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出席の状況
会員数　58名（内出席免除　４名）　出席者数　40名　　欠席者数　18名
出席率　72.73％　　前々回訂正　88.89％　　　　
欠席者　花房，原，樋口，加戸，笠原，川本，家守，小橋，鴻上，小松，松村，末吉，高橋（裕），
　　　　丹治，氏房，（平野），（柏野），（渡辺）

ビ ジ タ ー
国際ロータリー第2690地区第９グループ
〈岡山後楽園RC〉会長　居森 正而　様、　IM実行委員長　由良 眞言　様

S . A . A . 　 　　
岡山後楽園RC様 ： 3月5日開催予定
の第8・9グループ合同IMのご案内・御
礼とお願いに参りました。宜しくお願い
致します。
1月20日に岡山市長より、「美しく快適な
まちづくり」に長年貢献しているとして、
表彰していただきました。

1月24日の結婚記念日にあたり、お花を
頂きありがとうございます。23年が経過
しました。今後、どうなるかはわかりませ
んが、今後もよろしくお願いいたします。

会 長 報 告  会　長　堀　川　辰　也
　ここ数日はとても寒い日が続いており、昨日は岡山の最高気温が１℃で日中はほとんど氷点
下の気温だったようで、そのためか今日は副幹事が体調を崩し、休んでいます。皆さんも体調に
は気を付けてください。さて、原田会員が毎日行っている岡山駅前の清掃奉仕に対し、岡山市
より表彰されましたことは、大変すばらしいことだと思います。私は、いつも鞄の中にコンビニ等
でもらった小さなポリ袋を捨てずに入れておき、気が付いたときにゴミを拾うようにしていますが、毎日は行えていま
せん。また、私が指導しているスポーツ少年団の練習会場は、河川敷のため、いつもゴミが散らかっています。そこ
で選手・保護者には、「来たときよりも美しく」を合言葉にして、練習時にはゴミを拾うよう指導しています。自分たち
の街をきれいにしておくには、一人ひとりの心がけが肝心だと思います。

幹 事 報 告 幹　事　入　江　直　人
①　第39回インターアクト地区大会の報告書が届きましたので回覧致します。
②　「盲導犬くらぶ会報81号」、「岡山県済生会福祉施設広報誌 木もれ陽」、他クラブ週報を
回覧致します。
③　「財団室NEWS1月号」、「ハイライトよねやま189号・190号」、「バギオだより1月号」、「第5回
日台ロータリー親善会議のご案内」、「新天地だより」、他クラブ週報を回覧致します。
④　2015-16年度クラブ協議会（年度後半）へのガバナー補佐訪問日程を平成28年2月29日㈪13：30～15：00（例
会終了後）の日程で照会させて頂きます。
⑤　本日例会終了後13時30分より、3F「トパーズの間」において「第3回創立25周年実行委員会」を開催致しま
す。実行委員会の皆様はご出席ください。
⑥　本日例会終了後13時30分より、岡山駅前周辺清掃活動を実施致しますのでご参加ください。

 

第8・9グループ合同IMのご案内 岡山後楽園ロータリークラブ　会長　居森　正而　様
　本日は合同IMへの参加のお願いに参りました。3月5日の土曜日に岡山プラザホテルにて開
催致します。まずは、全員登録して頂いたことに感謝致します。ありがとうございました。第8グ
ループは津山中央ロータリークラブが、第9グループは当クラブがホストクラブとして対応致します。
　地区テーマは「エンジョイ・ロータリー」となっております。多数の皆様の実参加をお願い申し
上げます。

 岡山後楽園ロータリークラブ　IM実行委員長　由良　眞言　様
　第9グループの皆様には、多数のご参加をお願い申し上げます。今回のIMでは、円卓にて1
つのテーマについて、様 な々ご意見を出して頂くバズ・セッションを企画しております。
また、記念講演には岡山が世界に冠たる医学界より、岡山大学病院・臓器移植医療センターの大藤剛宏教授を
お招きします。大変興味深いお話をして頂けると思いますので、ぜひ、ご参加下さい。よろしくお願いします。

南葉幸雄会員よりお知らせ
　2月3日、節分の日に、大元・宗忠神社にて豆まきの役を仰せつかっております。13時
30分からですので、ご都合のつく方は参加して頂ければと思います。岡山駅より12時
45分発のバスが出ますので、ぜひ、ご利用下さい。よろしくお願いします。

社会奉仕委員会報告
　原田徹美会員が、3年以上にわたり地域で清掃奉仕している市民を対象にした、岡山市の「美しく快適なまち
づくり表彰」に選ばれ、表彰式が1月20日市役所で行われました。
＜原田徹美会員の挨拶＞
　この度、岡山市より表彰されました。私は、61歳から8年にわたり、岡山駅から桑田公園まで、
毎日ごみを拾って歩いています。毎日ごみ拾いをしていて楽しみなのは、いつも同じ道を通って
いる人が声をかけてくれることです。それがとても励みになります。賞を頂いて有難いと思って
います。

２月お祝い行事

イニシエーションスピーチ 森本　剛仁　会員
　皆様、こんにちは。司法書士の相原会員のご紹介で入会させて頂きました、新入会員の森本剛仁です。
　私は昭和47年5月13日生まれの43才、久米郡美咲町里の出身でございます。私の最近の趣味は料理です。
いろんなことにチャレンジしたいという思いから料理を始めたわけですが、料理は奥が深いものです。特にぬか
漬けはいいですね。ぬか漬けは乳酸菌を腸に届けてくれます。定期的にぬか床をかきまぜ、キュウリやナスをつ
けるということですが、つける時間、塩加減、温度によって味が変わります。最初のころは苦労しました。苦労と
いうか単に失敗しただけなんですけど。失敗した時でも家族は“マズイ”とは言わないんですね。“ちょっと苦手”かなとか“たくさんは
食べられないかな”と上手に教えてくれます。そうすると次はこうしてみようとなるわけです。料理をすることは、やってみると意外と楽
しいものですし、子どもたちと一緒に料理をしたり、食事をすることがなかなか楽しい時間になっております。
　さて、私の出身地は合併されるまでは久米郡旭町という町名でございました。旭町は旭川を北上したところでほぼ岡山県の中心
部にあります。平成17年に中央町、柵原町、旭町が合併し美咲町となったわけですが、なかでも私の出身の旭町は人口も少なく、近く
にスーパー等がない田舎町で、町内の大半は山林です。私の実家も山の上にあります。岡山市で生活していればあまり見られません
が、この冬場には雪が降る事も多く町内の道路には凍結防止・雪を解かす塩化カルシウムの袋が凍結しそうなところ・雪が解けにく
そうな場所に置かれています。交通手段のほぼ100％が自動車ですが雪が降っても交通手段が遮断されないようにとのことです。
　私は小中学校まで地元の学校に通っておりましたが、転機となったのは中学2年生のことです。1986年に開催されたサッカーの
ワールドカップ、メキシコ大会でアルゼンチンが西ドイツを破って優勝いたしました。メキシコで行われた大会でしたのでテレビを見るの
は確か、夜遅くか、朝早くだったと思います。夜な夜な見たサッカーはとても魅力的で、かっこいいなと思いながら見ておりましたが残
念なことに私が通っていた旭中学校にはサッカー部がありませんでした。当時の私は14才、中学2年生でしたのでその時期には進
路・高校受験について考える時期の真最中でした。高校でサッカー部に入部したいなという気持ちがつのるなかで行ける高校を探
すという学校選びでした。旭中学校からの卒業生は落合・久世・もしくは津山市内といった県北の高校へ進学する方がほとんどです。
　私は最終的に玉野市にある県立の玉野光南高校に進学することになったわけですが当時の玉野光南高校はサッカー全国大
会への常連校でした。入学時の部員数は100名を超えており、県内の有望なサッカー経験のある中学生が多く集まっているチーム
でした。サッカー未経験の私にとってはまわりのみんながとにかく上手で、ついて行くのが大変だったことを覚えております。同じ1年
生には中学生時代は岡山県の代表に選ばれたり、中学校の県大会で優勝したという人が15人くらいおりました。サッカー経験者だ
けで30人位です。ご存知の通りサッカーは11人でするスポーツです。
　3年生の途中まで試合に出ることが出来なかったわけですが、選手としては高校3年生の最後の大会、全国高校選手権大会に
チームとして出場することが出来ました。バリバリのレギュラーではありませんでしたが全国大会では、直前の練習でレギュラー数名
が負傷したため、運よく先発出場することが出来ました。チームはその試合、一回戦で秋田県代表の秋田商業に負けてしましました
が、サッカーをしたこと、全国大会へ出場できたこと本当にいい思い出で、今でも交流があるチームメイトとは昔話で盛り上がります。
　高校卒業後は福岡にある私立の大学へ進みましたが、大学での思い出はアルバイトと旅行です。アルバイトをしては海外旅行に
行くといった生活でした。中でも酸素ボンベを背負って海中に潜る、スキューバダイビングはその都度、私を魅了させてくれました。初
めて行ったタイのプーケット島では透明度30ｍの海の中を堪能することが出来ました。今だに鮮明に覚えているのは海の中ではウミ
ガメの方が動きが早いということです。野生のウミガメに“のろまな亀”の印象はまったくありませんでした。インドネシアのバリ島ではマ
ンタと言われる巨大なエイやイルカの群れに遭遇することが出来ました。ダイビングに出かけてもなかなか見ることができないマンタ
やイルカを見られたことは、これもまた運が良かったなあと思います。
　何度か行った海外旅行の中で毎回、苦労させられたのが言葉の壁です。若さと、なんとかなるという安易な気持ち、片言の英単
語と大きなジェスチャーで旅行をしたわけですが、やはり言いたいことが伝えられない、相手が何を言ってるのか、わからないという
のは海外旅行の面白さを満喫できていないばかりか、一種のストレスさえ感じさせるものだ、と感じておりました。英語が話せたら旅
行が楽しくなるだけでなく、観光地を訪れる世界の国々の人と話が出来たらどれだけ面白いかなと思っておりました。
　というわけで大学2年生のころから大学卒業後の海外留学を夢見るようになりました。最終的に留学先として選んだのはアメリカ、
ミシシッピー州にある南ミシシッピー大学の留学生向けの語学学校です。英語が堪能ではない多くの留学生はまず、英語学校で基
礎を学びＴＯＥＦＬという学力試験を経て希望する学部に入学します。私の語学力は下の下といった程度で留学生を指導する、留
学生向けにはっきりとゆっくりと話されるアメリカ人の先生の言われることすら、よく理解できない状況でした。アメリカではYes、Noは
はっきりと言わなきゃいけないと思っておりましたが、質問すらわからないままYesと言って恥をかいたことも多々あります。それでも毎
日、英語を聞いていれば何となく言っていることがわかってくるから不思議なものです。
　語学学校では8週間のコースを4回、受講した段階で大学の学部に入る英語の試験をパスできましたので、次は大学選びでした。
私の場合はアラバマ州の南アラバマ大学に入りました。入学するのに必要な英語の試験をクリアしたからといっても授業について
行くのは大変な事でした。先生方は英語に慣れない留学生向けにゆっくり話をされるのではありません。特に法律の授業では単語
が全く分からず、まずは単語を調べてそれから文章を理解するといった、時間がかかる勉強方法でした。
　留学の締めくくりは経営学修士号の取得でした。卒業するために、もうとにかく勉強したという記憶しかありません。
　卒業後は岡山に戻って就職いたしました。前職は不動産会社の営業マンとして土地・建物の売買のお手伝いをしておりました。
宅建業務の中で今の職『土地家屋調査士』の存在を知ることになったわけですが、土地家屋調査士は土地家屋調査士法に基づ
き、他人の依頼を受けて，不動産の表示にかかわる登記に必要な土地・家屋にかかわる調査・測量・申請手続きをする者、です。
　不動産取引のお手伝いをする中で建物の現況、土地の現況が登記された内容と違うということが少なくないことを知りました。例
えば、売買しようとした建物が増築されている、物置や倉庫といった附属建物を建てたがその登記をしていない、境界線、隣との境
がわからないといったケースで登場するのが土地家屋調査士です。増築部分を登記していない建物、境界がわからない土地の購
入者には将来、不測の損害が生じる恐れがあります。実際にあった話ですが登記上では6.49㎡しかない土地でしたが測ってみた
ら420㎡あったという経験がございます。通常の土地の売買金額は土地の広さ×単価で計算されますので、そこは訂正しないと困る
というわけです。
　現在の業務の多くは新築された建物（住宅・店舗・倉庫）の登記申請が主なものです。多くの新築建物を拝見させて頂いておりま
すがどの現場をお施主様の気持ちがこもっております。それを“登記”という形にすることは多くの責任を伴い、間違いがあってはなら
ないものです。登記された建物は登記内容により固定資産税が課税されますが不動産登記法に沿って、皆様が新築された建物は出
来るだけ床面積が少なく・税金が少なくなるよう登記させて頂きますので、建物新築時の際には是非ともよろしくお願いします。
　最後になりましたがロータリークラブの活動内容・方針をほとんど理解しないまま入会させて頂きました。先輩方の皆様にはご迷
惑をかけることがあるかもしれません。どうぞ広いお心にてご指導・ご鞭撻をお願い申し上げます。ご清聴ありがとうございました。

創立 25周年記念事業・記念式典について　　 

創立25周年記念事業・式典実行委員会組織（案）

－１－

前回１月25日の例会記録前回１月25日の例会記録前回１月25日の例会記録前回１月25日の例会記録

本日、例会後に清掃活動を行いますの
で宜しくお願い致します。

先週は歓迎会ありがとうございました。
今後とも宜しくお願いします。

新人歓迎会の開催ありがとうございま
した。

以上，６件　16,000円（累計　591,000円）
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　本日は合同IMへの参加のお願いに参りました。3月5日の土曜日に岡山プラザホテルにて開
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　地区テーマは「エンジョイ・ロータリー」となっております。多数の皆様の実参加をお願い申し
上げます。

 岡山後楽園ロータリークラブ　IM実行委員長　由良　眞言　様
　第9グループの皆様には、多数のご参加をお願い申し上げます。今回のIMでは、円卓にて1
つのテーマについて、様 な々ご意見を出して頂くバズ・セッションを企画しております。
また、記念講演には岡山が世界に冠たる医学界より、岡山大学病院・臓器移植医療センターの大藤剛宏教授を
お招きします。大変興味深いお話をして頂けると思いますので、ぜひ、ご参加下さい。よろしくお願いします。

南葉幸雄会員よりお知らせ
　2月3日、節分の日に、大元・宗忠神社にて豆まきの役を仰せつかっております。13時
30分からですので、ご都合のつく方は参加して頂ければと思います。岡山駅より12時
45分発のバスが出ますので、ぜひ、ご利用下さい。よろしくお願いします。

社会奉仕委員会報告
　原田徹美会員が、3年以上にわたり地域で清掃奉仕している市民を対象にした、岡山市の「美しく快適なまち
づくり表彰」に選ばれ、表彰式が1月20日市役所で行われました。
＜原田徹美会員の挨拶＞
　この度、岡山市より表彰されました。私は、61歳から8年にわたり、岡山駅から桑田公園まで、
毎日ごみを拾って歩いています。毎日ごみ拾いをしていて楽しみなのは、いつも同じ道を通って
いる人が声をかけてくれることです。それがとても励みになります。賞を頂いて有難いと思って
います。

２月お祝い行事

イニシエーションスピーチ 森本　剛仁　会員
　皆様、こんにちは。司法書士の相原会員のご紹介で入会させて頂きました、新入会員の森本剛仁です。
　私は昭和47年5月13日生まれの43才、久米郡美咲町里の出身でございます。私の最近の趣味は料理です。
いろんなことにチャレンジしたいという思いから料理を始めたわけですが、料理は奥が深いものです。特にぬか
漬けはいいですね。ぬか漬けは乳酸菌を腸に届けてくれます。定期的にぬか床をかきまぜ、キュウリやナスをつ
けるということですが、つける時間、塩加減、温度によって味が変わります。最初のころは苦労しました。苦労と
いうか単に失敗しただけなんですけど。失敗した時でも家族は“マズイ”とは言わないんですね。“ちょっと苦手”かなとか“たくさんは
食べられないかな”と上手に教えてくれます。そうすると次はこうしてみようとなるわけです。料理をすることは、やってみると意外と楽
しいものですし、子どもたちと一緒に料理をしたり、食事をすることがなかなか楽しい時間になっております。
　さて、私の出身地は合併されるまでは久米郡旭町という町名でございました。旭町は旭川を北上したところでほぼ岡山県の中心
部にあります。平成17年に中央町、柵原町、旭町が合併し美咲町となったわけですが、なかでも私の出身の旭町は人口も少なく、近く
にスーパー等がない田舎町で、町内の大半は山林です。私の実家も山の上にあります。岡山市で生活していればあまり見られません
が、この冬場には雪が降る事も多く町内の道路には凍結防止・雪を解かす塩化カルシウムの袋が凍結しそうなところ・雪が解けにく
そうな場所に置かれています。交通手段のほぼ100％が自動車ですが雪が降っても交通手段が遮断されないようにとのことです。
　私は小中学校まで地元の学校に通っておりましたが、転機となったのは中学2年生のことです。1986年に開催されたサッカーの
ワールドカップ、メキシコ大会でアルゼンチンが西ドイツを破って優勝いたしました。メキシコで行われた大会でしたのでテレビを見るの
は確か、夜遅くか、朝早くだったと思います。夜な夜な見たサッカーはとても魅力的で、かっこいいなと思いながら見ておりましたが残
念なことに私が通っていた旭中学校にはサッカー部がありませんでした。当時の私は14才、中学2年生でしたのでその時期には進
路・高校受験について考える時期の真最中でした。高校でサッカー部に入部したいなという気持ちがつのるなかで行ける高校を探
すという学校選びでした。旭中学校からの卒業生は落合・久世・もしくは津山市内といった県北の高校へ進学する方がほとんどです。
　私は最終的に玉野市にある県立の玉野光南高校に進学することになったわけですが当時の玉野光南高校はサッカー全国大
会への常連校でした。入学時の部員数は100名を超えており、県内の有望なサッカー経験のある中学生が多く集まっているチーム
でした。サッカー未経験の私にとってはまわりのみんながとにかく上手で、ついて行くのが大変だったことを覚えております。同じ1年
生には中学生時代は岡山県の代表に選ばれたり、中学校の県大会で優勝したという人が15人くらいおりました。サッカー経験者だ
けで30人位です。ご存知の通りサッカーは11人でするスポーツです。
　3年生の途中まで試合に出ることが出来なかったわけですが、選手としては高校3年生の最後の大会、全国高校選手権大会に
チームとして出場することが出来ました。バリバリのレギュラーではありませんでしたが全国大会では、直前の練習でレギュラー数名
が負傷したため、運よく先発出場することが出来ました。チームはその試合、一回戦で秋田県代表の秋田商業に負けてしましました
が、サッカーをしたこと、全国大会へ出場できたこと本当にいい思い出で、今でも交流があるチームメイトとは昔話で盛り上がります。
　高校卒業後は福岡にある私立の大学へ進みましたが、大学での思い出はアルバイトと旅行です。アルバイトをしては海外旅行に
行くといった生活でした。中でも酸素ボンベを背負って海中に潜る、スキューバダイビングはその都度、私を魅了させてくれました。初
めて行ったタイのプーケット島では透明度30ｍの海の中を堪能することが出来ました。今だに鮮明に覚えているのは海の中ではウミ
ガメの方が動きが早いということです。野生のウミガメに“のろまな亀”の印象はまったくありませんでした。インドネシアのバリ島ではマ
ンタと言われる巨大なエイやイルカの群れに遭遇することが出来ました。ダイビングに出かけてもなかなか見ることができないマンタ
やイルカを見られたことは、これもまた運が良かったなあと思います。
　何度か行った海外旅行の中で毎回、苦労させられたのが言葉の壁です。若さと、なんとかなるという安易な気持ち、片言の英単
語と大きなジェスチャーで旅行をしたわけですが、やはり言いたいことが伝えられない、相手が何を言ってるのか、わからないという
のは海外旅行の面白さを満喫できていないばかりか、一種のストレスさえ感じさせるものだ、と感じておりました。英語が話せたら旅
行が楽しくなるだけでなく、観光地を訪れる世界の国々の人と話が出来たらどれだけ面白いかなと思っておりました。
　というわけで大学2年生のころから大学卒業後の海外留学を夢見るようになりました。最終的に留学先として選んだのはアメリカ、
ミシシッピー州にある南ミシシッピー大学の留学生向けの語学学校です。英語が堪能ではない多くの留学生はまず、英語学校で基
礎を学びＴＯＥＦＬという学力試験を経て希望する学部に入学します。私の語学力は下の下といった程度で留学生を指導する、留
学生向けにはっきりとゆっくりと話されるアメリカ人の先生の言われることすら、よく理解できない状況でした。アメリカではYes、Noは
はっきりと言わなきゃいけないと思っておりましたが、質問すらわからないままYesと言って恥をかいたことも多々あります。それでも毎
日、英語を聞いていれば何となく言っていることがわかってくるから不思議なものです。
　語学学校では8週間のコースを4回、受講した段階で大学の学部に入る英語の試験をパスできましたので、次は大学選びでした。
私の場合はアラバマ州の南アラバマ大学に入りました。入学するのに必要な英語の試験をクリアしたからといっても授業について
行くのは大変な事でした。先生方は英語に慣れない留学生向けにゆっくり話をされるのではありません。特に法律の授業では単語
が全く分からず、まずは単語を調べてそれから文章を理解するといった、時間がかかる勉強方法でした。
　留学の締めくくりは経営学修士号の取得でした。卒業するために、もうとにかく勉強したという記憶しかありません。
　卒業後は岡山に戻って就職いたしました。前職は不動産会社の営業マンとして土地・建物の売買のお手伝いをしておりました。
宅建業務の中で今の職『土地家屋調査士』の存在を知ることになったわけですが、土地家屋調査士は土地家屋調査士法に基づ
き、他人の依頼を受けて，不動産の表示にかかわる登記に必要な土地・家屋にかかわる調査・測量・申請手続きをする者、です。
　不動産取引のお手伝いをする中で建物の現況、土地の現況が登記された内容と違うということが少なくないことを知りました。例
えば、売買しようとした建物が増築されている、物置や倉庫といった附属建物を建てたがその登記をしていない、境界線、隣との境
がわからないといったケースで登場するのが土地家屋調査士です。増築部分を登記していない建物、境界がわからない土地の購
入者には将来、不測の損害が生じる恐れがあります。実際にあった話ですが登記上では6.49㎡しかない土地でしたが測ってみた
ら420㎡あったという経験がございます。通常の土地の売買金額は土地の広さ×単価で計算されますので、そこは訂正しないと困る
というわけです。
　現在の業務の多くは新築された建物（住宅・店舗・倉庫）の登記申請が主なものです。多くの新築建物を拝見させて頂いておりま
すがどの現場をお施主様の気持ちがこもっております。それを“登記”という形にすることは多くの責任を伴い、間違いがあってはなら
ないものです。登記された建物は登記内容により固定資産税が課税されますが不動産登記法に沿って、皆様が新築された建物は出
来るだけ床面積が少なく・税金が少なくなるよう登記させて頂きますので、建物新築時の際には是非ともよろしくお願いします。
　最後になりましたがロータリークラブの活動内容・方針をほとんど理解しないまま入会させて頂きました。先輩方の皆様にはご迷
惑をかけることがあるかもしれません。どうぞ広いお心にてご指導・ご鞭撻をお願い申し上げます。ご清聴ありがとうございました。

創立 25周年記念事業・記念式典について　　 

創立25周年記念事業・式典実行委員会組織（案）

－２－

例会プログラム例会プログラム例会プログラム例会プログラム



出席の状況
会員数　58名（内出席免除　４名）　出席者数　40名　　欠席者数　18名
出席率　72.73％　　前々回訂正　88.89％　　　　
欠席者　花房，原，樋口，加戸，笠原，川本，家守，小橋，鴻上，小松，松村，末吉，高橋（裕），
　　　　丹治，氏房，（平野），（柏野），（渡辺）

ビ ジ タ ー
国際ロータリー第2690地区第９グループ
〈岡山後楽園RC〉会長　居森 正而　様、　IM実行委員長　由良 眞言　様

S . A . A . 　 　　
岡山後楽園RC様 ： 3月5日開催予定
の第8・9グループ合同IMのご案内・御
礼とお願いに参りました。宜しくお願い
致します。
1月20日に岡山市長より、「美しく快適な
まちづくり」に長年貢献しているとして、
表彰していただきました。

1月24日の結婚記念日にあたり、お花を
頂きありがとうございます。23年が経過
しました。今後、どうなるかはわかりませ
んが、今後もよろしくお願いいたします。

会 長 報 告  会　長　堀　川　辰　也
　ここ数日はとても寒い日が続いており、昨日は岡山の最高気温が１℃で日中はほとんど氷点
下の気温だったようで、そのためか今日は副幹事が体調を崩し、休んでいます。皆さんも体調に
は気を付けてください。さて、原田会員が毎日行っている岡山駅前の清掃奉仕に対し、岡山市
より表彰されましたことは、大変すばらしいことだと思います。私は、いつも鞄の中にコンビニ等
でもらった小さなポリ袋を捨てずに入れておき、気が付いたときにゴミを拾うようにしていますが、毎日は行えていま
せん。また、私が指導しているスポーツ少年団の練習会場は、河川敷のため、いつもゴミが散らかっています。そこ
で選手・保護者には、「来たときよりも美しく」を合言葉にして、練習時にはゴミを拾うよう指導しています。自分たち
の街をきれいにしておくには、一人ひとりの心がけが肝心だと思います。

幹 事 報 告 幹　事　入　江　直　人
①　第39回インターアクト地区大会の報告書が届きましたので回覧致します。
②　「盲導犬くらぶ会報81号」、「岡山県済生会福祉施設広報誌 木もれ陽」、他クラブ週報を
回覧致します。
③　「財団室NEWS1月号」、「ハイライトよねやま189号・190号」、「バギオだより1月号」、「第5回
日台ロータリー親善会議のご案内」、「新天地だより」、他クラブ週報を回覧致します。
④　2015-16年度クラブ協議会（年度後半）へのガバナー補佐訪問日程を平成28年2月29日㈪13：30～15：00（例
会終了後）の日程で照会させて頂きます。
⑤　本日例会終了後13時30分より、3F「トパーズの間」において「第3回創立25周年実行委員会」を開催致しま
す。実行委員会の皆様はご出席ください。
⑥　本日例会終了後13時30分より、岡山駅前周辺清掃活動を実施致しますのでご参加ください。

 

第8・9グループ合同IMのご案内 岡山後楽園ロータリークラブ　会長　居森　正而　様
　本日は合同IMへの参加のお願いに参りました。3月5日の土曜日に岡山プラザホテルにて開
催致します。まずは、全員登録して頂いたことに感謝致します。ありがとうございました。第8グ
ループは津山中央ロータリークラブが、第9グループは当クラブがホストクラブとして対応致します。
　地区テーマは「エンジョイ・ロータリー」となっております。多数の皆様の実参加をお願い申し
上げます。

 岡山後楽園ロータリークラブ　IM実行委員長　由良　眞言　様
　第9グループの皆様には、多数のご参加をお願い申し上げます。今回のIMでは、円卓にて1
つのテーマについて、様 な々ご意見を出して頂くバズ・セッションを企画しております。
また、記念講演には岡山が世界に冠たる医学界より、岡山大学病院・臓器移植医療センターの大藤剛宏教授を
お招きします。大変興味深いお話をして頂けると思いますので、ぜひ、ご参加下さい。よろしくお願いします。

南葉幸雄会員よりお知らせ
　2月3日、節分の日に、大元・宗忠神社にて豆まきの役を仰せつかっております。13時
30分からですので、ご都合のつく方は参加して頂ければと思います。岡山駅より12時
45分発のバスが出ますので、ぜひ、ご利用下さい。よろしくお願いします。

社会奉仕委員会報告
　原田徹美会員が、3年以上にわたり地域で清掃奉仕している市民を対象にした、岡山市の「美しく快適なまち
づくり表彰」に選ばれ、表彰式が1月20日市役所で行われました。
＜原田徹美会員の挨拶＞
　この度、岡山市より表彰されました。私は、61歳から8年にわたり、岡山駅から桑田公園まで、
毎日ごみを拾って歩いています。毎日ごみ拾いをしていて楽しみなのは、いつも同じ道を通って
いる人が声をかけてくれることです。それがとても励みになります。賞を頂いて有難いと思って
います。

２月お祝い行事

イニシエーションスピーチ 森本　剛仁　会員
　皆様、こんにちは。司法書士の相原会員のご紹介で入会させて頂きました、新入会員の森本剛仁です。
　私は昭和47年5月13日生まれの43才、久米郡美咲町里の出身でございます。私の最近の趣味は料理です。
いろんなことにチャレンジしたいという思いから料理を始めたわけですが、料理は奥が深いものです。特にぬか
漬けはいいですね。ぬか漬けは乳酸菌を腸に届けてくれます。定期的にぬか床をかきまぜ、キュウリやナスをつ
けるということですが、つける時間、塩加減、温度によって味が変わります。最初のころは苦労しました。苦労と
いうか単に失敗しただけなんですけど。失敗した時でも家族は“マズイ”とは言わないんですね。“ちょっと苦手”かなとか“たくさんは
食べられないかな”と上手に教えてくれます。そうすると次はこうしてみようとなるわけです。料理をすることは、やってみると意外と楽
しいものですし、子どもたちと一緒に料理をしたり、食事をすることがなかなか楽しい時間になっております。
　さて、私の出身地は合併されるまでは久米郡旭町という町名でございました。旭町は旭川を北上したところでほぼ岡山県の中心
部にあります。平成17年に中央町、柵原町、旭町が合併し美咲町となったわけですが、なかでも私の出身の旭町は人口も少なく、近く
にスーパー等がない田舎町で、町内の大半は山林です。私の実家も山の上にあります。岡山市で生活していればあまり見られません
が、この冬場には雪が降る事も多く町内の道路には凍結防止・雪を解かす塩化カルシウムの袋が凍結しそうなところ・雪が解けにく
そうな場所に置かれています。交通手段のほぼ100％が自動車ですが雪が降っても交通手段が遮断されないようにとのことです。
　私は小中学校まで地元の学校に通っておりましたが、転機となったのは中学2年生のことです。1986年に開催されたサッカーの
ワールドカップ、メキシコ大会でアルゼンチンが西ドイツを破って優勝いたしました。メキシコで行われた大会でしたのでテレビを見るの
は確か、夜遅くか、朝早くだったと思います。夜な夜な見たサッカーはとても魅力的で、かっこいいなと思いながら見ておりましたが残
念なことに私が通っていた旭中学校にはサッカー部がありませんでした。当時の私は14才、中学2年生でしたのでその時期には進
路・高校受験について考える時期の真最中でした。高校でサッカー部に入部したいなという気持ちがつのるなかで行ける高校を探
すという学校選びでした。旭中学校からの卒業生は落合・久世・もしくは津山市内といった県北の高校へ進学する方がほとんどです。
　私は最終的に玉野市にある県立の玉野光南高校に進学することになったわけですが当時の玉野光南高校はサッカー全国大
会への常連校でした。入学時の部員数は100名を超えており、県内の有望なサッカー経験のある中学生が多く集まっているチーム
でした。サッカー未経験の私にとってはまわりのみんながとにかく上手で、ついて行くのが大変だったことを覚えております。同じ1年
生には中学生時代は岡山県の代表に選ばれたり、中学校の県大会で優勝したという人が15人くらいおりました。サッカー経験者だ
けで30人位です。ご存知の通りサッカーは11人でするスポーツです。
　3年生の途中まで試合に出ることが出来なかったわけですが、選手としては高校3年生の最後の大会、全国高校選手権大会に
チームとして出場することが出来ました。バリバリのレギュラーではありませんでしたが全国大会では、直前の練習でレギュラー数名
が負傷したため、運よく先発出場することが出来ました。チームはその試合、一回戦で秋田県代表の秋田商業に負けてしましました
が、サッカーをしたこと、全国大会へ出場できたこと本当にいい思い出で、今でも交流があるチームメイトとは昔話で盛り上がります。
　高校卒業後は福岡にある私立の大学へ進みましたが、大学での思い出はアルバイトと旅行です。アルバイトをしては海外旅行に
行くといった生活でした。中でも酸素ボンベを背負って海中に潜る、スキューバダイビングはその都度、私を魅了させてくれました。初
めて行ったタイのプーケット島では透明度30ｍの海の中を堪能することが出来ました。今だに鮮明に覚えているのは海の中ではウミ
ガメの方が動きが早いということです。野生のウミガメに“のろまな亀”の印象はまったくありませんでした。インドネシアのバリ島ではマ
ンタと言われる巨大なエイやイルカの群れに遭遇することが出来ました。ダイビングに出かけてもなかなか見ることができないマンタ
やイルカを見られたことは、これもまた運が良かったなあと思います。
　何度か行った海外旅行の中で毎回、苦労させられたのが言葉の壁です。若さと、なんとかなるという安易な気持ち、片言の英単
語と大きなジェスチャーで旅行をしたわけですが、やはり言いたいことが伝えられない、相手が何を言ってるのか、わからないという
のは海外旅行の面白さを満喫できていないばかりか、一種のストレスさえ感じさせるものだ、と感じておりました。英語が話せたら旅
行が楽しくなるだけでなく、観光地を訪れる世界の国々の人と話が出来たらどれだけ面白いかなと思っておりました。
　というわけで大学2年生のころから大学卒業後の海外留学を夢見るようになりました。最終的に留学先として選んだのはアメリカ、
ミシシッピー州にある南ミシシッピー大学の留学生向けの語学学校です。英語が堪能ではない多くの留学生はまず、英語学校で基
礎を学びＴＯＥＦＬという学力試験を経て希望する学部に入学します。私の語学力は下の下といった程度で留学生を指導する、留
学生向けにはっきりとゆっくりと話されるアメリカ人の先生の言われることすら、よく理解できない状況でした。アメリカではYes、Noは
はっきりと言わなきゃいけないと思っておりましたが、質問すらわからないままYesと言って恥をかいたことも多々あります。それでも毎
日、英語を聞いていれば何となく言っていることがわかってくるから不思議なものです。
　語学学校では8週間のコースを4回、受講した段階で大学の学部に入る英語の試験をパスできましたので、次は大学選びでした。
私の場合はアラバマ州の南アラバマ大学に入りました。入学するのに必要な英語の試験をクリアしたからといっても授業について
行くのは大変な事でした。先生方は英語に慣れない留学生向けにゆっくり話をされるのではありません。特に法律の授業では単語
が全く分からず、まずは単語を調べてそれから文章を理解するといった、時間がかかる勉強方法でした。
　留学の締めくくりは経営学修士号の取得でした。卒業するために、もうとにかく勉強したという記憶しかありません。
　卒業後は岡山に戻って就職いたしました。前職は不動産会社の営業マンとして土地・建物の売買のお手伝いをしておりました。
宅建業務の中で今の職『土地家屋調査士』の存在を知ることになったわけですが、土地家屋調査士は土地家屋調査士法に基づ
き、他人の依頼を受けて，不動産の表示にかかわる登記に必要な土地・家屋にかかわる調査・測量・申請手続きをする者、です。
　不動産取引のお手伝いをする中で建物の現況、土地の現況が登記された内容と違うということが少なくないことを知りました。例
えば、売買しようとした建物が増築されている、物置や倉庫といった附属建物を建てたがその登記をしていない、境界線、隣との境
がわからないといったケースで登場するのが土地家屋調査士です。増築部分を登記していない建物、境界がわからない土地の購
入者には将来、不測の損害が生じる恐れがあります。実際にあった話ですが登記上では6.49㎡しかない土地でしたが測ってみた
ら420㎡あったという経験がございます。通常の土地の売買金額は土地の広さ×単価で計算されますので、そこは訂正しないと困る
というわけです。
　現在の業務の多くは新築された建物（住宅・店舗・倉庫）の登記申請が主なものです。多くの新築建物を拝見させて頂いておりま
すがどの現場をお施主様の気持ちがこもっております。それを“登記”という形にすることは多くの責任を伴い、間違いがあってはなら
ないものです。登記された建物は登記内容により固定資産税が課税されますが不動産登記法に沿って、皆様が新築された建物は出
来るだけ床面積が少なく・税金が少なくなるよう登記させて頂きますので、建物新築時の際には是非ともよろしくお願いします。
　最後になりましたがロータリークラブの活動内容・方針をほとんど理解しないまま入会させて頂きました。先輩方の皆様にはご迷
惑をかけることがあるかもしれません。どうぞ広いお心にてご指導・ご鞭撻をお願い申し上げます。ご清聴ありがとうございました。
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創立25周年記念事業・式典実行委員会組織（案）
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本日のメニュー（２月１日（ヘルシーメニュー））　
金目鯛と蛤  海藻のスープ仕立て　　柚子風味の大根サラダ　デザート　　コーヒー　　パンとバター

次回のメニュー（２月８日）　
寿司　盛り合せ寿司（鰤又は鰆炙り　鯛　海老　いなり寿司　太巻寿司　がり　（県産昔醤油））
小鉢　筑前煮（森林鶏　筍　蓮根　牛蒡　人参　隠元豆散らし）
温物　茶碗蒸し（振り柚子）
揚物　掻き揚げ（桜海老　貝柱　南京　丸十芋　玉葱　三つ葉　卸し大根　生姜（天出汁））
赤出汁　（浅利　刻み葱　粉山椒）

　　会報部会／児島正典・日笠伸之・橘高正剛・山本真嗣
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