
出席の状況
会員数　55名（内出席免除　２名）　出席者数　45名　　欠席者数　10名
出席率　83.33％　　前々回訂正　88.89％　　　　
欠席者　原，日笠（常），加戸，川本，木本，家守，大賀，丹治，槌田，（渡辺）

ビジター・ゲスト 
ビジター：〈岡山ＲＣ〉梶谷 俊介  様　　　ゲスト： 崔　艶海様〈米山奨学生〉

S . A . A . 　 　　
岡本（和）会員 ： 小嶋ひろみ様、本日の卓話よろしくお願いします。
末吉会員 ： 小嶋ひろみ様、本日は、卓話よろしくお願い致します。
平松会員 ： 夢二郷土美術館館長代理 小嶋ひろみ様には、本日は卓話をありがとうございます。学会のたびに夢

二の絵を、ポスター、プログラム集などに掲載させていただきまして、心から感謝申し上げます。
山田会員 ： 小嶋ひろみ様、本日の卓話を楽しみにしています。宜しくお願い致します。
氏房会員 ： 小嶋ひろみ様、お忙しい中本日の卓話有難うございます。
竹本会員 ： ・来週の例会、被選理事役員会を欠席させていただきます。申し訳ございません。

・小嶋ひろみ様、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。
笠原会員 ： ２週連続欠席しましたのでスマイルします。
樋口会員 ： 昨日、香川丸亀国際ハーフマラソンに参加してきました。スタート直前に雨が止み、風もなく、とても走り

やすかったです。天候に恵まれ、タイムも自己ベスト１時間46分、大満足な一日でした。全ての出来事
に感謝してスマイルいたします。

西岡会員 ： 来週、例会を欠席しますのでスマイルします。
日笠（伸）会員 ： 本日発行の週報に今月のお祝い行事を掲載するのを失念しておりました。お詫びの意味でスマ

イルいたします。
10件　28,000円（累計 855,000円）

会 長 報 告  会　長　岡　本　和　夫
　今月は「平和と紛争予防・紛争解決月間」であります。ロータリーでは、設立時より世界各地に
政治や宗教を超えた活動やクラブを広める理由から、政治や宗教に偏った話はタブーとされてい
ます。政治的な努力を必要とする「紛争予防・解決」にロータリーがどれほど貢献できるか、難題
を与えられています。
　古より、紛争は宗教の違い、領土的野心、専制政治への反発、人種民族的差別や経済的困窮の打開などが原
因で発生してきました。現在、世界の紛争地域として、南スーダン、シリア ・パレスチナを含む中東地域などがあげら
れ、絶えることがありません。結果として、難民を生み、欧州各国ではその対応に追われています。
　本日は紛争地域であるシリアについて歴史的なことをお話してみたいと思います。 正式にはシリア・アラブ共和国
といい、日本の約半分の国土に2000万人弱のアラブ人、アルメニア人、クルド人などが住み、宗教はイスラム教スンナ
派・アラウィー派やキリスト教であります。歴史的な意味での「シリア」は現在のシリア・アラブ共和国を含め、 ヨルダン、
レバノン、イスラエル、パ レスチナにまたがる地域を指していました。古くから東西交渉の要衝として栄え、ユダヤ教
やキリスト教の誕生、アルファベットの発明など経済的・文化的に重要な地域でありました。第一次大戦後、シリアは
フランスの委任統治領となりましたが、1946年フランスより独立。58年エジプトと連合しアラブ連合共和国となりました
が、 61年に離脱、その後63年にバアス党が政権を掌握しました。70年11月には、アラブ諸国との協力とイスラエルと
の闘争を掲げるアサド国防相がクーデターを起こし大統領に就任。以来ソ連、ロシアの支援を受けています。 2000
年6月にアサド大統領が死亡し、次男のバッシャールが大統領に就任し、レバノン内の反シリア勢力や国内の反政府
勢力との間で内戦が続いています。これにロシア・トルコ・IS・西側諸国がからんで泥沼化しているのが現状です。
　アメリカ ・シカゴで生まれたロータリーは、多様性と寛容を尊重し大きく発展を遂げていますが、そのアメリカでは
現在指導者が変わり、肌の色の違いや宗教の違いから混乱と紛争が新たに発生し、社会の分断化が起きようとし
ています。人類は過去の歴史から多くを学んできたように、特に政治の指導者を選ぶ目は大切と思います。
　6月にアトランタで開催される国際大会の前にニューヨーク、ワシントンを訪れ、この混乱を目の当たりにすると思い
ますが、 テロのないことを願っています。

第８回理事・役員会議事録 　　　
日時　2017年２月６日㈪13：40～14：10　　　場所　ホテルグランヴィア岡山３階「エメラルドの間」
１、 開　　会 会　　　長　岡本　和夫
 司会・幹事　末吉　賢多
２、 出席者の確認 副　幹　事　児島　正典
　岡本和夫　竹本千代子　末吉賢多　児島正典　氏房信明　仲田錠二　　入江直人　相原利行
　樋口芳紀　小松原隆代　鴨井利典　平松　信　岡本浩三　西山隆三郎　堀川辰也　大饗よし江
３、 会長挨拶 会　　　長　岡本　和夫
４、 審議事項
　① ２月～４月のプログラムについて
　　　３月13日にＩＭ実行委員会を開催致したいとの提案があり、承認された。
　　　４月３日の花見夜間例会の会場を岡山プラザホテルに変更する、との報告があった。
　② クリスマス家族例会収支報告について　原案通り、承認された。
　③ 創立夜間例会進行案について
　創立記念への想いを年代別に選ばれた会員にリレースピーチをしてもらいたいとの提案があり、
承認された。

　④ ＩＭについて
　　　相原ＩＭ副実行委員長より概要の報告があった。
　⑤ 友好親睦旅行について　原案通り、承認された。
　⑥ プロ野球オープン戦観戦招待について　
山陽新聞社より、案内があったとの報告があった。

　⑦ 後期クラブ協議会について
　　　４月10日㈪18時30分より、ホテルグランヴィア岡山にて実施することが承認された。
　⑧ その他　
　米山奨学生　崔　艶海様が就職のため、３月６日の例会出席が最後となるので、スピーチをお願
いしたいとの提案があり、承認された。

　　　第３回ＩＤＭを３月28日㈫に開催することとした。       　　　　　　　　　　　　　　　　　
５、 報告事項　　　特になし。
６、 閉　　会　　　　　　　　　　　　　 副　会　長　竹本千代子

２月お祝い行事

幹 事 報 告 幹　事　末　吉　賢　多
① ガバナー月信Vol.8、ロータリーの友2月号、抜萃のつゞり76号を配付しております。
② 公益財団法人ロータリー米山記念奨学会より、確定申告用領収証が届いておりま
すので配付しております。
③ 2017-2018年度版ロータリー手帳のご案内が届いておりますので、回覧いたします。 
ご注文される方は一覧表にご記入ください。
④ 財団室NEWS２月号、他クラブ週報を回覧いたします。 
⑤ 本日例会終了後、13時30分より3F「エメラルドの間」において「第８回理事役員会」を開催いた
しますので、理事役員の皆様はご出席ください。
⑥ 本年度京都朱雀ロータリークラブ様との友好親睦旅行の案内を、本日FAXにて出させて頂きます。

誕生日ショートスピーチ 　　西　岡　貞　則　会員
　私は１９７０年２月１８日生まれで、今年で４７歳になります。１９７０年は大阪万博が開催された
年です。先日、仕事の関係で大阪に行く機会があり太陽の塔を見てきました。ちなみに太陽の
塔は今年お色直しをするそうです。
　２月と言えば節分ですが、我が家でも豆まきをしました。その際、妻に向かって「鬼嫁は外～！」
とつい口を滑らせてしまい、それ以来、食事を作ってくれなくなりました。今朝も口を聞いてもらえなかったので、今
日はケーキでも買って早めに帰りご機嫌をとろうと思っています。

外 部 卓 話

「夢二のふるさと 岡山」
公益財団法人 両備文化振興財団　夢二郷土美術館　館長代理　小嶋 ひろみ　様　

　　

　◎小嶋 ひろみ様 プロフィール
　岡山市出身
　学歴・経歴等　青山学院大学 国際経営学部  卒　

玉川学園大学 通信課 学芸員資格取得
夢二郷土美術館副統括マネージャーを経て現職

※詳しい内容は後日掲載させていただきます。
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ビジター：〈岡山ＲＣ〉梶谷 俊介  様　　　ゲスト： 崔　艶海様〈米山奨学生〉

S . A . A . 　 　　
岡本（和）会員 ： 小嶋ひろみ様、本日の卓話よろしくお願いします。
末吉会員 ： 小嶋ひろみ様、本日は、卓話よろしくお願い致します。
平松会員 ： 夢二郷土美術館館長代理 小嶋ひろみ様には、本日は卓話をありがとうございます。学会のたびに夢

二の絵を、ポスター、プログラム集などに掲載させていただきまして、心から感謝申し上げます。
山田会員 ： 小嶋ひろみ様、本日の卓話を楽しみにしています。宜しくお願い致します。
氏房会員 ： 小嶋ひろみ様、お忙しい中本日の卓話有難うございます。
竹本会員 ： ・来週の例会、被選理事役員会を欠席させていただきます。申し訳ございません。

・小嶋ひろみ様、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。
笠原会員 ： ２週連続欠席しましたのでスマイルします。
樋口会員 ： 昨日、香川丸亀国際ハーフマラソンに参加してきました。スタート直前に雨が止み、風もなく、とても走り

やすかったです。天候に恵まれ、タイムも自己ベスト１時間46分、大満足な一日でした。全ての出来事
に感謝してスマイルいたします。

西岡会員 ： 来週、例会を欠席しますのでスマイルします。
日笠（伸）会員 ： 本日発行の週報に今月のお祝い行事を掲載するのを失念しておりました。お詫びの意味でスマ

イルいたします。
10件　28,000円（累計 855,000円）

会 長 報 告  会　長　岡　本　和　夫
　今月は「平和と紛争予防・紛争解決月間」であります。ロータリーでは、設立時より世界各地に
政治や宗教を超えた活動やクラブを広める理由から、政治や宗教に偏った話はタブーとされてい
ます。政治的な努力を必要とする「紛争予防・解決」にロータリーがどれほど貢献できるか、難題
を与えられています。
　古より、紛争は宗教の違い、領土的野心、専制政治への反発、人種民族的差別や経済的困窮の打開などが原
因で発生してきました。現在、世界の紛争地域として、南スーダン、シリア ・パレスチナを含む中東地域などがあげら
れ、絶えることがありません。結果として、難民を生み、欧州各国ではその対応に追われています。
　本日は紛争地域であるシリアについて歴史的なことをお話してみたいと思います。 正式にはシリア・アラブ共和国
といい、日本の約半分の国土に2000万人弱のアラブ人、アルメニア人、クルド人などが住み、宗教はイスラム教スンナ
派・アラウィー派やキリスト教であります。歴史的な意味での「シリア」は現在のシリア・アラブ共和国を含め、 ヨルダン、
レバノン、イスラエル、パ レスチナにまたがる地域を指していました。古くから東西交渉の要衝として栄え、ユダヤ教
やキリスト教の誕生、アルファベットの発明など経済的・文化的に重要な地域でありました。第一次大戦後、シリアは
フランスの委任統治領となりましたが、1946年フランスより独立。58年エジプトと連合しアラブ連合共和国となりました
が、 61年に離脱、その後63年にバアス党が政権を掌握しました。70年11月には、アラブ諸国との協力とイスラエルと
の闘争を掲げるアサド国防相がクーデターを起こし大統領に就任。以来ソ連、ロシアの支援を受けています。 2000
年6月にアサド大統領が死亡し、次男のバッシャールが大統領に就任し、レバノン内の反シリア勢力や国内の反政府
勢力との間で内戦が続いています。これにロシア・トルコ・IS・西側諸国がからんで泥沼化しているのが現状です。
　アメリカ ・シカゴで生まれたロータリーは、多様性と寛容を尊重し大きく発展を遂げていますが、そのアメリカでは
現在指導者が変わり、肌の色の違いや宗教の違いから混乱と紛争が新たに発生し、社会の分断化が起きようとし
ています。人類は過去の歴史から多くを学んできたように、特に政治の指導者を選ぶ目は大切と思います。
　6月にアトランタで開催される国際大会の前にニューヨーク、ワシントンを訪れ、この混乱を目の当たりにすると思い
ますが、 テロのないことを願っています。

第８回理事・役員会議事録 　　　
日時　2017年２月６日㈪13：40～14：10　　　場所　ホテルグランヴィア岡山３階「エメラルドの間」
１、 開　　会 会　　　長　岡本　和夫
 司会・幹事　末吉　賢多
２、 出席者の確認 副　幹　事　児島　正典
　岡本和夫　竹本千代子　末吉賢多　児島正典　氏房信明　仲田錠二　　入江直人　相原利行
　樋口芳紀　小松原隆代　鴨井利典　平松　信　岡本浩三　西山隆三郎　堀川辰也　大饗よし江
３、 会長挨拶 会　　　長　岡本　和夫
４、 審議事項
　① ２月～４月のプログラムについて
　　　３月13日にＩＭ実行委員会を開催致したいとの提案があり、承認された。
　　　４月３日の花見夜間例会の会場を岡山プラザホテルに変更する、との報告があった。
　② クリスマス家族例会収支報告について　原案通り、承認された。
　③ 創立夜間例会進行案について
　創立記念への想いを年代別に選ばれた会員にリレースピーチをしてもらいたいとの提案があり、
承認された。

　④ ＩＭについて
　　　相原ＩＭ副実行委員長より概要の報告があった。
　⑤ 友好親睦旅行について　原案通り、承認された。
　⑥ プロ野球オープン戦観戦招待について　
山陽新聞社より、案内があったとの報告があった。

　⑦ 後期クラブ協議会について
　　　４月10日㈪18時30分より、ホテルグランヴィア岡山にて実施することが承認された。
　⑧ その他　
　米山奨学生　崔　艶海様が就職のため、３月６日の例会出席が最後となるので、スピーチをお願
いしたいとの提案があり、承認された。

　　　第３回ＩＤＭを３月28日㈫に開催することとした。       　　　　　　　　　　　　　　　　　
５、 報告事項　　　特になし。
６、 閉　　会　　　　　　　　　　　　　 副　会　長　竹本千代子

２月お祝い行事

幹 事 報 告 幹　事　末　吉　賢　多
① ガバナー月信Vol.8、ロータリーの友2月号、抜萃のつゞり76号を配付しております。
② 公益財団法人ロータリー米山記念奨学会より、確定申告用領収証が届いておりま
すので配付しております。
③ 2017-2018年度版ロータリー手帳のご案内が届いておりますので、回覧いたします。 
ご注文される方は一覧表にご記入ください。
④ 財団室NEWS２月号、他クラブ週報を回覧いたします。 
⑤ 本日例会終了後、13時30分より3F「エメラルドの間」において「第８回理事役員会」を開催いた
しますので、理事役員の皆様はご出席ください。
⑥ 本年度京都朱雀ロータリークラブ様との友好親睦旅行の案内を、本日FAXにて出させて頂きます。

誕生日ショートスピーチ 　　西　岡　貞　則　会員
　私は１９７０年２月１８日生まれで、今年で４７歳になります。１９７０年は大阪万博が開催された
年です。先日、仕事の関係で大阪に行く機会があり太陽の塔を見てきました。ちなみに太陽の
塔は今年お色直しをするそうです。
　２月と言えば節分ですが、我が家でも豆まきをしました。その際、妻に向かって「鬼嫁は外～！」
とつい口を滑らせてしまい、それ以来、食事を作ってくれなくなりました。今朝も口を聞いてもらえなかったので、今
日はケーキでも買って早めに帰りご機嫌をとろうと思っています。

外 部 卓 話

「夢二のふるさと 岡山」
公益財団法人 両備文化振興財団　夢二郷土美術館　館長代理　小嶋 ひろみ　様　

　　

　◎小嶋 ひろみ様 プロフィール
　岡山市出身
　学歴・経歴等　青山学院大学 国際経営学部  卒　

玉川学園大学 通信課 学芸員資格取得
夢二郷土美術館副統括マネージャーを経て現職

※詳しい内容は後日掲載させていただきます。

－３－

本日のメニュー（２月13日）　
寿　司　盛り合せ寿司　寒鰤　鯛　海老　いなり寿司　錦糸巻　がり（県産昔醤油）
小　皿　白魚と桜海老の掻揚げ　南京、玉葱　三つ葉（抹茶塩）
小　鉢　椎茸、春菊白和え　人参、蒟蒻　くこの実
温　物　茶碗蒸し　振り柚子
赤出汁　浅利　刻み葱　若布　粉山椒

次回のメニュー（２月20日）　創立記念夜間例会

　　会報部会／日笠伸之・原　全伸・小菅英司

クラブ情報クラブ情報クラブ情報クラブ情報

例会情報例会情報


