
出席の状況
会員数　55名（内出席免除　３名）　出席者数　43名　　欠席者数　12名
出席率　81.13％　　前々回訂正　88.68％　　　　
欠席者　樋口，加戸，金子，木本，橘高，楠，西山，大賀，岡村，槌田，（平野），（渡辺）

S . A . A . 　 　　
岡本（和）会員 ： 楽しみにしていた歴史同好会の研修旅行をのっぴきならない用事の為キャンセルし、申し訳あり

ませんでした。
坪井会員 ： 本日は当院の片岡典子さんを表彰して頂き有難うございます。Smileします。
相原会員 ： 本日は当事務所の金山を表彰いただき、ありがとうございます。
氏房会員 ： 今年度優秀社員として表彰されました片岡様・金山様おめでとうございます。これからも益々のご活

躍を期待しています。
小松会員 ： 久々のゴルフ優勝、ハンディー36という数字に驚き、でも嬉しいです。
山田会員 ： 10月15日のゴルフ同好会ご参加の皆様ご苦労様でした。その際に私の中では小松さん、西岡さん

が優勝、準優勝しかないと思っていましたが皆様はそうではなかったようです。臨時収入が入りまし
たのでスマイルします。

藤岡会員 ： 歴史同好会の飛鳥（あすか）の旅行、堀川さん大変お世話になりました。ありがとうございました。
堀川会員 ： 先週の歴史同好会の研修旅行に参加の皆様、お疲れ様でした。拙いガイドで行き届かなかった点

が多々あったと思いますが、全員無事に帰岡できましたことで、ご容赦ください。
山下会員 ： 先週10、11日歴史同好会の旅行に初めて参加しました。山道歩きで運動不足をしみじみ実感しまし

た。堀川さん、お世話になりました。
日笠（常）会員 ： 先日は歴史同好会の旅行に楽しく行って来ました。約20年ぶりに奈良を訪れましたが、とても懐かし

く思いました。お世話をいただいた堀川さんに厚く感謝申し上げます。
 10件　33,000円（累計 460,000円）

会 長 報 告  会　長　岡　本　和　夫
　昨日、末吉幹事とともに岡山中央RC創立30周年記念例会ならびに式典に出席しました。岡山中央RC
地域社会共同隊25周年記念とも重なり、午後2時より7時すぎまで実に5時間超におよぶ長丁場でありまし
た。岡山南RCをスポンサーに40名の会員でスタートし、現在は創立会員3名、会員数37名のクラブです。
会員の高齢化と増強難はロータリークラブの共通の間題との認識を新たにしました。
　第一部は九州大学大学院教授黒木俊秀先生の「日本人の心の深層」と題する記念講演、第二部はヴァイオリン小林美恵
様とピアノ仲道祐子様の記念演奏会があり、いずれも一般公開でした。第三部は記念例会、第四部は記念祝宴で、姉妹クラ
ブであるオーストラリア　タリーRCと台湾土城RCからの大勢のお客さんもあり、国際色豊かな雰囲気のもとに行われました。
特に司会の方が、日本語に加えて英語、時に中国語でも案内をするという一風変わった進行でありました。会長で精神科医
の山下龍子さんの創立30周年に寄せる思いと新旧会員の融和・合意を大事にするというコンセプトのもとに企画運営されて
いる姿に接し、講演、音楽ほか、すべてに感動を覚えて会場をあとにしました。

幹 事 報 告 幹　事　末　吉　賢　多
① 映画「種まく旅人」のチラシを配付しております。後ほど映画のご紹介をしていただきます。
② ハイライトよねやま199号、他クラブ週報を回覧いたします。
③ 社会奉仕委員会より「ロータリークラブ献血ウィークご協力のお願い」を再度配付しております。
④ ゴルフ同好会・野球同行会より忘年会のご案内を配付しております。
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1回指名委員会」を開催いたしますので、指名委員会メン
バーの皆様は ご出席ください。

映画「種まく旅人～夢のつぎ木～」ＰＲ
　映画「種まく旅人～夢のつぎ木～」は、第一次産業を応援する映画
「種まく旅人」シリーズ第３作目で、１作目は大分県臼杵市、２作目は兵庫
県の淡路島で撮影しまして、今回の３作目は岡山県赤磐市をロケ地とし
て白桃を扱った内容になっております。後継者不足や収入が上がらない
などの全国どこでも同じように抱えている問題を少しでも助けることができればとの志で３
作目まで進めてまいりました。
　この映画を岡山県の多くの皆様に観ていただきたいとの想いでＰＲ活動をさせていた

だいております。
小豆島においては、映画「二十四の瞳」はいまだに地元の方が大切にされています。この映画は岡山県民が自
慢できるような作品に仕上がっていると確信しています。ぜひともより多くの方に観ていただきたいと存じます。

ご子息結婚祝い 
　　　 
　小松原隆代会員のご子息がご結婚されました。
おめでとうございます。

職業奉仕表彰 　　　

青少年奉仕委員会より 　青少年奉仕委員長　小松原　隆　代 
　青少年奉仕から、ご報告とお願いです。
　お陰さまで、9月末の締切りを致しました「第3回高校生による岡山の歴史・文化研究フォーラ
ム」の参加チームは、16チーム集まりました。皆さまのご協力に心よりお礼申し上げます。と共に、
昨年の18チームと近い参加数ですので、本年度もまた、皆さまのご協力がたいへん必要になる
と思いますので、よろしくお願い致します。
　当日の様子等は、後日のフォーラムで改めてご説明させて頂きますが、この度は、皆さまに、フォーラム準備の進
捗状況のご報告を兼ねて、学校担当の方には、発表資料等の提出および期限について、メールだけでは不案内
な点をご案内させて頂きます。学校担当の方には、既にメールボックスに資料をお配りしておりますが、参加申込
みを頂いたチームの申請書に必要な要項のほかプログラム作成に必要なものは、
≪申請後、新たに必要なもの≫
　○活動状況と活動写真または、差し支えないメンバー等の写真　○校章（出来ればデータ）
≪申請時に必要で、まだご提出頂けていないもの（数チーム）≫
　○チーム名　○参加生徒の学年　○個人情報保護法に関わる書類（各チーム1枚）
以上は、プムグラム作成及び校正等の時間が必要なため、出来れば10月24日をご提出期限としてお願い出来れ
ば幸甚です。既に最初にお配りした作成スケジュールより、ずいぶん遅れておりますので、各チーム担当教諭の方
へのお願いをよろしくお願い致します。併せまして、大会開催前の発表資料提出について、過日、槌田青少年奉
仕副委員長がメールでお送りしておりますスケジュールをもとに各チームに、ご案内下さいますよう重ねてお願い
致します。
　先日、プログラム作成担当の原会員が、学校担当の皆様に、構成途中の各チームの原稿をお送り下さっていま
すので、その原稿と共に、資料提出スケジュールを担当教諭にお送り頂けますと、あとは、電話フォローだけで大
丈夫ですので、簡単で早いのではないかと思います。
メール送信の資料
　○資料提出スケジュール（今後の提出資料の確認）
　○各チーム構成中プログラム内容（不足な部分の提出依頼に使用）
　なお、すべてメールでお送りしておりますので、資料がお手元に見つからない方は、再度、お送り致しますので、
小松原までお申し付けください。

社会奉仕委員会より 　社会奉仕委員長　相　原　利　行
　本年度の社会奉仕活動として、10月10日から23日までを「ロータリークラブ献血ウイーク」とし、
会員ご自身、または会員皆さまの会社の社員の方に献血のご協力をお願いしております。お身
体のことですので強制は出来ませんが、何卒ご協力をお願いいたします。
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た。堀川さん、お世話になりました。
日笠（常）会員 ： 先日は歴史同好会の旅行に楽しく行って来ました。約20年ぶりに奈良を訪れましたが、とても懐かし

く思いました。お世話をいただいた堀川さんに厚く感謝申し上げます。
 10件　33,000円（累計 460,000円）

会 長 報 告  会　長　岡　本　和　夫
　昨日、末吉幹事とともに岡山中央RC創立30周年記念例会ならびに式典に出席しました。岡山中央RC
地域社会共同隊25周年記念とも重なり、午後2時より7時すぎまで実に5時間超におよぶ長丁場でありまし
た。岡山南RCをスポンサーに40名の会員でスタートし、現在は創立会員3名、会員数37名のクラブです。
会員の高齢化と増強難はロータリークラブの共通の間題との認識を新たにしました。
　第一部は九州大学大学院教授黒木俊秀先生の「日本人の心の深層」と題する記念講演、第二部はヴァイオリン小林美恵
様とピアノ仲道祐子様の記念演奏会があり、いずれも一般公開でした。第三部は記念例会、第四部は記念祝宴で、姉妹クラ
ブであるオーストラリア　タリーRCと台湾土城RCからの大勢のお客さんもあり、国際色豊かな雰囲気のもとに行われました。
特に司会の方が、日本語に加えて英語、時に中国語でも案内をするという一風変わった進行でありました。会長で精神科医
の山下龍子さんの創立30周年に寄せる思いと新旧会員の融和・合意を大事にするというコンセプトのもとに企画運営されて
いる姿に接し、講演、音楽ほか、すべてに感動を覚えて会場をあとにしました。

幹 事 報 告 幹　事　末　吉　賢　多
① 映画「種まく旅人」のチラシを配付しております。後ほど映画のご紹介をしていただきます。
② ハイライトよねやま199号、他クラブ週報を回覧いたします。
③ 社会奉仕委員会より「ロータリークラブ献血ウィークご協力のお願い」を再度配付しております。
④ ゴルフ同好会・野球同行会より忘年会のご案内を配付しております。
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1回指名委員会」を開催いたしますので、指名委員会メン
バーの皆様は ご出席ください。

映画「種まく旅人～夢のつぎ木～」ＰＲ
　映画「種まく旅人～夢のつぎ木～」は、第一次産業を応援する映画
「種まく旅人」シリーズ第３作目で、１作目は大分県臼杵市、２作目は兵庫
県の淡路島で撮影しまして、今回の３作目は岡山県赤磐市をロケ地とし
て白桃を扱った内容になっております。後継者不足や収入が上がらない
などの全国どこでも同じように抱えている問題を少しでも助けることができればとの志で３
作目まで進めてまいりました。
　この映画を岡山県の多くの皆様に観ていただきたいとの想いでＰＲ活動をさせていた

ゴルフ同好会報告 　　　
　第２６８回ゴルフ同好会のゴルフコンペは岡山カントリー倶楽部で行いました。色 な々職種
の方に参加して頂くため、今回は久しぶりに水曜日に行いました。平日にもかかわらず４組13
名もご参加下さり、晴天の中楽しくプレーができました。
　12月７日にも水曜企画でゴルフを予定していますので沢山のご参加をお待ちしています！！

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
　１０月１５日㈯に行われた朝日生命さんとの試合は、８対９で惜敗しました。これまで一度も負け
たことがない相手ということで、気の緩みがあったかもしれません。朝日生命さんとは年内に決着
を付けるべく12月に対戦を予定しています。今後の試合日程をご案内いたします。皆さまお誘い
合わせの上、ふるってご参加ください。
　今後の試合日程
　　日　　　時：　10月28日㈮午後６時～
　　場　　　所：　瀬戸運動公園野球場
　　対戦チーム：　公協グリーンソックス

歴史同好会研修旅行　明日香の旅 　　　　
　去る10月9・10日、第2回歴史同好会研修旅行に、会員9名と会員夫人2名の合計11名が参加し、奈良県明日香地方を訪れ
ました。初日の朝まで雨が降っていましたが、我々が到着すると雨はあがり、上々の旅の始まりとなりました。
　1日目は、まず石上神宮を訪れ、この旅行の無事を祈り、続いて山の辺の道を歩き、途中元伊勢と言われている檜原神社に
寄り、大和の国の一の宮、大神神社へ向かいました。大神神社参拝後、吉備池廃寺・安倍文殊院を訪れ、その後名物三輪
そうめんの老舗「三輪そうめん山本」で、昼食に三輪そうめんと柿の葉寿司を堪能しました。
　昼食後は藤原京を訪れ、資料館で藤原京の歴史をビデオで勉強し、1日目の最後は橿原考古学研究所附博物館で、縄文
時代から室町時代の奈良県内の遺跡から発掘された、国宝をはじめとする多数の考古資料を鑑賞し、日本の古代の歴史を
学びました。その後、橿原神宮・神武天皇陵を車中より見学し、宿泊先のワシントンホテルプラザ奈良へ向かいました。
　夕食は、大和牛のしゃぶしゃぶで宴会となり、大和牛を追加するなど年齢の割には肉をたくさん食べ酒も進んだようで、少々
予算をオーバーしましたが、とても楽しい夜を過ごしました。
　２日目はまず、ご希望により平城京を訪れましたが、とても熱心なボランティアガイドに説明をしていただき、次の予定時間が
気になる程でした。そして平城京を後にし、いよいよ明日香に入りました。明日香といえばまずは飛鳥寺の飛鳥大仏で、ここでも
飛鳥寺の僧侶の方の説明で、飛鳥大仏の由来等を学びました。この日は青空が広がりとてもさわやかな気候で絶好の秋の
行楽日和となり、飛鳥寺からマイクロバスが待つ甘樫丘の麓まで、稲刈りをしている田んぼの畦道を歩いて明日香の秋を十分
に味わいました。
　この後昼食を予定している石舞台古墳へ移動し、古代米を使った幕の内定食を食べ古代の食事の雰囲気を味わいまし
た。昼食後石舞台古墳に入り、ここでもボランティアガイドの説明がありましたが、巨大な古墳の石を見て古代人の知恵には驚
くばかりでした。そして２日間の旅行の最後の訪問先、飛鳥資料館で飛鳥の歴史の
おさらいをして明日香を後にし、無事に岡山に帰りました。
　今回は、幹事兼ガイドの拙い案内で研修旅行を終えましたが、参加者の皆様の
おかげで終始和気あいあいと、楽しい旅ができましたことに感謝申し上げます。
 幹事兼ガイド　堀川辰也

だいております。
小豆島においては、映画「二十四の瞳」はいまだに地元の方が大切にされています。この映画は岡山県民が自
慢できるような作品に仕上がっていると確信しています。ぜひともより多くの方に観ていただきたいと存じます。

ご子息結婚祝い 
　　　 
　小松原隆代会員のご子息がご結婚されました。
おめでとうございます。

職業奉仕表彰 　　　

青少年奉仕委員会より 　青少年奉仕委員長　小松原　隆　代 
　青少年奉仕から、ご報告とお願いです。
　お陰さまで、9月末の締切りを致しました「第3回高校生による岡山の歴史・文化研究フォーラ
ム」の参加チームは、16チーム集まりました。皆さまのご協力に心よりお礼申し上げます。と共に、
昨年の18チームと近い参加数ですので、本年度もまた、皆さまのご協力がたいへん必要になる
と思いますので、よろしくお願い致します。
　当日の様子等は、後日のフォーラムで改めてご説明させて頂きますが、この度は、皆さまに、フォーラム準備の進
捗状況のご報告を兼ねて、学校担当の方には、発表資料等の提出および期限について、メールだけでは不案内
な点をご案内させて頂きます。学校担当の方には、既にメールボックスに資料をお配りしておりますが、参加申込
みを頂いたチームの申請書に必要な要項のほかプログラム作成に必要なものは、
≪申請後、新たに必要なもの≫
　○活動状況と活動写真または、差し支えないメンバー等の写真　○校章（出来ればデータ）
≪申請時に必要で、まだご提出頂けていないもの（数チーム）≫
　○チーム名　○参加生徒の学年　○個人情報保護法に関わる書類（各チーム1枚）
以上は、プムグラム作成及び校正等の時間が必要なため、出来れば10月24日をご提出期限としてお願い出来れ
ば幸甚です。既に最初にお配りした作成スケジュールより、ずいぶん遅れておりますので、各チーム担当教諭の方
へのお願いをよろしくお願い致します。併せまして、大会開催前の発表資料提出について、過日、槌田青少年奉
仕副委員長がメールでお送りしておりますスケジュールをもとに各チームに、ご案内下さいますよう重ねてお願い
致します。
　先日、プログラム作成担当の原会員が、学校担当の皆様に、構成途中の各チームの原稿をお送り下さっていま
すので、その原稿と共に、資料提出スケジュールを担当教諭にお送り頂けますと、あとは、電話フォローだけで大
丈夫ですので、簡単で早いのではないかと思います。
メール送信の資料
　○資料提出スケジュール（今後の提出資料の確認）
　○各チーム構成中プログラム内容（不足な部分の提出依頼に使用）
　なお、すべてメールでお送りしておりますので、資料がお手元に見つからない方は、再度、お送り致しますので、
小松原までお申し付けください。

社会奉仕委員会より 　社会奉仕委員長　相　原　利　行
　本年度の社会奉仕活動として、10月10日から23日までを「ロータリークラブ献血ウイーク」とし、
会員ご自身、または会員皆さまの会社の社員の方に献血のご協力をお願いしております。お身
体のことですので強制は出来ませんが、何卒ご協力をお願いいたします。

－３－

本日のメニュー（10月24日（ミリオンダーラミール））　
アフリカンチキンカレー　　　海藻とオニオンのサラダ　　　デザート　　　コーヒー

次回のメニュー（10月31日）　
寿司　握り寿司（上鰆炙り　鯛　海老　貝柱　玉子　がり（県産昔醤油））
小鉢　野菜の煮浸し（法蓮草　榎木　椎茸　占地　人参　もって菊　振り柚子　糸花鰹）
小皿　薩摩揚げ炙り　生姜醤油　　温物　茶碗蒸し　振り柚子　　吸物　浅利　刻み葱　若布　粉山椒

　　会報部会／日笠伸之・原　全伸・小菅英司
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OUT
48
49
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IN
49
49
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GROSS
97
98
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HD
36
28
29

NET
61
70
76

RANK
優　勝
準優勝
第３位

NAME
小松忠男
西岡貞則
山田喜広


