催報告

青雲会担当幹事

去る、２月20日 ANAクラウンプラザホテル２０階「京
山」で青雲会が開催されました。
桑原会長はじめ、22 名の皆様が参加され、今年 90
歳になられるOBの柳井様の乾杯の音頭でスタートしまし
た。
季節にふさわしい冬の味覚が勢ぞろいの日本海馳走
会席と利守酒造の酒一筋シリーズで、皆さん、寒さを
吹き飛ばされていました。宴たけなわには、この度、日
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本橋支店御栄転の髙島屋、田中会員の宴会芸（ロボッ
トダンス？）も飛び出し、送別会を兼ねた様子になりました。
当ホテルの総支配人柴田会員からもスパークリングワイン
の差し入れをいただきまし
た。
これからも伝統ある西
ロータリー青雲会を皆さん
と盛り上げていきましょう。

４月の行事予定〈母子の健康月間〉
３日
（月） ●第10回理事・役員会
９日
（日） ●春の家族会

○２月６日
末吉副会長、池上幹事、岩居副幹事、森本 浩平君、唐井 一成君、
石井 建次君、高井 平君 本日の野田会員の「本屋大賞」についての
卓話を楽しみにしています。
加計 役君、杉本 好弘君、田中 良司君、永瀬 忠亮君 野田さん
へ 爆笑間違いなしの楽しいお話を期待しております。
金政 泰弘君 昨日「岡山大学の源流」のシンポジウムは300名弱の聴衆で、
１時半から５時までで無事終了しました。槇野新学長から「岡大は８番目の
旧帝国大学構想であった」ということを４月の3000 人の新入生に披露したい
とお褒めのお言葉を頂きました。
臼井 英治君 金政先生 昨日、岡大津島キャンパスで行われた公開シン
ポジウム「岡山大学の源流」で、第六高等学校同窓会会長の金政先生の
基調講演は、まことに迫力あるもので、岡山大学創立のベースとなった六高
校長 黒正巌先生の構想（八番目の帝国大学設立する構想）について話さ
れ、会場の皆さんに深い感動を与えられました。
上杉 隆士君 ①名古屋国際会議場で「全国オールトヨタ代表者会議」が
開催され優秀販売店表彰式では12 回連続でメーカー表彰を受賞しました。
何処まで続くか？今年も頑張ってみます。②例会場の外の机に、２〜３月のイ
ベント招待状を置かせてもらいました。勝手なお願いですが、何枚でも結構
です。お持ち帰り頂ければ嬉しいです。
杉本 好弘君 上杉さんへ 先月25日、名古屋で開催された全国トヨタ販
売店代表者会議において準総合表彰を受賞されたことを心からお祝い申し
上げます。来年度も継続していただき、是非とも特別表彰につなげて下さい。
山田 哲之君 H29.３.10（金）18：00 開場 岡山シンフォニーホールにて
千住真理子さんを招いて、チャリティーコンサートを開催します。お一人様２
枚までチケットをお渡しいたしますので、ご希望の方は山田まで。パンフレット
を後ろに置いておきます。
橋本 信洋君 山田支社長へ 先日は広島までご苦労様でした。三宅さ
んのスモークチーズを楽しみにしていると伝えて下さい。本当に美味しかった
です。
○２月13日
奥村ガバナー補佐様より たくさんのスマイルを頂いています。
岡山市手をつなぐ育成会 いつもお世話になり有難うございます。
桑原会長、池上幹事、末吉副会長、岩居副幹事 奥村ガバナー補佐の
来訪を歓迎します。
福嶋 裕美子君 私が運営致します「ドルフィン・メイトこども園」の開園式に、
松田さんが御出席して下さいました。川端さんの御配慮で「テレビせとうち」
の取材をして下さいました。ありがとうございました。「園児ファースト」を合
言葉により良い保育事業をしたいと存じます。
松田 正己君 福嶋さん「ドルフィン・メイトこども園」の竣工、おめでとうご
ざいます。昨日（12日）はその披露目会に出席させて頂きました。国の施策

16日
（日） ●地区研修・協議会
（倉敷）

を踏まえた先駆的な取り組みに感銘しました。
橋本 信洋君 道広さんへ 昨日の奥様のお琴の演奏会ご苦労様でした。
私は田舎の共同作業で行けませんでしたが、家内がトップバッターのお孫さ
んが可愛かったと言っていました。
○２月20日
備前 RC 会長 岡本富美子様 本日、当クラブ45 周年記念事業の御案内と
お願いに参りました。どうぞよろしくお願い申し上げます。
桑原会長、池上幹事、末吉副会長、丸川 真太郎君、唐井 一成君
備前 RC 岡本会長 杉浦様、安井様を歓迎いたします。
福嶋 裕美子君 備前ロータリークラブ御三人トリオの皆様を歓迎致します。
先日は、卓話にお招き頂きありがとうございました。とても楽しゅうございました。
田中 良司君 この度、日本橋に異動を命ぜられました。３年半、本当に
お世話になりました。心から御礼申しあげます。３月からは、山田新店長、
新社長を何卒、よろしくお願い申しあげます。
末吉副会長、池上幹事、井上 善弘君、桑原会長、杉本 好弘君、
市川 邦昭君、上杉 隆士君、菊池 捷男君、岩居副幹事、石井 建次君、
松田 正己君、臼井 英治君 岡山髙島屋 田中会員 御栄転おめでと
うございます。益々のご活躍お祈りいたします。
小山 博通君、丸川 真太郎君、山村 勉君、坂元 徹君、石丸 桂司君、
野田 英樹君、山下 日出夫君、永瀬 忠亮君 田中さんへ 大日本
橋店店長ご栄転おめでとうございます。来月から寂しくなりますが、お元気
で頑張ってください。
道廣 司君 ①田中さんへ 東京でもお元気で御活躍をお祈りします。ロ
ボットダンスもう一度見たかったなー②菊池さんへ 本日の卓話楽しみにして
います。いつものわかり易いお話でお願いします。
藤原 恵子君 18日に西大寺会陽の祝い主を無事務める事ができ今は感
謝の気持ちでいっぱいです。508 年の歴史の中で女性の祝主は初めてとの
事でした。御福を頂き、皆様方と共に発展していける様願っております。
松田 正己君 藤原恵子さん 国指定重要無形民俗文化財に指定されて
初めての開催となった記念すべき第 508 回の「西大寺会陽」の祝い主を無
事務められお疲れでございました。
市川 邦昭君 フジワラテクノアート 藤原恵子様、２月18日の西大寺会陽
では祝主の大役を果たされお疲れ様でした。
臼井 英治君 藤原恵子様 私にとって、はじめての西大寺会陽、特別
席で見ることができ、その迫力はすばらしいものでした。カイロや膝掛けなど
防寒対策にまで心を配って下さり、まことにありがとうございました。
大森 茂君 福嶋裕美子様 昨日は新倉敷駅近くの企業主導型 保育園
の内覧会及び備前 RC 村上彩子さんのミニコンサートでお世話になりました。
３月１日のオープンお祝いいたします。
末吉副会長 平野会員 グルメ＆ダイニングスタイルショー ビバレッジ部門
大賞受賞おめでとうございます。

