
創立記念夜間例会　　
会長挨拶 会　長　大　饗　よし江
　創立記念夜間例会に奥様方のご出席のもと、「KATH」のメンバーによるステキなカルテット
（尺八、ギター、ピアノ、クラリネット）の演奏に感動する一夜となりますように祈念しております。

○「KATH」
岸本寿男　尺八奏者、医師、元国立感染症研究所室
長、現在岡山県環境保健センター所長。米国ワシントン
大学留学中に、彫刻家・ジョージ蔦川氏のドキュメンタ
リー番組“George　Tsutakawa”（KCTS-TV）の挿入
曲の作曲と尺八演奏を担当し、「1994年度米国北西
地域エミー賞作曲賞」を受賞
熱田昭夫　カナダで開催されたISME2000（国際音
楽教育学会）、カルガリー国際音楽祭、ソフィア国際音
楽祭、スロヴェニア・ヴェレニエ・ニューイヤーコンサート
に指揮者として出演。クラリネット奏者としてクラシック・
ジャズ両ジャンルに於いて活動している。
荒木博司　慶應義塾大学在学中よりプロミュージシャ
ンとしての活動を開始し、ニューエイジミュージックの喜
太郎をはじめ数々のレコーディングに参加する等、第一
線のスタジオミュージシャンとして活躍。岸田智志、村下
孝蔵、来生たかお、今井美樹等のバックミュージシャン
を務めた。現在はジャズギタリストとして各地コンサート、
イベント、ライブハウス等に出演。
松本加代子　八代亜紀、岸田敏志、中西圭三、田中
昌之、金子晴美、Cathy　Segal-Garcia等と共演。カウ
ントハードジャズオーケストラ、オーストラリア・シドニーオペラハウスに於いて演奏、TV出演。インタリュード岡山ハウ
スピアニスト。

副会長　閉会の挨拶 副会長　坪　井　雅　弘
　創立２７周年記念夜間例会を終わるにあたり、改めて創立会員の皆様に感謝と敬意を表し
たいと思います。
　日本のRCの会員数が減少している中で、岡山北西RCでは常時５０名以上の会員数を維持
しています。そして若い会員数も増えており、活気があります。若い会員の皆様の、発想力と行
動力は素晴らしいものがあります。今後、岡山北西RCが益々発展していくためには、今以上に、経験豊かな年配
会員と、発想力・行動力のある若い会員との協調が大切だと思います。これから、３０年、４０年と、全会員が仲良く、
協力して、岡山北西RCの発展のために寄与しようではありませんか。よろしくお願いいたします。
　本日は、誠に有難うございました。

出席の状況
会員数　54名（内出席免除　２名）　出席者数　39名　　欠席者数　15名
出席率　73.58％　　前々回訂正　90.57％　　　　
欠席者　相原， 福元， 原， 原田， 岩本， 加戸， 鴨井， 笠原， 川本， 児島， 小松原， 岡本（和）， 岡村， 横山， （渡辺）

第８回理事・役員会議事録 
日時　2018年２月５日㈪13：30～14：00　　場所　ホテルグランヴィア岡山３階「エメラルドの間」
⒈ 開　会　　　　　　　　　　　　　　会長　大饗よし江、司会・幹事　樋口芳紀
⒉ 出席者の確認　　　　　　　　　　　副　幹　事　日笠　伸之
　　大饗よし江　坪井雅弘　樋口芳紀　日笠伸之　小菅英司　橘高正剛　　末吉賢多　相原利行
　　入江直人　　西岡貞則　花房　茂　槌田道弘　横山俊彦　竹本千代子
⒊ 会長挨拶　　　　　　　　　　　　　会　　　長　大饗よし江
⒋ 協議事項
　① ２月～４月のプログラムについて …原案通り承認された。
　② 創立記念夜間例会について …予算ならびに進行について承認された。
　③ 家族旅行について
・旅程は『天王寺・通天閣周辺散策』～『なんばグランド花月（観劇）後、周辺自由散策（道頓堀など）』で承認された。
・予算と具体的旅程については次回の理事・役員会で提案。

　④ ＩＭ（３／18）について …バスでの参加者には弁当を用意する。
　⑤ インターアクト地区協議会について
　・第１日目（４／21）の懇親会で何か催しを藤木会員に依頼した。
・宿泊施設となる『岡山シティホテル桑田町』の法人会員（登録料無料）になると優待されるので当クラブとして登録する。

　⑥ プロ野球オープン戦　観戦招待について
　　・利用しないことで承認された。
　⑦ 米山奨学生の４月からの受け入れについて
 …例年通り受け入れることで承認された。
　⑧ 献血について …当クラブとして３月を献血月間として位置づけ、周知する。
　⑨ その他 …親睦活動委員会としてボーリング大会の開催を検討している。
⒌ 報告事項
　　特になし
⒍ 閉　会　　　　　　　　　　　　　　副　会　長　坪井　雅弘

中学生を対象とした出前教室実施報告 職業奉仕委員長　相　原　利　行
　去る２月９日、岡山理科大学附属
中学校において、本年度職業奉仕
委員会の事業の一環である「中学
生を対象とした出前教室」の２回目
を実施しました。今回の講師は岡
本浩三会員で、「くすりは正しく使っ
てこそくすり」をテーマに、１年生約
50人を対象に講義をいただきまし
た。レジュメはイラストやチャートを
使った分かり易いもので、講義もパ
ワーポイントを使ったり、実際にカプ
セルに水をつける実験があったりと
工夫されたもので、１年生の生徒の
皆さんも熱心に聞き入っていました。
　出前教室は、現時点であと２回の
スケジュールが決定しており、４月以
降も２回の実施を予定しております。

歴史同好会 　　　
○第16回定例会　　平成30年２月22日㈭
「岡山平野の干拓と青江の歴史～青江うなぎを調べてみた～」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　講師　小松原  隆代

青江うなぎが美味しい理由　一面に干上がった干潟にいるうなぎを素手
で捕ったものを青江うなぎと呼ぶ。砂地で汽水域にいる白魚・アミ・シャコ・ベ
カは、栄養のあるプランクトンが豊富なため、他所と比較にならないほど美
味しい!!それらを餌にする青江うなぎは、タウリンも豊富で独特の旨味がある。（食物連鎖）また、児島湾の河口域
のきれいな泥地に住んでいるため、泥臭さがなく、皮も薄く柔らかく美味しかった。しかし、児島湾締切堤防の完成
により、魚の宝庫であった漁場は、失われて行った。

ゴルフ同好会 ゴルフ同好会幹事　鈴　木　一　生
○第280回ゴルフコンペ 平成30年3月11日㈰　倉敷カントリー倶楽部　倉敷市二子1943
○第281・282回ゴルフコンペ 平成30年4月21日㈯／4月22日㈰　グランディ鳴門ゴルフクラブ（エクシブ鳴門）

第8・第9グループインターシティ・ミーティング（IM）開催のご案内
○本 会 議　平成30年３月18日㈰　美作文化センター　　美作市湯郷826-4　
○懇 親 会　　　　　〃　　　　　湯郷グランドホテル　美作市湯郷581-2

友好クラブ 　　友好クラブ委員会委員長　岡　本　浩　三
○京都朱雀RC創立25周年記念式典・祝宴
平成30年3月21日（水・春分の日）　リーガロイヤルホテル京都2F「朱雀の間」  

野球同好会 野球同好会キャプテン　小　菅　英　司
　「第３５回全国ロータリークラブ野球大会」に参加することに決まりました。
試合日はまだ確定しておりませんが、下記の要望を提出しております。
第１希望　平成３０年　９月１６日（日曜日）
第２希望　平成３０年　９月１７日（月曜祝日）
第３希望　平成３０年　６月３日（日曜日）

みなさま、この３日間は予定を入れないようにお願いします。
　本年の試合日程が白紙の状態です。お知り合いのチームに声かけ、ご紹介をお願いします。

E-mail : hokusei@ok6rc.jp　http://okayama-hokusei-rc.jp
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創立記念夜間例会　　
会長挨拶 会　長　大　饗　よし江
　創立記念夜間例会に奥様方のご出席のもと、「KATH」のメンバーによるステキなカルテット
（尺八、ギター、ピアノ、クラリネット）の演奏に感動する一夜となりますように祈念しております。

○「KATH」
岸本寿男　尺八奏者、医師、元国立感染症研究所室
長、現在岡山県環境保健センター所長。米国ワシントン
大学留学中に、彫刻家・ジョージ蔦川氏のドキュメンタ
リー番組“George　Tsutakawa”（KCTS-TV）の挿入
曲の作曲と尺八演奏を担当し、「1994年度米国北西
地域エミー賞作曲賞」を受賞
熱田昭夫　カナダで開催されたISME2000（国際音
楽教育学会）、カルガリー国際音楽祭、ソフィア国際音
楽祭、スロヴェニア・ヴェレニエ・ニューイヤーコンサート
に指揮者として出演。クラリネット奏者としてクラシック・
ジャズ両ジャンルに於いて活動している。
荒木博司　慶應義塾大学在学中よりプロミュージシャ
ンとしての活動を開始し、ニューエイジミュージックの喜
太郎をはじめ数々のレコーディングに参加する等、第一
線のスタジオミュージシャンとして活躍。岸田智志、村下
孝蔵、来生たかお、今井美樹等のバックミュージシャン
を務めた。現在はジャズギタリストとして各地コンサート、
イベント、ライブハウス等に出演。
松本加代子　八代亜紀、岸田敏志、中西圭三、田中
昌之、金子晴美、Cathy　Segal-Garcia等と共演。カウ
ントハードジャズオーケストラ、オーストラリア・シドニーオペラハウスに於いて演奏、TV出演。インタリュード岡山ハウ
スピアニスト。

副会長　閉会の挨拶 副会長　坪　井　雅　弘
　創立２７周年記念夜間例会を終わるにあたり、改めて創立会員の皆様に感謝と敬意を表し
たいと思います。
　日本のRCの会員数が減少している中で、岡山北西RCでは常時５０名以上の会員数を維持
しています。そして若い会員数も増えており、活気があります。若い会員の皆様の、発想力と行
動力は素晴らしいものがあります。今後、岡山北西RCが益々発展していくためには、今以上に、経験豊かな年配
会員と、発想力・行動力のある若い会員との協調が大切だと思います。これから、３０年、４０年と、全会員が仲良く、
協力して、岡山北西RCの発展のために寄与しようではありませんか。よろしくお願いいたします。
　本日は、誠に有難うございました。

出席の状況
会員数　54名（内出席免除　２名）　出席者数　39名　　欠席者数　15名
出席率　73.58％　　前々回訂正　90.57％　　　　
欠席者　相原， 福元， 原， 原田， 岩本， 加戸， 鴨井， 笠原， 川本， 児島， 小松原， 岡本（和）， 岡村， 横山， （渡辺）

第８回理事・役員会議事録 
日時　2018年２月５日㈪13：30～14：00　　場所　ホテルグランヴィア岡山３階「エメラルドの間」
⒈ 開　会　　　　　　　　　　　　　　会長　大饗よし江、司会・幹事　樋口芳紀
⒉ 出席者の確認　　　　　　　　　　　副　幹　事　日笠　伸之
　　大饗よし江　坪井雅弘　樋口芳紀　日笠伸之　小菅英司　橘高正剛　　末吉賢多　相原利行
　　入江直人　　西岡貞則　花房　茂　槌田道弘　横山俊彦　竹本千代子
⒊ 会長挨拶　　　　　　　　　　　　　会　　　長　大饗よし江
⒋ 協議事項
　① ２月～４月のプログラムについて …原案通り承認された。
　② 創立記念夜間例会について …予算ならびに進行について承認された。
　③ 家族旅行について
・旅程は『天王寺・通天閣周辺散策』～『なんばグランド花月（観劇）後、周辺自由散策（道頓堀など）』で承認された。
・予算と具体的旅程については次回の理事・役員会で提案。

　④ ＩＭ（３／18）について …バスでの参加者には弁当を用意する。
　⑤ インターアクト地区協議会について
　・第１日目（４／21）の懇親会で何か催しを藤木会員に依頼した。
・宿泊施設となる『岡山シティホテル桑田町』の法人会員（登録料無料）になると優待されるので当クラブとして登録する。

　⑥ プロ野球オープン戦　観戦招待について
　　・利用しないことで承認された。
　⑦ 米山奨学生の４月からの受け入れについて
 …例年通り受け入れることで承認された。
　⑧ 献血について …当クラブとして３月を献血月間として位置づけ、周知する。
　⑨ その他 …親睦活動委員会としてボーリング大会の開催を検討している。
⒌ 報告事項
　　特になし
⒍ 閉　会　　　　　　　　　　　　　　副　会　長　坪井　雅弘

中学生を対象とした出前教室実施報告 職業奉仕委員長　相　原　利　行
　去る２月９日、岡山理科大学附属
中学校において、本年度職業奉仕
委員会の事業の一環である「中学
生を対象とした出前教室」の２回目
を実施しました。今回の講師は岡
本浩三会員で、「くすりは正しく使っ
てこそくすり」をテーマに、１年生約
50人を対象に講義をいただきまし
た。レジュメはイラストやチャートを
使った分かり易いもので、講義もパ
ワーポイントを使ったり、実際にカプ
セルに水をつける実験があったりと
工夫されたもので、１年生の生徒の
皆さんも熱心に聞き入っていました。
　出前教室は、現時点であと２回の
スケジュールが決定しており、４月以
降も２回の実施を予定しております。

歴史同好会 　　　
○第16回定例会　　平成30年２月22日㈭
「岡山平野の干拓と青江の歴史～青江うなぎを調べてみた～」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　講師　小松原  隆代

青江うなぎが美味しい理由　一面に干上がった干潟にいるうなぎを素手
で捕ったものを青江うなぎと呼ぶ。砂地で汽水域にいる白魚・アミ・シャコ・ベ
カは、栄養のあるプランクトンが豊富なため、他所と比較にならないほど美
味しい!!それらを餌にする青江うなぎは、タウリンも豊富で独特の旨味がある。（食物連鎖）また、児島湾の河口域
のきれいな泥地に住んでいるため、泥臭さがなく、皮も薄く柔らかく美味しかった。しかし、児島湾締切堤防の完成
により、魚の宝庫であった漁場は、失われて行った。

ゴルフ同好会 ゴルフ同好会幹事　鈴　木　一　生
○第280回ゴルフコンペ 平成30年3月11日㈰　倉敷カントリー倶楽部　倉敷市二子1943
○第281・282回ゴルフコンペ 平成30年4月21日㈯／4月22日㈰　グランディ鳴門ゴルフクラブ（エクシブ鳴門）

第8・第9グループインターシティ・ミーティング（IM）開催のご案内
○本 会 議　平成30年３月18日㈰　美作文化センター　　美作市湯郷826-4　
○懇 親 会　　　　　〃　　　　　湯郷グランドホテル　美作市湯郷581-2

友好クラブ 　　友好クラブ委員会委員長　岡　本　浩　三
○京都朱雀RC創立25周年記念式典・祝宴
平成30年3月21日（水・春分の日）　リーガロイヤルホテル京都2F「朱雀の間」  

野球同好会 野球同好会キャプテン　小　菅　英　司
　「第３５回全国ロータリークラブ野球大会」に参加することに決まりました。
試合日はまだ確定しておりませんが、下記の要望を提出しております。
第１希望　平成３０年　９月１６日（日曜日）
第２希望　平成３０年　９月１７日（月曜祝日）
第３希望　平成３０年　６月３日（日曜日）

みなさま、この３日間は予定を入れないようにお願いします。
　本年の試合日程が白紙の状態です。お知り合いのチームに声かけ、ご紹介をお願いします。

－２－

クラブ情報クラブ情報クラブ情報クラブ情報

前回２月19日の例会記録前回２月19日の例会記録前回２月19日の例会記録前回２月19日の例会記録



創立記念夜間例会　　
会長挨拶 会　長　大　饗　よし江
　創立記念夜間例会に奥様方のご出席のもと、「KATH」のメンバーによるステキなカルテット
（尺八、ギター、ピアノ、クラリネット）の演奏に感動する一夜となりますように祈念しております。

○「KATH」
岸本寿男　尺八奏者、医師、元国立感染症研究所室
長、現在岡山県環境保健センター所長。米国ワシントン
大学留学中に、彫刻家・ジョージ蔦川氏のドキュメンタ
リー番組“George　Tsutakawa”（KCTS-TV）の挿入
曲の作曲と尺八演奏を担当し、「1994年度米国北西
地域エミー賞作曲賞」を受賞
熱田昭夫　カナダで開催されたISME2000（国際音
楽教育学会）、カルガリー国際音楽祭、ソフィア国際音
楽祭、スロヴェニア・ヴェレニエ・ニューイヤーコンサート
に指揮者として出演。クラリネット奏者としてクラシック・
ジャズ両ジャンルに於いて活動している。
荒木博司　慶應義塾大学在学中よりプロミュージシャ
ンとしての活動を開始し、ニューエイジミュージックの喜
太郎をはじめ数々のレコーディングに参加する等、第一
線のスタジオミュージシャンとして活躍。岸田智志、村下
孝蔵、来生たかお、今井美樹等のバックミュージシャン
を務めた。現在はジャズギタリストとして各地コンサート、
イベント、ライブハウス等に出演。
松本加代子　八代亜紀、岸田敏志、中西圭三、田中
昌之、金子晴美、Cathy　Segal-Garcia等と共演。カウ
ントハードジャズオーケストラ、オーストラリア・シドニーオペラハウスに於いて演奏、TV出演。インタリュード岡山ハウ
スピアニスト。

副会長　閉会の挨拶 副会長　坪　井　雅　弘
　創立２７周年記念夜間例会を終わるにあたり、改めて創立会員の皆様に感謝と敬意を表し
たいと思います。
　日本のRCの会員数が減少している中で、岡山北西RCでは常時５０名以上の会員数を維持
しています。そして若い会員数も増えており、活気があります。若い会員の皆様の、発想力と行
動力は素晴らしいものがあります。今後、岡山北西RCが益々発展していくためには、今以上に、経験豊かな年配
会員と、発想力・行動力のある若い会員との協調が大切だと思います。これから、３０年、４０年と、全会員が仲良く、
協力して、岡山北西RCの発展のために寄与しようではありませんか。よろしくお願いいたします。
　本日は、誠に有難うございました。

出席の状況
会員数　54名（内出席免除　２名）　出席者数　39名　　欠席者数　15名
出席率　73.58％　　前々回訂正　90.57％　　　　
欠席者　相原， 福元， 原， 原田， 岩本， 加戸， 鴨井， 笠原， 川本， 児島， 小松原， 岡本（和）， 岡村， 横山， （渡辺）

第８回理事・役員会議事録 
日時　2018年２月５日㈪13：30～14：00　　場所　ホテルグランヴィア岡山３階「エメラルドの間」
⒈ 開　会　　　　　　　　　　　　　　会長　大饗よし江、司会・幹事　樋口芳紀
⒉ 出席者の確認　　　　　　　　　　　副　幹　事　日笠　伸之
　　大饗よし江　坪井雅弘　樋口芳紀　日笠伸之　小菅英司　橘高正剛　　末吉賢多　相原利行
　　入江直人　　西岡貞則　花房　茂　槌田道弘　横山俊彦　竹本千代子
⒊ 会長挨拶　　　　　　　　　　　　　会　　　長　大饗よし江
⒋ 協議事項
　① ２月～４月のプログラムについて …原案通り承認された。
　② 創立記念夜間例会について …予算ならびに進行について承認された。
　③ 家族旅行について
・旅程は『天王寺・通天閣周辺散策』～『なんばグランド花月（観劇）後、周辺自由散策（道頓堀など）』で承認された。
・予算と具体的旅程については次回の理事・役員会で提案。

　④ ＩＭ（３／18）について …バスでの参加者には弁当を用意する。
　⑤ インターアクト地区協議会について
　・第１日目（４／21）の懇親会で何か催しを藤木会員に依頼した。
・宿泊施設となる『岡山シティホテル桑田町』の法人会員（登録料無料）になると優待されるので当クラブとして登録する。

　⑥ プロ野球オープン戦　観戦招待について
　　・利用しないことで承認された。
　⑦ 米山奨学生の４月からの受け入れについて
 …例年通り受け入れることで承認された。
　⑧ 献血について …当クラブとして３月を献血月間として位置づけ、周知する。
　⑨ その他 …親睦活動委員会としてボーリング大会の開催を検討している。
⒌ 報告事項
　　特になし
⒍ 閉　会　　　　　　　　　　　　　　副　会　長　坪井　雅弘

中学生を対象とした出前教室実施報告 職業奉仕委員長　相　原　利　行
　去る２月９日、岡山理科大学附属
中学校において、本年度職業奉仕
委員会の事業の一環である「中学
生を対象とした出前教室」の２回目
を実施しました。今回の講師は岡
本浩三会員で、「くすりは正しく使っ
てこそくすり」をテーマに、１年生約
50人を対象に講義をいただきまし
た。レジュメはイラストやチャートを
使った分かり易いもので、講義もパ
ワーポイントを使ったり、実際にカプ
セルに水をつける実験があったりと
工夫されたもので、１年生の生徒の
皆さんも熱心に聞き入っていました。
　出前教室は、現時点であと２回の
スケジュールが決定しており、４月以
降も２回の実施を予定しております。

歴史同好会 　　　
○第16回定例会　　平成30年２月22日㈭
「岡山平野の干拓と青江の歴史～青江うなぎを調べてみた～」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　講師　小松原  隆代

青江うなぎが美味しい理由　一面に干上がった干潟にいるうなぎを素手
で捕ったものを青江うなぎと呼ぶ。砂地で汽水域にいる白魚・アミ・シャコ・ベ
カは、栄養のあるプランクトンが豊富なため、他所と比較にならないほど美
味しい!!それらを餌にする青江うなぎは、タウリンも豊富で独特の旨味がある。（食物連鎖）また、児島湾の河口域
のきれいな泥地に住んでいるため、泥臭さがなく、皮も薄く柔らかく美味しかった。しかし、児島湾締切堤防の完成
により、魚の宝庫であった漁場は、失われて行った。

ゴルフ同好会 ゴルフ同好会幹事　鈴　木　一　生
○第280回ゴルフコンペ 平成30年3月11日㈰　倉敷カントリー倶楽部　倉敷市二子1943
○第281・282回ゴルフコンペ 平成30年4月21日㈯／4月22日㈰　グランディ鳴門ゴルフクラブ（エクシブ鳴門）

第8・第9グループインターシティ・ミーティング（IM）開催のご案内
○本 会 議　平成30年３月18日㈰　美作文化センター　　美作市湯郷826-4　
○懇 親 会　　　　　〃　　　　　湯郷グランドホテル　美作市湯郷581-2

友好クラブ 　　友好クラブ委員会委員長　岡　本　浩　三
○京都朱雀RC創立25周年記念式典・祝宴
平成30年3月21日（水・春分の日）　リーガロイヤルホテル京都2F「朱雀の間」  

野球同好会 野球同好会キャプテン　小　菅　英　司
　「第３５回全国ロータリークラブ野球大会」に参加することに決まりました。
試合日はまだ確定しておりませんが、下記の要望を提出しております。
第１希望　平成３０年　９月１６日（日曜日）
第２希望　平成３０年　９月１７日（月曜祝日）
第３希望　平成３０年　６月３日（日曜日）

みなさま、この３日間は予定を入れないようにお願いします。
　本年の試合日程が白紙の状態です。お知り合いのチームに声かけ、ご紹介をお願いします。

－３－

本日のメニュー（２月26日）
真鯛のマリネとシメジのジュレ添え
マンガリッツァポークのロースト トピナンブールのピュレと野菜のヌイユ
ハチミツのパルフェと苺のスープ ピスタチオのグラス　　　　パン

次回のメニュー（３月５日（ミリオンダラーミール））　
汁物　豚汁（ピーチポーク、小芋、牛蒡、大根、人参、蒟蒻、うす揚げ、刻み葱、一味）
造り　二種盛り　妻一式（県産昔醤油） 小鉢　春菊、舞茸、黄韮浸し、糸花鰹
御飯　桜海老御飯　絹皮（岡山県こしひかり） 香物　三種盛り

　　会報部会／森本剛仁・松村秀治・丹治康浩

例会情報 例会情報 例会情報 例会情報 

岡山は、むかし、ひろーい海だった!?
江戸初期(1617年)備中松山藩の干拓により

児島が半島になった!!

江戸時代(池田家)に、干潟を干拓して、
岡山平野は広がって行った

1959年の児島湾締切堤防完成によって、
400年にわたる岡山平野干拓は、完了した

岡山平野は広がって行った。

機具を一切使わず、素手でうなぎを
掴んで捕るには、熟練した技術が要る。


