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例会場／岡山市北区駅元町1-5 ホテルグランヴィア岡山
例会日／毎火曜日　12:30～13:30

理 事 ・ 役 員
2022．７～2023．６

週報
2022-2023年度国際ロータリーのテーマ

2022-2023年度国際ロータリー第2690地区のスローガン

ロータリーの素晴らしさを体感しよう！
2022-2023年度岡山北ロータリークラブのスローガン

新たな道

会員増強・退会防止（理事）� 高　畠　　　浩
広報（理事）� 永　山　雅　己
奉仕プロジェクト（理事）� 馬　場　幸　三
ロータリー財団（理事）� 谷　本　　　章
親睦活動� 髙　橋　茂　樹
プログラム� 杉　山　栄　洋
直前会長� 杉　本　康　成
次期会長� 岸　本　達　也

会　長（理事）� 廣　野　景　治
副会長（理事）� 皆　木　英　也
幹　事（理事）� 中　山　賢太郎
副幹事� 杉　山　栄　洋
会　計� 山　本　和　秀
S.A.A.（理事）� 牧　本　太　郎
副S.A.A.� 宮　井　　　宏

誕生日祝いの中山幹事

No.2544　2022．11．22．　　第 15 例会

本日のメニュー：夜間例会特別メニュー
次回のメニュー：ヘルシーランチ（洋食）

「第1回IDM・会場移動夜間例会」 「岡山青年会議所について」
　　公益社団法人岡山青年会議所
� 第72代理事長　　石　井　聖　至 様

スケジュール

次回11月29日のプログラム

29日㈫　12：30～例会：石井聖至様（岡山青年会議所）
11月　ロータリー財団月間

６日㈫　12：30～例会：クラブ年次総会
　　　　13：40～第6回理事役員会
13日㈫　12：30～例会：児島塊太郎様（総社RC）
20日㈫　�例会変更→25日
25日㈰　17：30～クリスマス家族夜間例会
27日㈫　例会取消し（定款第7条第1節）

12月　疾病予防と治療月間

出席の状況
　会 員 数　50名（出席免除者0名）
　　　　　　出席者数　28名
　　　　　　欠席者数　22名
　出 席 率　56.00％

ゲスト
� 岡山城RC会長　藤　原　　　清�様

� 米山奨学生　�マイ グエン フイン ニュー�様

前回11月15日の例会記録



「今日は七五三の日です」
と伊藤出席委員長

幹事報告

オンライン参加ありがとうございます。

１．11月8日（火）の移動夜間例会には多くの皆様にご参加いただきありがとうございました。
２．12月25日（日）17：30よりホテルグランヴィアにおいて「クリスマス家族夜間例会」を開

催いたします。本日ご案内を配付及び配信いたしましたのでご出席くださいますようお願
いいたします。

３．ロータリーの友11月号、ガバナー月信Vol.5を配付しております。
４．財団室NEWS�11月号、ハイライトよねやまVol.272、他クラブ週報を回覧いたします。
５．次週11月22日（火）は高田屋表町店において、19：00より「第1回IDM」19：30より「会

場移動夜間例会」を開催いたします。
　　出席予定の皆様はよろしくお願いいたします。

幹事報告

岡山城RC�藤原清様：岡山北RC�廣野会長�訪問が遅くなりましたが、会長就任おめでとうござ
います。

廣野君：藤原会長様、本日はご来訪ありがとうございます。同年幹事、同年会長として、今後
ともよろしくお願いします。

　　　　皆木副会長様、卓話よろしくお願いします。
中山君：誕生日のお祝いをいただきありがとうございます。
杉山君：皆木副会長、本日は急なお願いにもかかわらず、卓話を快く引き受けていただき、ありがとうございます。

どうぞ宜しくお願いします。
鴻上君：結婚記念日のお花、ありがとうございました。
伊藤君：皆木副会長「瑞宝小綬章」おめでとうございます。
　　　　本日のスピーチ楽しみです。
米林君：岡山城ロータリークラブ�藤原会長のご来訪に感謝申し上げます。
高畠君：皆木さんのお話�楽しみにしております。
磯島（理）：ロータリーの友のご紹介宜しくお願い致します。
牧本君：皆木副会長、おめでとうございます。スピーチ楽しみにしています。
　　　　皆様、本日も沢山のスマイルありがとうございました。
宮井君：皆木副会長、瑞宝小綬章の叙勲おめでとうございます！！
　　　　卓話、楽しみにしております！

Ｓ．Ａ．Ａ．

会長挨拶
　本日は岡山城ロータリー藤原会長様、ご来訪ありがとうございます。
　今日の卓話は、前回の例会でもお伝えした、皆木副会長が「瑞宝小綬章（ずい
ほうしょうじゅしょう）」の栄を受けられての卓話をいただくことになっており
ますが、実は藤原会長様はこの春に「瑞宝単光章（ずいほうたんこうしょう）」
の叙勲を受けておられ、本日はお二人の叙勲者をお迎えしての大変おめでたい例
会となりました。12月5日（月）に皆木副会長の受賞記念祝賀会を開催しますので、

皆様のご参加をよろしくお願いします。
　また、岡山城RC様とは、6年前の2016-17年度にIMを一緒にホスト
クラブとして、開催しました。昨年度、我々はオンラインでの開催と
なり、今年度は岡山城RCと岡山中央RCさんがホストをされ、3年ぶ
りにリアル開催です。先週事務局から案内が届いていると思いますの
で、是非皆さんで参加をしましょう。



皆　木　英　也 会員�

「秋の叙勲を拝受して」

雑誌委員会　副委員長　　磯島　理恵　会員

「ロータリーの友11月号」を紹介いただきました。
　今月は「ロータリー財団月間」ということで、大規模プログラム補助金について、国を越え政府と
の連携プロジェクト「ナイジェリアの家族の健康に寄り添う」から、ポリオ根絶に発展した事例など
が紹介されました。また、2023年国際大会が開催されるメルボルンの紹介、1970～1980年代のロータ
リーの友の記事からご自身が生まれた時代の歴史やロータリーの活動を興味深く読まれたそうです。

親睦活動委員会　委員長　　髙橋　茂樹　会員

　12月25日（日）17：30から「クリスマス家族例会」を開催。マジックショーや
ビンゴなどを企画しており、コロナ禍ではありますが、何とか3年ぶりに開催し
たいので皆様の御出席をよろしくお願いします。

　私は、令和4年秋の叙勲に際し、はからずも瑞宝小綬章拝受の栄に浴しました。
これもひとえに永年にわたり多くの皆様方からいただきましたご指導ご懇情の賜
と心より感謝しているところであります。
　先日、突然でした。杉山プログラム委員長から例会で叙勲受章のスピーチの依
頼がありました。お受けするかどうか迷いました。と申しますのも、この度の叙
勲は私がかつて勤務していた警察業務に対するものですから、ロータリーの皆様

委員会・活動報告

開 催 日：2022年10月30日（日）
コ ー ス：瀬戸大橋カントリークラブ
競 技 方 法：持ハンディ

※同ネットの場合、HDCP順となります。

次 回 開 催：2022年12月17日（土）
コ ー ス：岡山カントリークラブ桃の郷
競 技 方 法：持ハンディ
� （同好会幹事　坪井　翔）

順位 氏名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 皆木　英也 41 43 84 14 70
2位 永山　雅己 48 40 88 14 74
3位 内𫝷　隆文 37 44 81 6 75

同好会報告 〈ゴルフ同好会〉10月度例会



に受章の喜びを誇らしげにお話しすることが自慢話にならないかと思い躊躇しました。しかし、よく
よく考えてみますと、私の41年の警察官生活はロータリー活動で実践している職業奉仕そのものだと
思い直し依頼をお受けしました。
　貴重な時間を頂きましたので、この度、私が拝受しました瑞宝小綬章について、受章の経緯や授与
対象となった警察業務などについてお話しします。
　瑞宝小綬章を拝受するまで
　私が拝受しました叙勲は、岡山県警察本部が選考し、国家公安委員会（警察庁）が叙勲候補者とし
て内閣総理大臣（内閣府勲章局）に推薦、閣議を経て天皇の裁可を受け11月3日に発令されました。
　11月7日に岡山県警察本部で伝達式があり、警察本部長から
　「日本国天皇は皆木英也に瑞宝小綬章を授与する皇居において璽をおさせる」
　　　　　令和4年11月3日
� 内閣総理大臣岸田文雄　
� 内閣府勲章局長小名田壮
　
と記載された勲記の伝達があり、勲記と勲章を拝受しました。
　41年の警察官人生
　私は昭和40年4月に岡山県警察官を拝命しました。交番所勤務を皮切りに、警察署刑事課、捜査第1
課強行犯係、機動捜査隊、捜査第2課特別捜査班などで勤務し、主に選挙違反、知能犯事件、汚職事
件などを捜査する刑事の仕事をして来ました。
　平成4年3月に暴力団対策法が施行され、暴力団を指定するための聴聞事務を担当する意見聴取官を
命ぜられ、暴力団の指定、暴力団の不当要求に対する中止命令の発出、暴力団排除業務などを行いま
した。
　その後は一線の刑事の仕事から離れ、警備課長、地域課長、備前署長、刑事企画課長、中国管区広
域調整第2課長、岡山南署長、倉敷署長、交通部長に就任し後、岡山東署長を最後に41年の警察官人
生を終えました。
　叙勲を拝受した現在の心境
　警察官退職者の場合、年齢を重ねると順番に生前叙勲をいただいていますので、特別な思いもなく
叙勲をいただきました。驚いたのは受章後のことです。多くの方から祝意を頂き反響の大きさに驚き、
勲章の重さに感激しいています。
　今回私がいただいた瑞宝章は、「公務などに長年にわたり従事し、成績を挙げた者に授与される勲章」
だそうですが、警察官として41年勤務しましたので長年公務に従事したことに間違いはありませんが、
取り立てて成績を挙げた思いはありません。任務を全うできたのは、上司、先輩、同僚と多くの市民
の方のご支援、ご指導、ご協力の賜で感謝の一言に尽きます。
　今後はこの栄誉に恥じることのないよう一層精進する所存ですので、皆様の一層のご支援をお願い
申し上げます。

（政府広報オンライン「勲章のはなし」抜粋）
叙勲の概要
１．栄典制度
　　�　国や公共のために功労のあった者、社会の各分野において優れた行いのあった者などに対し、
国としてその功績や業績を表彰するために、「栄典制度」が設けられ、その栄誉のしるしとして
勲章や褒章が授与される。

　　�　わが国の栄典制度は明治以来の長い歴史と伝統があり、幾度かの改正や見直しが行われ現在に
至っている。

２．栄典の種類
　　　勲章と褒章の2つがあり、功績の内容に応じていくつかの種類がある。
　　　【勲章の種類】
　　　勲章には、大勲位菊花章、桐花大綬章、旭日章、瑞宝章、文化勲章などがある。
　　　旭日章は、功績の内容に着目し、顕著な功績を挙げた者に授与される勲章



2022年11月３日 山陽新聞掲載

　　　瑞宝章は、公務などに長年にわたり従事し、成績を挙げた者に授与される勲章
　　　文化勲章は、科学や文化の発達に関し特に顕著な功績のある者に授与される勲章

　　　【褒章の種類】
　　　褒章は、授与対象に応じて6種類ある。
　　　紅綬褒章は、自己の危難を顧みず人命の救助に尽力した者に授与される褒章
　　　�緑綬褒章は、長年にわたり社会に奉仕する活動（ボランティア活動）に従事し、顕著な実績を

挙げた方に授与される褒章
　　　�黄綬褒章は、農業、商業、工業等の業務に精励し、他の模範となるような技術や事績を有する

者に授与される褒章
　　　�紫綬褒章は、科学技術分野における発明・発見や、学術及びスポーツ・芸術文化分野における

優れた業績を挙げた者に授与される褒章
　　　�藍綬褒章は、会社経営、各種団体での活動等を通じて、産業の振興、社会福祉の増進等に優れ

た業績を挙げた者や国や地方公共団体から依頼されて行われる公共の事務（保護司、民生・児
童委員、調停委員等の事務）に尽力した者に授与される褒章

　　　紺綬褒章は、公益のため私財を寄附した者に授与される褒章

３．叙勲発令
　　　各府省の大臣などから内閣総理大臣に推薦された候補者は、審査を経て、閣議で決定される。
　　　「春秋叙勲」では、毎回おおむね4,000名の方に勲章が授与される。
　　　「春秋褒章」では、毎回おおむね800名の方に褒章が授与される。

　　�　勲章と褒章の候補者は、各府省の大臣などから内閣総理大臣に推薦され、内閣府賞勲局での審
査を経て、閣議決定の後、天皇陛下の御裁可を得て発令される。

４．その他の叙勲
　　　危険性の高い仕事をした者、功労があった高齢の者、外国の国賓や公賓などにも。
　　　春秋叙勲のほかに、次のような叙勲もある。
　　　危険業務従事者叙勲：�著しく危険性の高い業務に精励した者のうち、国または公共に対し功労の

ある者が対象となる。（警察官、自衛官、消防吏員、海上保安官など）
　　　高 齢 者 叙 勲：�春秋叙勲でいまだ受章されていない功労者に対して、88歳に達した機会に

勲章を授与している。
　　　死 亡 叙 勲：勲章授与の対象となる者が死亡した場合は、速やかに勲章を授与する。
　　　外 国 人 叙 勲：�日本との友好親善などに顕著な功績のあった外国人に対する叙勲（春秋外

国人叙勲）と、来日した国賓や、離任する特定国の駐日大使などに対して
実施する叙勲（儀礼叙勲）がある。

５．瑞宝章種類
　　　瑞宝大綬章、瑞宝重光章、瑞宝中綬章、瑞宝小綬章、瑞宝双光章、瑞宝単光章



�
会報委員会：永山雅己、堀川洋子、難波佳那、髙取　新


