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本日のプログラム
　「お祝い行事」
　「岡山東 RC 奨励賞表彰式」
　「PETS 報告」　諸國眞太郎 会長エレクト

６月11日のプログラム
　チャーターナイト記念特別夜間例会
　（アークホテル岡山）

例会報告（3/19）

出席報告
会員数　101名（内出席免除者28名）
出席者　71名（内出席免除者出席８名）
出席率　87.65％（前々回訂正後出席率88.66％）
ビジター　０名

会長挨拶
　皆様，こんにちは。世界にコロナウイルスが拡散する中，本日も岡山東ロータリークラブの例会にご出
席いただき本当にありがとうございます。政府指導，自粛という中で本日の例会開催について如何なもの
かと思案しましたが，岡山で発症例があれば，休会ということも考え，また岡山ロータリークラブも同じ
方針ということでした。幸いに岡山に発症という報告もなく，本日の例会を開くことにしました。
　RI マーク・マローニー会長よりのメッセージを要約しますと，

「現在，新型コロナウイルスが，私達の生活のあらゆる側面にリアルタイムで影響を及ぼしており，ロータ
リアンは通常と異なる事態に直面しております。『世界を変える行動』として，自由に動き，会合を開き，
支援の手を差し伸べて世界に関与できることが，最善の状態でありますが，目下の状態では一緒に学び，
成長し，奉仕することが非常に困難になっております。しかし，ロータリアンとし，今こそ地元と世界中
の地域社会を守り，かつ強化するために多くを実現する団体の一員であることを，かつてない程の誇りと
することができるでしょう。」と言われております。
　我々岡山東ロータリークラブの一員とし，小さな一つひとつの積み重ねで，岡山地区に発症例をださな
いための自己責任として，行動していくようお願い申し上げます。今100名を有するロータリークラブであ
り，クラスターなど言われる今日は，先般の理事会において，会長，幹事にあらゆる行事の開催中止の決
断を委ねられており，何時収束するか見えておりません。また，どのような方向になるかもわかりません
が，会員とご家族，そして社員の健康を守るために，あらゆる情報を収集し，これにあたるよう努力する
所存です。

第９回理事会報告 
１． 新型コロナウイルスに起因する，３月末までの例会及び事業の開催の可否について，会長・幹事

に権限を一任することで承認されました。
２．横山光彦被推薦者の新会員選挙について，承認されました。

お 食 事
シャリアピンステーキ 温野菜添え，スー
プ，サラダ，ライス，コーヒー



３．日名会員，浮田会員，安藤会員の出席規定の適用免除が承認されました。
４．社会奉仕委員会「岡山ピノキオ基金」支援事業について，承認されました。
５．社会福祉法人新天地育児院 習いごと里親支援事業について承認されました。

幹事報告
１．４月４日（土）に開催予定の第８・第９グループ合同 I.M. ですが，新型コロナウイルス感染について

収束の見通しがないということで中止となりました。
２．４月２日（木）に開催予定でした第４回 I.D.M. ですが，新型コロナウイルス感染について収束の見通

しがないとのことで中止となりました。
３．３月のロータリーレートは，１ドル＝110円です。
４．他クラブの週報を回覧いたします。

次年度幹事報告
　本日18時30分より第１回被選クラブ協議会を，岡山プラザホテル２階「吉備の間」にて開催いたします。
次年度理事および役員，委員長の皆様，よろしくお願いいたします。また，理事の皆様は，先週の第１回
被選理事会で配布しました黄色いファイルに入れて必ずご持参ください。

米山記念奨学金の授与
　米山記念奨学生の王思佳さんに藤岡会長より３月の奨学金が授与
されました。
　王思佳さんは今月をもって奨学期間が終了になり，最後に「この
一年間皆様のおかげで楽しい１年を過ごすことができました。これ
からも日本にいますので，皆様にお声をおかけしたら，その時はよ
ろしくお願いします」とのお礼のご挨拶をいただきました。

お祝い行事
会員誕生日　　　福武，佐藤，土井，影山，中井，糸島，米田，北村，堀，勘藤，松本
会員夫人誕生日　根木，髙山，奥野，藤坂，松永，影山，和氣，石田，若林，内山（淳），近藤（典）
結婚記念日　　　辻，山下（貴），平井，西本，更井，米田，諸國，若林

　皆様初めまして。今日は藤岡会長様よりですね，「ちょっと住職話をしてくれん
か。」とお話をいただきました。よろしくお願いします。
　よく僧侶だという話をするときかれることが限られてくるんです。ひとつはお
酒飲んでいいの，もうひとつは肉食べていいの。さすがに修行の時は飲んだり食
べたりしないんですが，般若道は昔はあまりにも寒すぎてこっそり飲んでたらし
いんです。肉に関しては本当に申し訳ないですが焼き肉が大好きで，１ヶ月に何
回か行かせていただいたりもあります。
　皆様なかなか話を聞くことはないと思うんですが，僧侶になる資格というのが
あります。
　まず得度（とくど）。得度というのは要はお坊さんになりますと宣言をするわけです。それは誰でもでき
ます。僕も小学校５年生のときに父親に騙されてつれていかれました。突然お前丸刈りにしろと言われて
ですね。さらにじゃあいくぞと言われて一泊二日の研修につれて行かれました。これが土定（どじょう）と
言いましてですね，お坊さんになると宣言をしたあとにその一泊二日の研修に行きます。そのあと本山の
心経堂というところに35日こもってご給仕をさせてもらって初めて僧侶の資格を取らせていただけます。
　日蓮宗の場合，僧侶を育てるのとは別に各部署のエキスパートの育てる部門というものがあります。布
教師，霊断師，声明師，修法師というものがあります。布教師といいますのはお話のプロです。霊断師と
いうのは，簡単に言うと占いですね。いろんなことを占う部署。そして声明師これは，法要のプロですね。
これは全国だれがどこでここで法要しろと言われてもこの法要の資格を持っていたら必ずできますし，大
きなそういうイベントのことはすべて取り仕切らせていただく，そういう資格です。そして修法師といい
ますのが，ご祈祷ができる資格です。修法とは皆さん何だと思われるんで，稲荷さんでカチカチするもの
のを，今日持って来ました。これを木釼（ぼっけん）というんですが，これで音を出してご祈祷をするんで

「信じるか　信じないかは　あなた次第」 日蓮宗 宗蓮寺 住職　垣本良明 様

３月19日のプログラム



すけども，ちょっと鳴らしてみますね。これで魔を払うというんです。
　けども，毎年11月１日から翌年の２月10日までの百日の荒行堂に行かないと
振ることができません。荒行堂は百日間，冬の期間にするのも決まっていま
す。それは僧侶の中でも志した人が行くところでありまして，そこにはその期
間全国から100から150人ずつが集まって毎年修行をさせていただいておりま
す。その修行の内容と言いますのは，朝夕お粥と味噌汁。そして１日７回の水
行，朝３時，６時，９時，正午，昼の３時，６時，最後が夜中の11時と，この
７回水をかぶります。それ以外は本堂の中堂に座ってひたすらお経を読む。そ
れを百日間繰り返します。長いときはわたしは４時間ずっと正座，そのあと

「立て」と言われても立てないですよ。そうすると「なぜ立てないんだ」と叱
られるんですけれども，普通に考えて４時間も正座させられて立て言われても
立てないですよ。でもそれでもそれをしながら百日間水をかぶってお経をあげてしないと木釼相承という，
カチカチをする資格を与えられません。私は５回行かせていただいておりまして，５回目は免許皆伝で教
えられる側になるんですけれども，１回目は木釼を振れる資格をもらう，２回目が信者がよく紙を切って
飾ってますよね。あの幣束を切れるその相伝を教えていただけます。そして３回目が大黒相承，大黒様を
自分で開眼して人にお渡しできる資格をいただけます。そして４回目が水神様・龍神様をお祀りすること
ができる。そして５回目が免許皆伝で，教える方になれるという感じですね。
　修行に行って何を得られるかというのをよく聞かれるんですけども，「何か見えるようになったんか」

「神通力を得たんか」「何かできるんじゃないんか」とよく言われるんですけれども，自分的には何も急に
見えるようになったりとかはないんですけれども，やはり何か感じるものがある，見えたりするっていう
のが，あれは実はそうだったんじゃないかなというふうに思うことがあります。
　東日本大震災のあとに我々もボランティアで行かせていただき，また３年続けて宮城，岩手，福島と
順々に慰霊に行かせていただきました。
　その中で不思議に思ったことがあります。各県に１つずつ慰霊塔を作ろうということでもう場所も決め
て魂入れをしに行くだけでした。どういうわけかその木釼を振る人の中の１番メインの人が不思議と行け
なくなったんですよ。次誰だってなったら，荒行に「おまえ４回行ってるからやれ」と言われて私がそれ
をさせていただきました。２回目，福島の時も，急にカチカチをする人が行けなくなって私がさせていた
だいて，岩手もそうでした。不思議だなと思ったんですけど，一緒に行ってた後輩が「それは垣本上人に
ふってほしいからそういうふうになったんですよ」と。ああそうですかってなったんですが。最終日ホテ
ルに，被災地最後の，修理したホテルに泊まらせていただいて，そのときにまた霊現象といいますか，そ
ういうのが体験いたしまして。部屋を閉めて鍵をみたときにその部屋番号が311だったときにはっとしまし
たね。こういうことがあるんだと思って，という風な経験をいたしました。
　最後に，コンビニはですね，全国にどのくらいあるかご存知ですよね。約５万軒全国に展開していて，
そしてお寺の数は全国に７万軒あります。コンビニよりお寺の数の方が多いんです。お寺というのは亡く
なったときにしかお世話にならないという方が多いんじゃないかと思うんですが，コンビニより多くのお
寺がございます。いろんな相談とかも聞いてもらえますのでぜひともお寺を活用していただきたいなとお
願いをして，今日のお話にかえさせていただきたいと思います。長時間ありがとうございました。

会長メッセージ（4/2例会休会について）（3/30）　
拝啓　桜花を愛でる季節，お元気にお暮しの御事大慶に存じ上げます。しかし，新型コロナウイルス感染
拡大の暗いニュースばかりで，不安な日々が続いております。
　先週，数名の方々と例会開催の是非について相談し，４月第１例会の開催を，幹事に指示しておりまし
た。しかし数日後，国内の感染者数が急速に増加し，当地岡山でも新たな感染者が確認されました。
　いろいろのご意見もありますが，近隣地区のクラブ例会の自粛の数も増えています。我がクラブとして
も社会のモラルリーダーたるロータリアンが社会の模範となるような行動，実践をしなければなりません。
苦渋の選択ですが，会員とそのご家族のご健康のため，地
域の感染拡大阻止のために４月２日の第１例会を休会とし，
その後の経過を見て，理事会において開催有無を検討した
いと考えております。私自身会長とし，皆様にお会いする
ことが，唯一の楽しみとしているだけに，残念に思ってお
りますが，ご理解くださいますようお願い申し上げます。

敬具
岡山東ロータリークラブ

会長　藤岡　千秋
幹事　貝原　明宏



　2020年５月31日（日），ベトナム南部で活動している米山奨学生 OB/OG のグループ８人と共に，『ベトナ
ム孤児院児童の笑顔を輝き育成事業』を３ヶ所の施設にて実施しました。新型コロナウイルスの感染防止
措置に伴い，現在，ベトナムでは外国人の入国停止を実施しているため，岡山東 RC からは，現地に在留し
ている安藤が出席しました。

　市内中心部より車で約１時間。最初の施設は，Thiên Phước/ ティエンフックという，先天性脳障害の子
供達を養護している孤児院です。親の離婚や育児放棄などにより，現在，６歳から18歳までの60人の子供
達がいます。半数は歩くことも話すこともできず，12人のボランティアスタッフがお世話をしています。
当クラブからは，ミルクを作ったり消毒をするためのウォーターサーバー２台を，米山 OB/OG グループは
生活必需品を，それぞれ寄贈しました。

　２番目の施設は，KIM CƯƠNG TƯƠI ĐẸP/ キムクォントゥオイデップという，骨形成不全症（身体の骨が
正常に育たずもろいため，すぐに骨折してしまう先天性の疾患）の子供達22人を養護している孤児院です。
ベトナム語では「ガラスの骨の病気」と訳されており，孤児のほとんどの患者がここに収容されているそ
うです（ベトナム国内は二ヶ所しかない）。当クラブからは，スピーカーと網ベッド４台，日本の絵本（ベト
ナム語に翻訳済み）を寄贈しました。
　絵本は子供達が奪い合うように取り合い，熱心に読んでいました。また，スピーカーはスマートフォン
と接続して，歌の練習に利用するようで，早速，女の子がベトナム語の歌を熱唱。記念すべき一曲目のタ
イトルは『大好きなお母さんへ』－－『私の人生をありがとう，お母さん♪』。

ベトナム孤児院児童の笑顔と輝き育成事業　5/31

贈呈式 寄贈したウォーターサーバー 寝たきりの子どもたち

贈呈式 寄贈した絵本には「日本国・岡山東 RC
より寄贈」というスタンプを捺印

寄贈したスピーカー，網ベッドと絵本



　３番目の施設は，Mái Ấm Minh Tâm/ ミンタム孤児院です。リンソン寺に併設されており，尼さんが18人
の子供を育てています。ここは昨年度（舟橋会長年度）に，DWCS 地区世界社会奉仕事業で図書を寄贈した
施設であり，今回の往訪ではブンフエチャイ（精進料理の麺）を振る舞っていただきました。当クラブから
は，テレビと日本の絵本を，米山 OB/OG グループはウォーターサーバーと生活必需品を，それぞれ寄贈し
ました。

　今回の事業実施にあたり，多大なるご尽力をいただきました，ベトナム南部米山奨学生 OB/OG グループ
（代表：Lan さん）の皆さまに厚く御礼申し上げます。

　最後に・・・
　４月１日から22日までの間，ベトナムは首相指示により社
会的隔離措置を全国で実施，不要不急の外出と営業制限がな
されました。感染者の濃厚接触者とその接触者は隔離され，
レストランは宅配のみ営業可，病院や生鮮食料品店等以外の
営業停止などを経て，執筆時現在，国内感染は45日間ゼロが
続いています。
　施設へ向かう車の中で聞いたのですが，その頃（４月下旬），
米山奨学生 OB/OG グループの中では，日本にマスクを送ろ
うという計画が議論されていたそうです。平常時，日本で販
売されているマスクの約８割は輸入品であり，輸入の第二位
はベトナム産なのだそうです。しかしながら，当時は国内消
費優先のため，マスクは輸出規制されており，実現しなかったそうです。５枚入りのマスクを購入するこ
とも困難だった時に，日本の状況を報道で知り，恩返しを考えるその精神は「超我の奉仕」そのものであ
り，それを“背負って”活動している米山奨学生 OB/OG の皆さんに，私は脱帽しました。
 ［文章・写真提供：安藤究真 親睦活動委員長］

　新型コロナウイルス感染症による世界的な移動制限で急遽
変更となった「ベトナム孤児院児童の笑顔と輝き育成事業」
が５月31日（日）安藤親睦活動委員長の出席のもと執り行われ
ました。岡山東ロータリークラブの会長・幹事の「新型コロ
ナウイルス感染症蔓延で人々の心が沈んでいる時こそ，岡山
東 RC としてできることをやりましょう」とご英断いただき，
事業内容を変更の上，ベトナム事業継続となりました。安藤
親睦活動委員長をはじめとして，ベトナム在住の米山学友会
OB/OG グループのお力とサポートしていただいた当クラブ会
員の皆様のお蔭で無事終了いたしました。
　移動制限で４か月近く日本に帰国できなかった安藤親睦活
動委員長には，ベトナムで陣頭指揮を執っていただき，自ら
バイクで重い本を運んだり，贈呈式に出席いただくなど，超
我の奉仕の精神でご尽力いただき感謝申し上げます。
 ［文章提供：辻和英 国際奉仕委員長，写真提供：貝原明宏 幹事］

贈呈式 寄贈したテレビ 昨年度に寄贈した図書

2020年１月，貝原幹事，
佐々木副会長，辻国際奉仕委員長，
安藤親睦委員長と下見の際の写真



職業奉仕委員会事業「医療現場に支援をしよう！」（4/24）　
　４月24日（金），職業奉仕委員会事業として，我がクラブ
の医療に従事している会員17名に対し，マスク各1,000枚を
贈呈し，各医療現場にて活用していただく事業を行いまし
た。貝原幹事のルートで入手したマスクを近藤職業奉仕委
員長とともに仕分け作業を行い，会員の医療現場に発送さ
せていただきました。
　事業の詳細は５月の週報号外のとおりですが，５月14日
付で当クラブより受けとっていただいた岡山ろうさい病院
三好新一郎院長と園部宏会員のお写真について提供を受け
ましたので掲載させていただきます。

「社会福祉法人新天地育児院に奉仕のマスクを」（4/26）　
　2020年４月時点で，新型コロナウイルス感染拡大防止の
ためマスクが欠かせないところ，不足しているとの申し出
を社会福祉法人新天地育児院から受け，貝原幹事の入手
ルートを通じて調達したマスク500枚を井上社会奉仕委員長
が持参し，４月26日（日）新天地育児院に贈呈しました。大
変喜ばれておりました。また新天地育児院の歴史を学ぶべ
く，石井十次の功績を後世に語り継ぐ冊子「石井十次の教
えを今に」を購入し，改めて石井十次の残した業績に感銘
を受けました。

６月の月間行事予定  ロータリー親睦活動月間

例 会 行 事 プ ロ グ ラ ム そ の 他 の 行 事

４日通常例会

11日特別例会

18日通常例会

25日通常例会

・「お祝い行事」
・「岡山東 RC 奨励賞授賞式」
・「PETS 報告」諸國眞太郎 会長エレクト
・チャーターナイト記念特別夜間例会
　（アークホテル岡山）
・「退任挨拶」　近藤聡司 職業奉仕委員長，
　　　　　　　井上和宣 社会奉仕委員長，
　　　　　　　辻和英 国際奉仕委員長，
　　　　　　　高橋憲志 青少年奉仕委員長
・「退任挨拶」　藤岡千秋 会長，貝原明宏 幹事，
　　　　　　　佐々木篤 副会長，大西直規 S.A.A.

４日　　　・第12回理事会
14日　　　・ゴルフ同好会
　　　　　　（東児が丘マリンヒルズ GC）
20〜26日　・バーチャル国際大会
20日　　　・「東風の会」
25日　　　・第２回クラブ協議会
　　　　　・ 藤岡千秋会長から理事および役

員，委員長の皆様への「感謝の
つどい」

６月の月間メニュー

４日通常例会
11日特別例会
18日通常例会

25日通常例会

・（ミリオンダラーミール）プラザ特製チキンインドカリー，スパゲッティサラダ，コーヒー
・チャーターナイト記念特別夜間例会（アークホテル岡山）
・ 冷製コーンカップスープ，国産サーロインのローストビーフ グラスビアンソースとレフォール

添え，温野菜（ポテトガレット・焼き茄子・人参・アスパラガス），スモークサーモンとアボカ
ドのサラダ，ライス，チーズケーキフルーツ添え，コーヒー

・ 牛蒡のポタージュスープ，黒毛和牛フィレステーキ 温野菜添え デミグラスソース，季節野菜の
サラダ，ライス，ホテルアイスクリーム，コーヒー
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また2021年６月，国際年次大会でエネルギッシュな台北を
楽しもう！ 


