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本日のプログラム
　「ホテルの楽・苦〜福岡編〜」藤崎信明 会員
　「地域を元気にする」松尾政典 会員

11月7日のプログラム
　「お祝行事」
　「年次総会」
　「ロータリー財団月間にちなんで」
　横手典明 ロータリー財団委員長

　●10月31日は例会休会（定款第８条第１節による休会）

例会報告（10/17）

出席報告
会員数　102名（内出席免除者15名）
出席者　81名（内出席免除者出席12名）
出席率　81.82％（前々回訂正後出席率90.91％）
ビジター　０名

会長挨拶
　皆様，こんにちは。本日も多くの会員の皆様に出席いただきありがとうございます。この度の台風19号
の爪痕は甚大なものでお亡くなりになられた方に対し，お悔みを申しあげるとともに，災害にあわれた
方々に対しお見舞いを申し上げたいと思います。なお，この度の広範囲にわたる災害に対し，我々ロータ
リークラブとしお見舞いの寄付もさることながら，現地に本当に必要な物資をもってのお見舞いについて
討議し，しかるべきお見舞いをするということが菅野副 S.A.A. から提案がありまして，この件については
早速に理事会を開いて実施したいと考えておりますのでよろしくお願いします。
　先日の社会奉仕委員会・青少年奉仕委員会による「大規模災害被災地児童 つながるプロジェクト」の
キャンプが真備と福島の非常に多くの子供たちと，YMCA せとうちとボランティアの方を含めて盛大に楽
しく行われましたことを報告いたします。
　今月は米山記念月間です。ロータリー米山記念奨学会は，米山梅吉翁が1952年東京 RC の奨学事業として
構想を立案し，米山基金の募金活動を開始しました。1957年に新組織ロータリー米山記念奨学会を結成し，
その後1967年財団法人米山記念奨学会とし，今日となっております。事業としては，将来日本と世界を
結ぶ「懸け橋」となって国際社会で活躍するロータリー運動の良き理解者となる人材を育成することから

「平和と国際理解の推進」であります。よくいわれることですが，なぜ外国人留学生なのかということです
が，将来の日本の生きる道は平和しかなく，その平和日本を世界に理解させるためには，アジアの国々か
ら一人でも多くの留学生を招いて，平和日本を肌で感じてもらうしかない。それこそ，日本のロータリー
にふさわしい国際奉仕事業ではないでしょうか。
　現在，毎年15億程度の寄付があり，それを財源とし運用されております。2018年度の奨学生数は852人，
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これまでの支援してきた奨学生は約21,000人，出身国は世界127ヶ国，主な国は中国約８万人，ベトナム約
3.5万人，ネパール約1.5万人，韓国約4,500人，台湾約3,500人，奨学期間終了後，米山奨学生学友会に所属
し，日本ロータリーとの「懸け橋」となる活動をしており，学友会からのロータリアンになるケースもあ
り，また母国から奨学事業を支援するため学友会からの寄付をしており，約3,500万円程度の寄付となって
おります。
　ちなみに奨学生の選考対象は，①学業②異文化の理解③コミュニケーション能力の三項目で審査をされ
て今に至っております。それでは例会を楽しんでください。

幹事報告
１．台風15号千葉県災害復旧支援義援金の募金箱をもう一度回させていただきたいと思います。ご協力

の程よろしくお願いいたします。
２．本日18時30分より岡山プラザホテルにおいて，第２回クラブ・フォーラムを開催いたしますので，

出席予定の方はよろしくお願いいたします。
３．20日（日）に出雲市で行われる地区大会ですが，当クラブで用意するバスで行かれる方は基本19日

（土）10時50分にここプラザホテルに集合となっております。自家用車で向かわれる方は足立美術館
に同日14時，玉造温泉が同日17時合流となっております。また，地区大会当日会場へ向かわれる方
は駐車場の案内と駐車許可書をお渡ししますので松本副幹事の方へお申し出下さい。地区大会当日
の受付が９時からとなっておりますのでそれまでにお越し下さい。集合写真も受付が終わり次第メ
イン看板の前で撮影予定としております。その他，詳細で不明な点がある方は松本副幹事の方へご
確認お願いいたします。

４．他クラブ週報を回覧いたします。

委員会報告
●親睦活動委員会　安藤究真 委員長
　本日例会終了後，４階烏城の間におきまして親睦活動委員会を開きますので，出席予定の方はよろしく
お願いします。

●会報委員会　横田亮 委員長
　10月14日（月）までに行われた地区補助金事業は，本日お配りした最新の週報には掲載できておりません。
週報の作業工程上，大原則として例会がある週の４日前日曜日までの事業について，３日前の月曜朝10時
に友野印刷に入稿しております。ご理解ください。また10月22日（火・祝）の第３回ゴルフ同好会記事が11
月７日の週報での掲載になることも何卒ご容赦ください。

●ゴルフ同好会　髙橋治朗 会員
　10月22日（火・祝）の第３回ゴルフ同好会が開催されます。すでに組合せについては参加者の皆様にご案
内させて頂いておりますが，ゴルフ場集合時間は８時30分となっております。よろしくお願いします。

●麻雀同好会「東風の会」　佐々木篤 同好会幹事
　本日，会員の皆様に「東風の会」第２回競技会の案内をポスティングさせて頂いております。11月14日

（木）18時30分，場所はロイヤルマージャン CL となっております。ふるってご参加をお願いします。

●広報委員会　冨山直司 委員長
「ロータリーの友」10月号のご紹介をさせていただきます。
（横組み記事）「米山月間特集」
　 特集「ようこそ日本へ！　マローニーRI 会長夫妻」（８ページ〜）：マローニーRI 会長の来日記事，福島

相双地区訪問の記事（12ページ）。
　特集「米山月間」（19ページ〜）：「モンゴルで強く固く結ばれた絆」（19ページ）

（縦組み記事）
　 スピーチ「社会変化を的確に捉えることの重要性と地域イノベーションのおもしろさ」（４ページ〜）：西

村訓弘三重大学副学長による地方創生に関するスピーチ
　 「この人訪ねて」（９ページ〜）：横浜ロータリークラブ・工藤誠一さんによる聖光学院の学校づくりに関

する記事



　皆さんこんにちは。本日は本来ならサイバーダイン社の山海嘉之社長がお話す
るべきことですが，こちらに来ることができませんので，私が代わってお話しさ
せていただきます。私と山海社長は同級生つながりです。
　それではロボットスーツ「HAL」についてご説明させていただきます。山海
社長については「カンブリア宮殿」や「仕事の流儀」で見かけております。山海
嘉之社長は現役の筑波大学の教授であり，上場企業であるサイバーダインの代表
取締役であり，内閣府の重介護ゼロ社会を実現する革新的サイバニックシステム
ImPACT プログラム・マネージャーもしております。
　日本の人口推移を見てみます。日本の人口は2050年には９千万人を切るのでは
と言われております。ただ65歳以上のご高齢の方は４割近くになり，要介護高齢者の増加と労働力人口の
減少があり，そこにロボット技術の活用が叫ばれるのではないかと言われております。
　皆さんはロボットといえば工作ロボットを思い浮かべられると思いますが，ロボットスーツ「HAL」は
人間の意思に従って動くロボットで，身体機能を改善・補助・拡張・再生することができる，世界初の装
着型サイボーグです。HAL は Hybrid Assistive Limb の略で，身体機能再生・改善・補助ができる世界初
のサイボーグ型ロボットです。人が体を動かそうとすると，その運動意思に従って脳から神経を通じて筋
肉に信号が伝わり，その際，微弱な「生体電位信号」が体表に漏れ出してきます。「HAL」は，装着者の

「生体電位信号」を皮膚に貼ったセンサーで検出し，意思に従った動作を実現します。その他，さまざまな
情報を組み合わせて，装着者がどのような動作をしたいと考えているのかを「HAL」は認識しアシストす
る仕組みです。
　「HAL」には下肢タイプ，腰タイプがあり，ALS・筋ジストロフィーを抑える効果があると2015年に厚
労省が認めまして，今，保険が適用されております。薬がないので，このようなロボットで延命をしてい
ただきます。医療用でない下肢タイプとして，脊髄損傷の患者さんが装着してリハビリをしている画像を
お見せしますが，「HAL」を装着してトレーニングをすることで足がスムースに動くようになります。ドイ
ツではこのロボットスーツ「HAL」を使って，車椅子から自分の足で動こうとするトレーニングに採用さ
れております。介護士の方に使っていただく補助スーツもあります。介護で腰を痛められる方が多いため，
そういう方の身体機能の補助にも使われております。
　ここからは話が変わりますが，サイバーダインは作業用スーツも作っており，職場における高齢化問題
に対応し，新たな労働力の創出あるいは現在働いている方に長く働いてもらいたいということでロボット
スーツの活用が叫ばれております。腰痛をとりまく環境はさまざまですが，職場での業務上の腰痛は休業
４日以上の疾患の６割を占める労働災害と言われております。腰痛を発生させるメカニズムは椎間板の痛
みですが，ロボットを導入する目的には椎間板の機能補助があります。それから作業者の満足度確保・人
材確保のために「HAL」を導入しようとする機運が高まっております。今，「HAL」は自動車メーカーや食
品メーカー・航空会社・建設現場などいろいろなところに入っております。例えば重たいパネルを持ち上
げることで腰痛になる方がいらっしゃいます。
　サイバーダインは日本ベンチャー大賞を受賞しております。
　それでは残りの時間では，ロボットスーツを装着して試していただきます。腰の負担をかなり軽くして
持ち上げていただくことができます。また脳卒中からのリハビリ用に腕を動かすためにも使っていただく
ことができます。

「ロボットスーツ『HAL』について」
株式会社エネルギア・コミュニケーションズ　　　　
ソリューション営業本部新サービス推進プロジェクト
ロボット営業推進 プロジェクト長　目黒裕 様　　 　

10月17日のプログラム

自立支援用単関節タイプを装着する影山修司会員腰タイプ作業支援用を装着する近藤郁母会員



第２回指名委員会（10/17）　
日　時：2019年10月17日（木）13時30分〜
場　所：岡山プラザホテル 4階「鷲羽の間」
出席者： 藤岡・齊藤（博）・藤井・諸國・佐々木・大西・菅野・舟橋・石井・大塚・堀・横田・近藤（聡）・ 

井上（和）・横手・高橋（憲）・内山（淳）・貝原・松本
欠席者：糸島・安藤・辻
　上記により第２回指名委員会が開催され，2021-22年度会長（2020-21年度会長エレクト）の氏名の受諾及
び2020-21年度副幹事・副 S.A.A. の指名について話し合いが行われました。

岡山後楽園和文化フェスティバル園遊会への外国人留学生参加後援事業（10/17）　

　10月17日（木），岡山東 RC の国際奉仕事業として，岡山後楽園和文化フェスティバル園遊会の招待券40
名分を，岡山外語学院に贈呈いたしました。11月９日（土）に後楽園で開催される岡山後楽園和文化フェス
ティバル園遊会に，外国人留学生が参加していただくことで，外国の方々が楽しみながら和文化に触れ，
日本のことをより深く知っていただくことを目的にした事業です。
　岡山外語学院の片山浩子理事長から，「外国人留学生が和文化フェスティバルに行って日本の伝統の文化
に触れることで，日本に対する理解が深まり，将来の日本と外国との交流がより深まると思います」とい
うお礼のお言葉を頂戴いたしました。 ［文章・写真提供：辻和英 国際奉仕委員長］

第２回クラブフォーラム（10/17）　

　10月17日（木）18時30分より，岡山プラザホテル「鶴鳴の間」にて第２回クラブフォーラムが会員49名の
出席のもと開催されました。藤岡会長の，全員からいろいろな意見をいただくことでフォーラムを素晴ら
しいものにしたいという挨拶のとおり，広く会員からの意見を求めて討論を行いました。
　パネリストの石井英行会員選考委員長及び北村正発職業分類委員長から，RI での規定審議会での規定の
変更の報告及び会員選考の基準と出席状況に照らしての問題提起があり，追加して鳥居滋パストガバナー
から RI における規定改定の背景が述べられました。大塚会員増強委員長からは他クラブの実例調査報告が
述べられました。藤岡会長からは，PETS で伝えられた世界のロータリークラブの現状が紹介され，当クラ
ブとしては今までの流れで，気品・高潔性を保って運営する指針が述べられ，続いて会員からの意見を募
りました。
　サブテーマの「岡山東 RC 奨励賞実施委員会について」は舟橋弘晃委員長より，委員会設置の歴史的経緯
と現状報告があり，制度の継続性と運用のさらなる改善について意見が交わされました。そして舟橋弘晃
ロータリー情報委員長による会員意見の総括でフォーラムは終了しました。

集合写真片山浩子理事長へチケット贈呈



　岡山東ロータリークラブ社会奉仕委員会，青少年奉仕委員会の合同事業（ロータリー財団 地区補助金事
業）といたしまして，当クラブから15名，YMCA せとうち理事・副主事の白鳥雅人さん，スタッフの有安
紀さんをはじめボランティア大学生など16名のスタッフと，10月12日（土）から14日（月・祝）にかけて「大
規模災害被災地児童　つながるプロジェクト　地域と日本の未来のために Part２リフレッシュキャンプ」
を，真備の小学生40名，福島県の中学生３名とともに，香川県小豆郡土庄町 YMCA 神戸余島野外活動セン
ターにて開催しました。
　藤岡会長の挨拶からオープニングセレモニーが始まりました。

ディスカッション　全景

北村正発職業分類委員長藤岡千秋会長　開会挨拶 石井英行会員選考委員長

大塚学会員増強委員長鳥居滋パストガバナーの補足説明 舟橋弘晃ロータリー情報委員長講評

大規模災害被災地児童 つながるプロジェクト 地域と日本の未来のために PART2

リフレッシュキャンプ



　オープニングセレモニーの後は早速グループに分かれてゲームやアーチェリーをしたり，釣りにタコ取
りやシーカヤックなどの体験を通して参加した児童たちはいきいきと活動を行いました。

　夜は子供たちは食事，キャンプファイヤーを楽しくすごしました。最終日のギリギリまでキャンプを楽
しんだ子供たちは今回のテーマの通り，未来の為にみんなしっかりつながっていたようです。

　14日（月・祝）はスタッフの皆さんとの別れを惜しみながら，部屋の片づけや修了式を経て，再会を誓い
ながら帰宅の途に無事つきました。

　今回キャンプに参加，協力いただいたクラブ会員にも気づきの多い心に残る事業となったことと思います。
参加した真備の児童にとって，YMCA スタッフや当クラブ会員とのふれあいを通じた経験が，支援を受けて
復興を遂げた地元真備から，いつの日か今度は支援する側に回るきっかけとなることを願っています。
 ［文章・写真提供：貝原明宏 幹事］

井上社会奉仕委員長・貝原幹事事業説明オープニングセレモニー　藤岡会長挨拶



2019-20年度　RI 第 2690地区　地区大会　出雲旅行（10/19-20）　

　2019-20年度 RI 第2690地区 地区大会のために，足立美術館及び玉造温泉を訪れる旅行が親睦活動委員会
により企画され，岡山プラザホテルからのバス及びめいめいの交通手段で，足立美術館に集まりました。

　その後，玉造温泉・松乃湯で温泉，食事と懇親会を楽しみました。ガバナー補佐・会長・幹事会，RI 会
長代理歓迎晩餐会に出席した藤岡会長と貝原幹事も松乃湯に何とか間に合って，記念撮影をしました。

2019-20年度　RI 第 2690地区　地区大会（10/19-20）　

　10月19日（土）・20日（日）島根県出雲市において2019-20年度 RI 第2690地区 地区大会が開催され，19日
（土）には地区指導者育成セミナー，ガバナー補佐・会長・幹事会，RI 会長代理歓迎晩餐会，20日（日）には
オープニングに社会福祉法人いわみ福祉会芸能クラブによる日本遺産・石見神楽の披露があり，午前中に
本会議，午後に表彰と東国原英夫氏による記念講演，エクスカーション，が行われました。
　また，13日（日）には記念テニス大会（岡山市），18日（金）には記念ゴルフ大会も催され，岡山東 RC からは
いづも大社カントリークラブでのゴルフ大会に会員が参加し，３位に佐々木篤会員・６位に内山淳会員が
表彰を受けました。
　本会議は出雲市民会館にて RI 第2690地区内66クラブの会員，ご来賓を含む2021名が登録され（岡山東 RC
からは50名登録，30名実参加），盛大に行われました。
　地区大会の2018-19年度表彰では，我が岡山東 RC は次のとおり表彰にあずかりました。

【RI 表彰】● RI 会長特別賞　シルバー賞



【地区表彰】
●米山記念奨学会寄付達成クラブ，米山記念奨学金寄付総額上位５クラブ
●年次基金への寄付において１人当たり150ドル以上達成したクラブ
●会員増強目標達成クラブ（純増最低１人増強）
●米山記念奨学会普通寄付（年5,000円 / 人）かつ特別寄付（10,000円 / 人）達成クラブ

地区指導者育成セミナー，
ガバナー補佐・会長・幹事会

国際ロータリー会長代理ご夫妻歓迎晩餐会

本大会　オープニング　石見神楽（日本遺産） 古瀨倶之地区ガバナー

山崎淳一 RI 会長代理夫妻とアテンド
する鳥居滋パストガバナー夫妻

山代裕始地区大会実行委員長あいさつ ホストクラブ阿川嘉明出雲中央 RC 会
長歓迎のことば

藤原孝行島根県副知事による
島根県知事祝辞代読

長岡秀人出雲市長祝辞 参加クラブ紹介
岡山東ロータリークラブ

ロータリー財団メジャードナー表彰
< レベル１> を受賞する世良仁会員

感謝状贈呈を受ける荒川謙三
2018-19年度第９グループガバナー補佐

山崎淳一 RI 会長代理による講演



満90歳を迎えられた会員 坪井俊郎パスト会長を代理して表彰を
受ける舟橋弘晃直前会長

在籍50年になられた会員

会場に展示された
岡山東 RC 奉仕活動紹介のパネルと
藤岡千秋会長・舟橋弘晃直前会長

菊池捷男ガバナーエレクト（岡山西 RC） 次期地区大会ホストクラブ
岡山西 RC 挨拶

地区大会記念式典集合写真

18日（金）いづも大社カントリークラブでの記念ゴルフ大会
※ 国際ロータリー第2690地区2019-20年度古瀨倶之ガバナー事務所地区大会

関連写真ホームページより引用


