
堀川会員 坪井会員

柏野会員

大饗会員

森本会員 西岡会員

入江会員

花房会員

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　70.18％　　前々回訂正　82.46％　　　　
欠席者　原，原田，樋口，加戸，鴨井，金子，笠原，木本，家守，小橋，児島，小松原，南葉，
　　　　高橋（裕），槌田，氏房，山下（常），（平野）

ビ ジ タ ー　　
〈笠岡RC〉赤田　博文　様

S . A . A . 　 　　
土曜日の野球では全く役に立たず申し
訳ございませんでした。バッティングセン
ターに通います。

昨日のゴルフコンペではお世話になりま
した。柏野会員、優勝おめでとうござい
ました。

結婚記念日のお花を頂きました。今年で
１５回目の結婚記念日です。ありがとうご
ざいました。また、来週の例会では私が
卓話をするようです。みなさま、卓話の時
間に眠くならないよう、前日には十分、睡
眠をお取り下さい。
結婚記念日のお花ありがとうございまし
た。シングルアゲインになった時は熟女
真っ最中だったと思いますが、あれから
24年、老女へと変身いたしました。

昨日好天の中、第２６５回ゴルフコンペが
開催されました。柏野さん優勝おめでと
うございました。熟練の技を拝見させて
頂きました。次回６月のコンペも多数の
方の御参加をお待ちしております。

会 長 報 告  会　長　堀　川　辰　也
　昨日のゴルフ同好会ゴルフコンペでは、お世話になりました。天気は良かったのですがとても
暑くて、疲れが少し残っていますが、今晩のＩＤＭまでには、疲れを癒してＩＤＭ及び２５周年記
念行事の打ち上げに参加したいと思います。
　さて、本日の卓話では、東日本大震災の被災地の現在の状況のお話が聞けるとのことです
が、当クラブは大槌中学校や福島県の小学生に対する支援を行ったものの、その後の状況についてはあまり情
報がない状態で、東北地方の被災地の現状をしっかりと聞き、何かできることがあればと思っています。
　次週は、ＲＩの国際大会に私と入江幹事が参加するため、例会を欠席いたします。平松副会長には、よろしくお
願いいたします。

幹 事 報 告 幹　事　入　江　直　人
① 東京麹町ロータリークラブより、創立50周年記念事業として復刻された「想い出草」が届い
ておりますので回覧致します。これはポリオ撲滅に尽力されたお二人の会員の方を顕彰する
ために発行された冊子とのことでございます。
②  他クラブ週報を回覧致します。
③  「歴史同好会」第8回定例会のご案内を配布しておりますので、よろしくお願いいたします。
④  岡山ロータリークラブより、牛窓ロータリークラブとの合併のご報告が届いております。
⑤ 本日18時30分より「夜寿司」において「第3回IDM」が開催されますので、ご出席予定の皆様はよろしくお願い
致します。

外 部 卓 話  
　「東日本大震災から5年－被災地と岡山を繋ぎたい－」

PMJ歯科　院長　黒瀬 真由美  様
　「また来てね」「また来ます」・・・そんな訪問を続けて5年になりました。
　宮城県南部亘理町は沿岸から内陸へ向かって町面積の48％が津波の浸水を受け、全壊
家屋は2369戸、300人以上の方が亡くなりました。特産品のいちごのハウスも9割が被災し壊滅的な被害を受けま
した。
　2011年5月から歯科保健活動のために亘理町へ入りました。避難所・仮設住宅を回って歯科保健用品を配布
し、ブラッシング・義歯洗浄などの口腔ケア、むし歯予防のためのフッ化物塗布などを行ってきました。その中で現
地のNPOとの出会いがあり、被災された方 と々も親しくなり、お宅を訪問してお話しを伺うようになりました。
　一方岡山では、「寄付はしたけどどのように使われているのかわからない」「応援する気持ちを直接伝えたい」
という声が聞かれていました。そこで、被災された方々へ必要なものを直接プレゼントする、という「晴れの国のサ
ンタクロース作戦」を立ち上げました。この活動は計3回行い、延べ双方約300人ずつの方々の橋渡しをしました。
中には4年以上経った現在でも交流を続けている方 も々いて、現地を訪問したりもしています。
　現地では、避難所→仮設住宅・みなし仮設→修繕住居・新居・災害公営住宅と住居も居住地区も移り、コミュニ
ティーの再形成が必要となってきています。また、町内、地域内、家庭内でもさまざまな課題が個別に発生・継続し
てきています。傍から見ると復旧が進んでいたり、笑顔で暮らしていたり
されていますが、「今でも眠れないことがある」「まだ導眠剤を使ってい
る」という声も多く聞きます。また、現地ではなかなかご自分の気持ちを語
れない、という方もあります。　岡山という遠隔地の人間だからこそ、お
話ししていただけることもあるのです。
　今後も被災地と岡山を繋ぐ活動をしていきたいと思っています。特に
若い方 を々一緒にお連れして、現地の方 と々繋ぎたいと思っています。

第３回  ＩＤＭ 
　第３回ＩＤＭが創立25周年記念行事の打ち上
げを兼ね、５月23日㈪午後６時30分より北区田町
「夜寿司」で開催され、34名が参加しました。記念
行事の労をねぎらい、親睦を深め、岡山北西ロー
タリークラブのさらなる発展を誓い合いました。

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
　５月２１日㈯午後７時から総社市スポーツセンター野球場に於いて行われた山陽ホエールズ
さんとの試合は、助っ人として元会員・福島さんに高知から駆けつけてもらいピッチャーをしても
らいましたが、７対１６で惨敗してしまいました。
　これで２連敗となりましたが、今後も広報と勧誘を目的に取り組んでまいりますので、ご声援よ
ろしくお願いいたします。

－１－

前回５月23日の例会記録前回５月23日の例会記録前回５月23日の例会記録前回５月23日の例会記録

昨日のゴルフコンペで優勝することがで
きました。セルフプレーの為、大饗さん、
花房さんに助けて頂いて感謝です。

本日、早退しますのでＳＭＩＬＥします。

・昨日のゴルフコンペ参加の皆様、お疲
れ様でした。６月１８日の山陽ゴルフで
のコンペも多数の参加をお待ちしてい
ます。
・本年度も残りわずかとなりスマイルもま
だまだです。ご協力お願いします。
ゴルフ同好会有志 ： 昨日、ゴルフ日和
の中、参加者14名で岡山国際ゴルフに
て和気藹藹と楽しくゴルフができました。
上位３名（柏野会員、花房会員、小菅
会員）の健闘を称え、ここにスマイルし
ます。

14件　26,000円（累計　1,034,000円）
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今後の試合日程
　・日時：６月11日㈯午後７時～ 場所：奥市グランドＢ
　　対戦チーム：中国建設工業
　・日時：６月19日㈰午前９時～ 場所：百間川緑地 軟式野球場Ｂ（兼基）
　　対戦チーム：公協グリーンソックス
　・日時：７月９日㈯午後７時～ 場所：瀬戸運動公園野球場
　　対戦チーム：日野自動車

ゴルフ同好会「第 265 回ゴルフコンペ」報告 ゴルフ同好会　幹事　西　岡　貞　則
　５月のゴルフ日和の中、岡山国際ゴルフクラブにて参加者１４名で、和気あいあいとゴルフを
楽しみました。やはり、年度終わりに近づくと、ＨＤＣＰの大きい人が上位に食い込んできました。
久しぶりに、柏野会員が優勝されました。皆様、お疲れ様でした。また、6月19日㈰に予定してお
りました第266回ゴルフコンペにつきましては、前日の18日㈯に日程が変更になっております。出
欠のご回答をよろしくお願いします。

  

紀行文「壱岐対馬の旅」　　川西 熊雄  会員  
　去る５月２日～４日の２泊３日で、高橋峯男会員・岡村会員・鴻上会員と私（川西）の４名は韓国との距離約５０㎞に位置する「対
馬」と、対馬と福岡県との間にある「壱岐」を旅してきました。
５月２日  岡山駅12時46分発の新幹線で福岡へ向かい、博多駅より福岡空港へ、そして福岡空港より対馬に到着。日暮れまで少し
時間がありましたので国の特別史跡の古代山城の「金田城」を見学、金田城の築城は今から1300年の昔にさかのぼります。斉明６
（西暦６６０）年、唐・新羅連合軍の攻撃によって百済は滅亡しました。ヤマト政権は百済復興を支援するため、天智２（西暦６６３）
年に大軍を派遣し、唐の水軍と錦江の河口付近で戦いましたが大敗し、朝鮮半島から撤退しました（白村江の戦い）。その結果、
唐・新羅の来襲に備え防備を整えることが急務となり築城されたものです。見学後は宿泊先の対馬グランドホテルに向いました。
５月３日  対馬は山がちで、中央のリアス式海岸の浅茅湾をはさんで上島・下島を合わせた面積は708．63㎢、島の人口は約31000
人である。午前９時よりレンタカーを利用し、島の史跡、観光名所を見学する予定でしたが、台風並みの暴風雨のためしばらくホテル
で待機することにしました。１０時３０分ごろ風雨も落ち着いてきたので宿泊先のホテルを後にし、対馬歴史民俗資料館を見学。資料
館は1977年に建設され、島内の文化財、考古歴史資料、民俗資料、宗家文庫などを収録展示しております。倭館絵図、朝鮮通信
使行列絵巻、宗家文書、元禄対馬国絵図などの江戸時代の資料展示が充実しており対馬について学ぶことができます。その後、
対馬藩第２代藩主・宗義成が父義智の冥福を祈って1615年に建立し、菩提寺として特別の崇敬を受けてきた「万松陰」を見学しま
した。その後、昼食をとり、次の目的地である壱岐島行きフェリーに乗船し、宿泊先の「ホテル・ステラコース太安閣」へ向かいました。
５月４日  壱岐島は対馬と対照的ななだらかな島で、面積は126．3㎢、島の人口は約27100人である。朝からレンタカーを利用し、島
の北西部黒崎半島の先端にある高さ45ｍの海蝕崖の玄武岩の姿がそっぽを向いたサルの姿にそっくりな「猿岩」、八幡浦の海中
に祀られている六地蔵。地獄・餓鬼・畜生・修羅・人間・天の六道において群衆を苦しみから救うとされている「はらほげ地蔵」を見
学しました。次に、「市立壱支国博物館」を訪れました。壱岐島には国指定特別史跡の原の辻遺跡（弥生時代）や、壱岐古墳群
（古墳時代）を含む480か所以上の遺跡があり、それらの遺跡や元寇・鯨組に関する中近世の遺跡を通して、通史的に歴史を知る
ことができます。各時代の遺物を点で見せるのではなく線で結ぶことで、壱岐の歴史を通史的に学習できる総合的な博物館でした。
加えてその遺跡からの出土品1670点が展示されています。最後に「原の辻遺跡」を見学しましたが、この遺跡は弥生時代前期か
ら古墳時代初期にかけての大規模環濠集落で、魏志倭人伝に登場する「一大国」の国都とされている集落です。環濠集落の規
模は東西350ｍ南北750ｍで、この東側に魏志倭人伝に出てくる卑狗と卑双母離などの役人の家や役所があったといわれていま
す。壕の外の北東部には墓地が見つかっており、遺跡全体の総面積は100ヘクタールにおよぶ広大なものです。
　「原の辻遺跡」の見学後は、壱岐島より福岡行きの高速フェリーに乗船し福岡港へ、福岡港よりタクシーで博多駅、博多駅より新
幹線で岡山駅へと帰ってまいりました。

幹 事 報 告 幹　事　入　江　直　人
① 東京麹町ロータリークラブより、創立50周年記念事業として復刻された「想い出草」が届い
ておりますので回覧致します。これはポリオ撲滅に尽力されたお二人の会員の方を顕彰する
ために発行された冊子とのことでございます。
②  他クラブ週報を回覧致します。
③  「歴史同好会」第8回定例会のご案内を配布しておりますので、よろしくお願いいたします。
④  岡山ロータリークラブより、牛窓ロータリークラブとの合併のご報告が届いております。
⑤ 本日18時30分より「夜寿司」において「第3回IDM」が開催されますので、ご出席予定の皆様はよろしくお願い
致します。

外 部 卓 話  
　「東日本大震災から5年－被災地と岡山を繋ぎたい－」

PMJ歯科　院長　黒瀬 真由美  様
　「また来てね」「また来ます」・・・そんな訪問を続けて5年になりました。
　宮城県南部亘理町は沿岸から内陸へ向かって町面積の48％が津波の浸水を受け、全壊
家屋は2369戸、300人以上の方が亡くなりました。特産品のいちごのハウスも9割が被災し壊滅的な被害を受けま
した。
　2011年5月から歯科保健活動のために亘理町へ入りました。避難所・仮設住宅を回って歯科保健用品を配布
し、ブラッシング・義歯洗浄などの口腔ケア、むし歯予防のためのフッ化物塗布などを行ってきました。その中で現
地のNPOとの出会いがあり、被災された方 と々も親しくなり、お宅を訪問してお話しを伺うようになりました。
　一方岡山では、「寄付はしたけどどのように使われているのかわからない」「応援する気持ちを直接伝えたい」
という声が聞かれていました。そこで、被災された方々へ必要なものを直接プレゼントする、という「晴れの国のサ
ンタクロース作戦」を立ち上げました。この活動は計3回行い、延べ双方約300人ずつの方々の橋渡しをしました。
中には4年以上経った現在でも交流を続けている方 も々いて、現地を訪問したりもしています。
　現地では、避難所→仮設住宅・みなし仮設→修繕住居・新居・災害公営住宅と住居も居住地区も移り、コミュニ
ティーの再形成が必要となってきています。また、町内、地域内、家庭内でもさまざまな課題が個別に発生・継続し
てきています。傍から見ると復旧が進んでいたり、笑顔で暮らしていたり
されていますが、「今でも眠れないことがある」「まだ導眠剤を使ってい
る」という声も多く聞きます。また、現地ではなかなかご自分の気持ちを語
れない、という方もあります。　岡山という遠隔地の人間だからこそ、お
話ししていただけることもあるのです。
　今後も被災地と岡山を繋ぐ活動をしていきたいと思っています。特に
若い方 を々一緒にお連れして、現地の方 と々繋ぎたいと思っています。

第３回  ＩＤＭ 
　第３回ＩＤＭが創立25周年記念行事の打ち上
げを兼ね、５月23日㈪午後６時30分より北区田町
「夜寿司」で開催され、34名が参加しました。記念
行事の労をねぎらい、親睦を深め、岡山北西ロー
タリークラブのさらなる発展を誓い合いました。

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
　５月２１日㈯午後７時から総社市スポーツセンター野球場に於いて行われた山陽ホエールズ
さんとの試合は、助っ人として元会員・福島さんに高知から駆けつけてもらいピッチャーをしても
らいましたが、７対１６で惨敗してしまいました。
　これで２連敗となりましたが、今後も広報と勧誘を目的に取り組んでまいりますので、ご声援よ
ろしくお願いいたします。

－３－

本日のメニュー（５月30日）
丼　　穴子卵とじ丼　新玉葱　人参　もみ海苔　粉山椒　（岡山県産こしひかり）
小鉢　万願寺甘辛煮　菊花 小皿　あおさ海苔こんにゃく　酢味噌
椀物　滑子卸し冷蕎麦　若芽　刻み葱　山葵 香物　三種

次回のメニュー（６月６日）
ごぼうのポタージュスープ　　　牛ロース肉のステーキ  シャリアピン風　　　ズッキーニとピーマンのサラダ
フロマージュブランとメロンのジュレ　シャルトリューズの香り　　　パン　　　バター

　　会報部会／児島正典・日笠伸之・橘高正剛・山本真嗣

例会情報例会情報例会情報例会情報

OUT
56
54
53

IN
52
55
56

GROSS
108
109
109

HD
29
32
34

NET
72
73
73

RANK
優　勝
準優勝
第３位

NAME
柏野正義
花房　茂
小菅英司


