
出席の状況
会員数　55名（内出席免除　２名）　出席者数　42名　　欠席者数　13名
出席率　77.78％　　前々回訂正　83.33％　　　　
欠席者　相原，藤岡，原，加戸，川本，河村，菊井，木本，小松原，岡村，槌田，横山，（渡辺）

S . A . A . 　 　　
岡本（和）会員 ： 髙次様、ご訪問ありがとうございます。本日のお話、楽しみにしております。
竹本会員 ： ・髙次様、本日の卓話楽しみにしています。どうぞよろしくお願い致します。

・歴史同好会、岡本会長お話しありがとうございました。
山下会員 ： 小学校からの同級生、髙次氏の卓話に敬意を表します。
丹治会員 ： 髙次さん、お久しぶりです。本日の卓話を楽しみにしています。
氏房会員 ： ・髙次秀明様、本日の卓話よろしくお願いします。

・第３回ＩＤＭ出席できませんのでスマイル致します。
平松会員 ： ・髙次秀明様、先日の日本フットケア学会では、岡山フィルハーモニック管弦楽団の弦楽四重奏のご演

奏をありがとうございました。
・また、本日は「岡山のまちづくりと文化」と題した卓話をしていただきますこと心から感謝申し上げます。

樋口会員 ： 昨日、地区研修に参加の皆様お疲れ様でした。
日笠（伸）会員 ： 4月15日のゴルフコンペで優勝してしまいましたのでスマイルします。
西岡会員 ： ・ゴルフ同好会は15～16日でエクシブ鳴門にゴルフ遠征してきました。両日、いい天気に恵まれ楽しい2

日間でした。参加の方お疲れ様でした。氏房会員お世話になりました。
・15日練習プレイ、16日にいいスコアで優勝できました。それと、皆様方から沢山のお小遣いまで頂き、
それと横山さんにゴルフで勝てた事が一番うれしいです。
・山田さん、昨日は代理ありがとうございました。

末吉会員 ： 相原様、小松様、入江様、先日はありがとうございました。
橘高会員 ： 結婚記念のお祝いのお花ありがとうございました。結婚して20年経ちましたが30年後も祝って頂ける

ようにと思います。
岡本（浩）会員 ： 結婚記念日の御花が届きました。今年の花は例年よりも豪華に思えて、家内も大喜びでした。平常

は家内からも叱られる事が多いのですが、これからも仲良くやります。ありがとうございました。
12件　41,000円（累計 1,118,000円）

会 長 報 告  会　長　岡　本　和　夫
　今年のさくらも終わりを迎えるとともに、山々はやさしい色合いを帯びはじめ、よい季節となり
ました。先週の土曜日の午後には、さくらを惜しんで津山へでかけました。津山まなびの鉄道
館、城東伝統的建造物群保存地区、そして鶴山公園を訪ねました。
　今年は津山RCさんと合同でIMを開催しましたが、津山は県北の雄であり、城下町、洋学
の濫觴の地、鉄道の町であります。東西に流れる吉井川に沿って出雲街道が延びており、旧市街ともいうべき
城東から、宇田川玄随・玄真・榕庵や箕作阮甫をはじめ、医学を中心として自然科学分野で多くの学者が出ま
した。洋学資料館内の展示物に一枚の写真がありました。明治末期の箕作家の写真でありました。長岡半太
郎、美濃部達吉・亮吉親子、呉秀三など文化勲章級の学者が写っており、まさに日本の学界を代表する名家
であります。
　鶴山公園のさくらは散りつつ、葉ざくらに移行しておりました。幾重にも連なる石垣のなかを歩いてさくらを楽
しみましたが、惜しむらくは天守閣をはじめとして、門や櫓が残されていないことでした。明治はじめの廃仏毀釈
や廃城令をはじめとした政策によって、日本各地の城や寺の遺産が失われました。古いものを残す運動と市街
地の活性化など、どの地方都市もかかえている問題を考えながら、天守跡から城下の町並みを望みました。

ルに達しているクラブに贈られます。
◎End Polio Now: 「歴史に1ページを刻もう」キャンペーンの感謝状
ポリオプラス基金に1,500ドル以上を寄付したクラブに贈られます。

第272・273回 ゴルフ同好会 成績表他 ゴルフ同好会幹事　西　岡　貞　則
場所　エクシブ鳴門
日時　平成29年４月15・16日（土・日）
　　　スタート　東コースOUT  ２組 7人参加　　西コースIN  ２組 ６名参加
順位 272回

順位 273回

　春の恒例の遠征ゴルフに行ってきました。今年は参加人数が少なかったですが、
両日いい天気に恵まれ、楽しくゴルフが出来ました。２日間プレイされた方、１プレの方
など様々でしたが、怪我もなく楽しい遠征になりました。５月25日は鷲羽ゴルフクラブ、６
月10日は山陽ゴルフクラブになります。皆様の参加をお願いいたします。
 

野球同好会からのお知らせ 野球同好会キャプテン　小　菅　英　司
　４月１３日㈬午後７時から玉野市民総合運動公園野球場（玉原球場）で行われた今年の初
戦となる玉野ＪＣさんとの試合は、最小失点で抑えた笠原会員から代わった小菅会員が大乱
調で５対１６で惨敗してしまいました。これで落ち込むことなく次戦に臨みたいと思います。皆さま
お誘い合わせの上、ふるってご参加ください。
　「ロータリーの友」４月号の４４～４５頁に「グレン＆千杯　田中作次旗　ロータリー選抜野球大会」が三重の熊
野ＲＣのホストで開催されたとの記事が掲載されていました。全国のロータリークラブには野球部が５００チームほ
どあるそうで、今年はわがチームも他県のチームと交流試合を行いたいと思い、早
速、高松西ＲＣと日程調整を行っています。今後も野球を通して会員増強につなげ
ていく所存です。
今後の試合日程
　・日時：４月３０日㈰午後７時～　場所：奥市公園野球場　対戦チーム：野球王

写真同好会からのお知らせ 写真同好会会長　竹　本　千代子
　この度、写真同好会を発足する運びとなりました。
　会長には私が就任させていただき、幹事に岡本浩三会員、顧問に岩本会員にお願い
することになりました。
　詳細につきましては、近日中にご案内いたします。

幹 事 報 告 幹　事　末　吉　賢　多
① 「会員名簿校正についてのお願い」を配付しております。
② ハイライトよねやま205号、他クラブ週報を回覧いたします。
③  明日４月18日㈫18時30分より、「割烹かどや」において、「第3回IDM」を開催いたしますので、
ご出席予定の皆様はよろしくお願いいたします。

④ ５月20・21日に京都朱雀RC様との親睦旅行がございます。参加者がまだ少ないとのことでございますので、予
定の無い方は、出席をお願い致します。

外 部 卓 話

「岡山のまちづくりと文化」
　公益財団法人　岡山シンフォニーホール　専務理事・館長　髙次 秀明 様

　岡山の町の形成は１６世紀末の宇喜多直家、秀家親子による岡山城築城にともなう町割り、その後の小早川、
池田と続く大名の城下町拡張により、今の都市の基盤が形成された。その間、一貫して岡山は陸路水路の交通
の結節点としての優位性を発揮し、明治の山陽鉄道の開通から、現代の新幹線、岡山空港、瀬戸大橋、山陽道、
米子道と、「交通の要衝」として発展を続けている。
　日本全体が人口のピーク時を過ぎて人口減少に向かう中、岡山市は着実に人口増加を続けている。特に東日
本大震災以降は、地震が少なく原発からも離れているという安全性、さらに医療福祉教育が整っていることから、
「住みやすいまち」として評価され全国からの移住者が増加している。
　商都岡山の商業活動は、４００年の歴史を有する県下最大の商店街の表町地区と、岡山駅を中心とする駅前
地区の二極で行われてきた。しかし２０１４年末のイオンモール岡山の開業による影響を予測するため、商業動向
と交通、人の流れについて開業前後に定点観測を行った。結果は徐々にではあるがイオンモールの強力な集客
力が周辺への波及効果に繋がりつつあることが分かった。
　都市のイノベーションは都市形成のコンテクスト（文脈）を丁寧にひも解きながら、後世の世代に継承するものと、
時代の変化に合わせて変革させるものを調和し進めるものと考える。少子高齢化、老齢人口の増加、そして都市
機能の集約化、コンパクトシティの流れを踏まえ、岡山の顔である歴史文化地区と表町地区のイノベーションを進
めることが大切である。そして二極の両立のためには、両極をつなぐ県庁通りと桃太郎通りの２軸を回遊動線とす
るために、人にやさしい交通機関と、日本一おしゃれで歩きたくなる道空間に整備することであり、大森市政も社会
実験を重ねながら、近頃その結果をふまえて、道路整備計画のイメージを発表したところである。
　地域の生活の中で育まれてきた「文化資本」を市民共有の財産と
認識し、ブラッシュアップし後世に伝え行くことが岡山の持続可能な発
展につながるものと思う。全国でも稀なほど多くの文化資本が集積す
る地区の中核にあって、岡山シンフォニーホールは、プロオーケストラで
ある岡山フィルハーモニック管弦楽団を活用し、今後とも岡山の文化
興隆のために全力を尽くしてまいりたい。

各 種 受 賞  
◎「EveryRotarian, Every Year」/「財団の友」クラブバナー（世界2,253クラブ受賞）
　2016年6月30日現在（年度途中の入・退会者は除く）の正会員全員が、年次基金
に100ドル以上寄付をしたクラブに贈られます。
◎100%ロータリー財団寄付クラブバナー（世界4,609クラブ受賞）
　2016年6月30日現在（年度途中の入・退会者は除く）の正会員全員が、寄付分類
に関わらずロータリー財団へ寄付をし、一人当たりの平均寄付額が少なくとも100ド
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「住みやすいまち」として評価され全国からの移住者が増加している。
　商都岡山の商業活動は、４００年の歴史を有する県下最大の商店街の表町地区と、岡山駅を中心とする駅前
地区の二極で行われてきた。しかし２０１４年末のイオンモール岡山の開業による影響を予測するため、商業動向
と交通、人の流れについて開業前後に定点観測を行った。結果は徐々にではあるがイオンモールの強力な集客
力が周辺への波及効果に繋がりつつあることが分かった。
　都市のイノベーションは都市形成のコンテクスト（文脈）を丁寧にひも解きながら、後世の世代に継承するものと、
時代の変化に合わせて変革させるものを調和し進めるものと考える。少子高齢化、老齢人口の増加、そして都市
機能の集約化、コンパクトシティの流れを踏まえ、岡山の顔である歴史文化地区と表町地区のイノベーションを進
めることが大切である。そして二極の両立のためには、両極をつなぐ県庁通りと桃太郎通りの２軸を回遊動線とす
るために、人にやさしい交通機関と、日本一おしゃれで歩きたくなる道空間に整備することであり、大森市政も社会
実験を重ねながら、近頃その結果をふまえて、道路整備計画のイメージを発表したところである。
　地域の生活の中で育まれてきた「文化資本」を市民共有の財産と
認識し、ブラッシュアップし後世に伝え行くことが岡山の持続可能な発
展につながるものと思う。全国でも稀なほど多くの文化資本が集積す
る地区の中核にあって、岡山シンフォニーホールは、プロオーケストラで
ある岡山フィルハーモニック管弦楽団を活用し、今後とも岡山の文化
興隆のために全力を尽くしてまいりたい。

各 種 受 賞  
◎「EveryRotarian, Every Year」/「財団の友」クラブバナー（世界2,253クラブ受賞）
　2016年6月30日現在（年度途中の入・退会者は除く）の正会員全員が、年次基金
に100ドル以上寄付をしたクラブに贈られます。
◎100%ロータリー財団寄付クラブバナー（世界4,609クラブ受賞）
　2016年6月30日現在（年度途中の入・退会者は除く）の正会員全員が、寄付分類
に関わらずロータリー財団へ寄付をし、一人当たりの平均寄付額が少なくとも100ド

－２－

クラブ情報クラブ情報クラブ情報クラブ情報

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　55名（内出席免除　２名）　出席者数　42名　　欠席者数　13名
出席率　77.78％　　前々回訂正　83.33％　　　　
欠席者　相原，藤岡，原，加戸，川本，河村，菊井，木本，小松原，岡村，槌田，横山，（渡辺）

S . A . A . 　 　　
岡本（和）会員 ： 髙次様、ご訪問ありがとうございます。本日のお話、楽しみにしております。
竹本会員 ： ・髙次様、本日の卓話楽しみにしています。どうぞよろしくお願い致します。

・歴史同好会、岡本会長お話しありがとうございました。
山下会員 ： 小学校からの同級生、髙次氏の卓話に敬意を表します。
丹治会員 ： 髙次さん、お久しぶりです。本日の卓話を楽しみにしています。
氏房会員 ： ・髙次秀明様、本日の卓話よろしくお願いします。

・第３回ＩＤＭ出席できませんのでスマイル致します。
平松会員 ： ・髙次秀明様、先日の日本フットケア学会では、岡山フィルハーモニック管弦楽団の弦楽四重奏のご演

奏をありがとうございました。
・また、本日は「岡山のまちづくりと文化」と題した卓話をしていただきますこと心から感謝申し上げます。

樋口会員 ： 昨日、地区研修に参加の皆様お疲れ様でした。
日笠（伸）会員 ： 4月15日のゴルフコンペで優勝してしまいましたのでスマイルします。
西岡会員 ： ・ゴルフ同好会は15～16日でエクシブ鳴門にゴルフ遠征してきました。両日、いい天気に恵まれ楽しい2

日間でした。参加の方お疲れ様でした。氏房会員お世話になりました。
・15日練習プレイ、16日にいいスコアで優勝できました。それと、皆様方から沢山のお小遣いまで頂き、
それと横山さんにゴルフで勝てた事が一番うれしいです。
・山田さん、昨日は代理ありがとうございました。

末吉会員 ： 相原様、小松様、入江様、先日はありがとうございました。
橘高会員 ： 結婚記念のお祝いのお花ありがとうございました。結婚して20年経ちましたが30年後も祝って頂ける

ようにと思います。
岡本（浩）会員 ： 結婚記念日の御花が届きました。今年の花は例年よりも豪華に思えて、家内も大喜びでした。平常

は家内からも叱られる事が多いのですが、これからも仲良くやります。ありがとうございました。
12件　41,000円（累計 1,118,000円）

会 長 報 告  会　長　岡　本　和　夫
　今年のさくらも終わりを迎えるとともに、山々はやさしい色合いを帯びはじめ、よい季節となり
ました。先週の土曜日の午後には、さくらを惜しんで津山へでかけました。津山まなびの鉄道
館、城東伝統的建造物群保存地区、そして鶴山公園を訪ねました。
　今年は津山RCさんと合同でIMを開催しましたが、津山は県北の雄であり、城下町、洋学
の濫觴の地、鉄道の町であります。東西に流れる吉井川に沿って出雲街道が延びており、旧市街ともいうべき
城東から、宇田川玄随・玄真・榕庵や箕作阮甫をはじめ、医学を中心として自然科学分野で多くの学者が出ま
した。洋学資料館内の展示物に一枚の写真がありました。明治末期の箕作家の写真でありました。長岡半太
郎、美濃部達吉・亮吉親子、呉秀三など文化勲章級の学者が写っており、まさに日本の学界を代表する名家
であります。
　鶴山公園のさくらは散りつつ、葉ざくらに移行しておりました。幾重にも連なる石垣のなかを歩いてさくらを楽
しみましたが、惜しむらくは天守閣をはじめとして、門や櫓が残されていないことでした。明治はじめの廃仏毀釈
や廃城令をはじめとした政策によって、日本各地の城や寺の遺産が失われました。古いものを残す運動と市街
地の活性化など、どの地方都市もかかえている問題を考えながら、天守跡から城下の町並みを望みました。

ルに達しているクラブに贈られます。
◎End Polio Now: 「歴史に1ページを刻もう」キャンペーンの感謝状
ポリオプラス基金に1,500ドル以上を寄付したクラブに贈られます。

第272・273回 ゴルフ同好会 成績表他 ゴルフ同好会幹事　西　岡　貞　則
場所　エクシブ鳴門
日時　平成29年４月15・16日（土・日）
　　　スタート　東コースOUT  ２組 7人参加　　西コースIN  ２組 ６名参加
順位 272回

順位 273回

　春の恒例の遠征ゴルフに行ってきました。今年は参加人数が少なかったですが、
両日いい天気に恵まれ、楽しくゴルフが出来ました。２日間プレイされた方、１プレの方
など様々でしたが、怪我もなく楽しい遠征になりました。５月25日は鷲羽ゴルフクラブ、６
月10日は山陽ゴルフクラブになります。皆様の参加をお願いいたします。
 

野球同好会からのお知らせ 野球同好会キャプテン　小　菅　英　司
　４月１３日㈬午後７時から玉野市民総合運動公園野球場（玉原球場）で行われた今年の初
戦となる玉野ＪＣさんとの試合は、最小失点で抑えた笠原会員から代わった小菅会員が大乱
調で５対１６で惨敗してしまいました。これで落ち込むことなく次戦に臨みたいと思います。皆さま
お誘い合わせの上、ふるってご参加ください。
　「ロータリーの友」４月号の４４～４５頁に「グレン＆千杯　田中作次旗　ロータリー選抜野球大会」が三重の熊
野ＲＣのホストで開催されたとの記事が掲載されていました。全国のロータリークラブには野球部が５００チームほ
どあるそうで、今年はわがチームも他県のチームと交流試合を行いたいと思い、早
速、高松西ＲＣと日程調整を行っています。今後も野球を通して会員増強につなげ
ていく所存です。
今後の試合日程
　・日時：４月３０日㈰午後７時～　場所：奥市公園野球場　対戦チーム：野球王

写真同好会からのお知らせ 写真同好会会長　竹　本　千代子
　この度、写真同好会を発足する運びとなりました。
　会長には私が就任させていただき、幹事に岡本浩三会員、顧問に岩本会員にお願い
することになりました。
　詳細につきましては、近日中にご案内いたします。

幹 事 報 告 幹　事　末　吉　賢　多
① 「会員名簿校正についてのお願い」を配付しております。
② ハイライトよねやま205号、他クラブ週報を回覧いたします。
③  明日４月18日㈫18時30分より、「割烹かどや」において、「第3回IDM」を開催いたしますので、
ご出席予定の皆様はよろしくお願いいたします。

④ ５月20・21日に京都朱雀RC様との親睦旅行がございます。参加者がまだ少ないとのことでございますので、予
定の無い方は、出席をお願い致します。

外 部 卓 話

「岡山のまちづくりと文化」
　公益財団法人　岡山シンフォニーホール　専務理事・館長　髙次 秀明 様

　岡山の町の形成は１６世紀末の宇喜多直家、秀家親子による岡山城築城にともなう町割り、その後の小早川、
池田と続く大名の城下町拡張により、今の都市の基盤が形成された。その間、一貫して岡山は陸路水路の交通
の結節点としての優位性を発揮し、明治の山陽鉄道の開通から、現代の新幹線、岡山空港、瀬戸大橋、山陽道、
米子道と、「交通の要衝」として発展を続けている。
　日本全体が人口のピーク時を過ぎて人口減少に向かう中、岡山市は着実に人口増加を続けている。特に東日
本大震災以降は、地震が少なく原発からも離れているという安全性、さらに医療福祉教育が整っていることから、
「住みやすいまち」として評価され全国からの移住者が増加している。
　商都岡山の商業活動は、４００年の歴史を有する県下最大の商店街の表町地区と、岡山駅を中心とする駅前
地区の二極で行われてきた。しかし２０１４年末のイオンモール岡山の開業による影響を予測するため、商業動向
と交通、人の流れについて開業前後に定点観測を行った。結果は徐々にではあるがイオンモールの強力な集客
力が周辺への波及効果に繋がりつつあることが分かった。
　都市のイノベーションは都市形成のコンテクスト（文脈）を丁寧にひも解きながら、後世の世代に継承するものと、
時代の変化に合わせて変革させるものを調和し進めるものと考える。少子高齢化、老齢人口の増加、そして都市
機能の集約化、コンパクトシティの流れを踏まえ、岡山の顔である歴史文化地区と表町地区のイノベーションを進
めることが大切である。そして二極の両立のためには、両極をつなぐ県庁通りと桃太郎通りの２軸を回遊動線とす
るために、人にやさしい交通機関と、日本一おしゃれで歩きたくなる道空間に整備することであり、大森市政も社会
実験を重ねながら、近頃その結果をふまえて、道路整備計画のイメージを発表したところである。
　地域の生活の中で育まれてきた「文化資本」を市民共有の財産と
認識し、ブラッシュアップし後世に伝え行くことが岡山の持続可能な発
展につながるものと思う。全国でも稀なほど多くの文化資本が集積す
る地区の中核にあって、岡山シンフォニーホールは、プロオーケストラで
ある岡山フィルハーモニック管弦楽団を活用し、今後とも岡山の文化
興隆のために全力を尽くしてまいりたい。

各 種 受 賞  
◎「EveryRotarian, Every Year」/「財団の友」クラブバナー（世界2,253クラブ受賞）
　2016年6月30日現在（年度途中の入・退会者は除く）の正会員全員が、年次基金
に100ドル以上寄付をしたクラブに贈られます。
◎100%ロータリー財団寄付クラブバナー（世界4,609クラブ受賞）
　2016年6月30日現在（年度途中の入・退会者は除く）の正会員全員が、寄付分類
に関わらずロータリー財団へ寄付をし、一人当たりの平均寄付額が少なくとも100ド
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本日のメニュー（４月24日（ヘルシーメニュー））　
魚介類と野菜の煮込み　　新玉葱とオクラのサラダ　　デザート　　コーヒー　　パンとバター

次回のメニュー（５月８日（ミリオンダーラミール））　
　丼　　ピーチポーク角煮丼（刻み野菜（大根、人参、水菜、貝割）温泉玉子　溶き辛子（岡山県産こしひかり））
小　鉢　穴子南蛮漬け（焼白葱　唐辛子）　　　赤出汁（小蛤　刻み葱　若芽　粉山椒）　　香の物　三種

　　会報部会／日笠伸之・原　全伸・小菅英司

例会情報例会情報例会情報例会情報

OUT
50
54
61

IN
46
49
55

GROSS
96
103
116

HD
19
23
36

NET
77
80
80

RANK
優　勝
準優勝
第３位

NAME
日笠　伸之
西岡　貞則
氏房　信明

OUT
47
50
56

IN
45
47
52

GROSS
92
97
108

HD
21
23
34

NET
71
74
74

RANK
優　勝
準優勝
第３位

NAME
西岡　貞則
横山　俊彦
家守　政孝


