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本日のプログラム
　「お祝行事」
　「文化はまちづくりのインフラ」
　公益財団法人岡山文化芸術創造 専務理事
　髙次秀明 様（岡山 RC）

８月20日のプログラム
　「岡山県唯一のプロバスケットボールチーム TRYHOOP 岡山の軌跡」
　トライフープ岡山 代表取締役　中島聡 様

　●８月13日は休会（定款第７条第１節による）

会長からのメッセージ
会長　諸國眞太郎

　７月30日は，今年度初めてご夫人方をお招きする夜間例会「納涼例会」の予定でした。しかし，岡山市
の新型コロナウイルス PCR 陽性者が増加してきたため会の中止を決断しました。このような社会状況にも
かかわらずご出席を予定して下さっていました会員並びにご夫人方には大変申し訳なく思っています。
　ロータリークラブの夜間例会には，それぞれに意味があり「納涼例会」開催は，会長テーマ「一心（いっ
しん），心をひとつにして奉仕しよう」を会員の皆様には改めてお伝えし，ご夫人方にもご披露して皆様に
ご理解，ご指導，ご協力そして奉仕事業へのご参加をお願いする大切な意味がありましたので残念でなり
ません。
　新型コロナウイルス感染症の猛威はまだまだ衰える気配はありません。また，感染拡大防止と経済活動
の両輪を回す道筋がはっきりせず国民に両者の恐怖心のみが植え付けられているような気がしてなりませ
ん。
　私の願いは，ロータリー活動の継続です。残念ながら昨年度末に３名の会員が退会しました。今年度は
99名でのスタートです。岡山東ロータリークラブにとっても苦難の一年になるかもしれません。一生の友
を失わないように会を運営したいと考えています。そのためにも可能な限り感染対策を徹底して通常例会
を継続して実施する予定にしています。皆様よろしくお願い申し上げます。

例会報告（7/16）

出席報告
会員数　99名（内出席免除者16名）
出席者　79名（内出席免除者出席11名）
出席率　84.04％（前々回訂正後出席率95.83％）
ビジター　０名

お 食 事
（ミリオンダラーミール）ハヤシライス，サ
ラダ

７月30日（木）開催予定の納涼特別例会は新型コロナウィル
ス対応のため急遽中止されました。



会長挨拶
　本日は地区ガバナー公式訪問例会です。先ほど地区ガバナー菊池捷男様，地区代表幹事末吉誠一様と三
垣日出人副会長，髙山眞司会長エレクト，松本崇幹事，大塚学副幹事を交えて会長幹事懇談会を開催し，
クラブの概要，今年度の運営方針について説明させていただき，いろいろなご示唆をいただきました。ま
た，７月14日に開催されました県南16RC 正副会長幹事会で教えていただいた「菊池捷男のガバナー日誌」
を昨日分まで読ませていただきました。「ロータリーの友」で紹介されている通りの，お人柄がよくわかる
手八丁（書いてよし）の名文です。会員の皆様も是非目を通して下さい。本年度の第2690地区スローガンは

「こころの扉を開こう」です。地区ガバナー菊池捷男様のご指導を仰ぎ，学ばせていただきたいと思います。
　令和２年７月の豪雨はやっとひと段落したようですが，被災地の復旧には困難を極めると思われます。例年
はこの時期になると太平洋高気圧が勢力を増し，大陸から張り出している高気圧を北へ押し上げることで梅雨
が明けるのですが，今年はチベット高気圧の張り出しが強く，朝の天気図を見ても梅雨前線は日本列島の南海
上にありました。しばらくの間は前線の動きから目を離せません。それでは，例会をお楽しみください。

バナー贈呈
　地区ガバナー菊池捷男様より諸國眞太郎会長へ，2020-21年度国際ロータリーバナーの贈呈が行われました。

幹事報告
１．先週ご協力をお願いいたしました，九州地方をはじめとする豪雨災害に対する義援金は，78,766円お

寄せいただきました。ありがとうございました。特別会計予備費と合わせて10万円とし，第2690地
区　菊池捷男ガバナー事務所を通じて，被災地への支援をされる予定です。

２．７月14日（火），県南16RC 会長幹事会が開催されました。諸國眞太郎会長，三垣日出人副会長，松本
崇幹事，大塚学副幹事の４名で出席してまいりました。

３．来週の７月23日は法定休日（海の日）で例会はお休みです。次回の例会は，７月30日（木）18時30分か
ら，岡山プラザホテルにて，納涼特別例会となっております。お昼の例会はございませんので，よ
ろしくお願いいたします。

４．本日，８月27日（木）18時30分より開催の第１回クラブフォーラムのご案内をポスティングしており
ます。ご確認の程，よろしくお願いいたします。

５．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　宗森秀成 副委員長
　本日例会終了後，親睦活動委員会を開催いたしますので，ご参加予定の方はよろしくお願いいたします。

●ゴルフ同好会　宗森秀成 親睦活動副委員長
　本日例会終了後，ゴルフ同好会総会を例会会場にて開催いたしますので，ご参加予定の方はよろしくお
願いいたします。

●写真同好会 写友「輪影」　佐藤英明 同好会幹事
　８月20日（木）例会終了後に開催いたします，写友「輪影」総会の案内をポスティングしております。

●囲碁同好会　藤崎信明 会員
　７月18日（土）14時からアークホテル岡山にて総会・第１回競技会を開催いたします。また，競技終了後，

「あくら」にて懇親会を行います。参加を申し込みの方は，お気をつけてお越しください。



●菊池捷男ガバナー講話
国際ロータリー第2690地区 2020-21年度地区ガバナー　菊池捷男 様

講話　要旨
　みなさんこんにちは。2020-21年度第2690地区ガバナーの菊池捷男でございます。
　私は，「多様性」を受け入れてくれた，ロータリアンの方々の「寛容」の心によりガバナーにならせてい
ただきました。まずは皆様方に御礼申し上げます。
　さて，本年度参加いたしました，「国際協議会」についてご報告いたします。本会議は，世界中から，ガ
バナーエレクトやそのパートナー，選ばれたローターアクターが集結し，ロータリアンだけでも，優に
1,000名を超えておりました。本会議では，原稿なしで話ができる技術を会議に取り入れていました。地区
大会などでも取り入れられれば良いのではと思いました。また，ポリオ根絶を誓ってのパフォーマンスも
行われました。分科会では，ガバナーエレクト数名と議論を交わし勉強してまいりました。
　文化交流では，それぞれのお国の特徴を活かした交流がありました。日本は着付け教室を行いました。
国際晩餐舞踏会では，ナイジェリアのガバナーエレクト夫妻と同席になりお互い弁護士ということで意気
投合いたしました。報告は以上となります。
　これから本題へと進みます。ロータリーは変化し，進化を遂げております。
　変化していくためには，進化する必要があります。
　国際ロータリーの進化についてですが，国際ロータリーの構成員は，世界のロータリークラブと，ロー
ターアクトクラブが合わさったものとなりました。ロータリークラブの会員資格も職業人・専門職に加え
て，奉仕をするだけの人も対象となりました。国際ロータリーの事務総長を CEO にすることになりまし
た。また，メークアップの一定期間の規制を撤廃，職業分類の人数規制も撤廃されました。またロータリ
アンの数が，先進国で減少し，発展途上国で増加しております。
　こういったことから何が見えるか，今国際ロータリーは大きく進化しており，「奉仕への傾斜」，奉仕を
しましょうと，奉仕に力を入れております。ホルガー・クナーク国際ロータリー会長も国際協議会で言わ
れておりました。
　また，国際ロータリー各クラブへの進化する方策として，戦略立案会議を年２回はしましょう，５年先
を見据えた計画を立てましょう。ふさわしい新会員を入れましょう。リーダーとなる女性会員を入れま
しょう。新クラブを作りましょう。また，魅力あるクラブとなるために，環境に目を向けましょう。とし
ております。
　続いて，国際ロータリー会長テーマロゴマークの意味ですが，青色は，『ロータリーブルー，ロータリー
カラー』，黄色は，『歯車』，赤色は，ローターアクトクラブのカラーとなっております。ロータリークラブ
と，ローターアクトクラブが一緒になって機会の扉を管理する，奉仕も力を合わせて行っていく。以上の
ことを表しております。
　国際ロータリー会長のテーマは，「ロータリーは機会の扉を開く」です。
　「機会の扉」とは，『奉仕する機会への扉』『意義ある人生の機会の扉』であり，誰のための機会の扉を
開くのか？『ロータリアンや奉仕の受益者に機会の扉を開く』であり，『ローターアクターや若い職業人に
ロータリーの機会の扉を開く』ということであります。
　ロータリーの機会の扉は，感動の物語が通過する扉でもあります。
　国際協議会での一コマですが，女性が，以下のような内容を報告されました。
　10歳前後の幼い女の子になった写真を映し出し，生まれたときは，わずか700グラムの体重。両親は，発
展途上国の貧しい民です。父親の不安そうな，懇願するような目。ロータリーが慈愛の手を伸ばし，女児

「菊池捷男ガバナー公式訪問例会」　 RI 第2690地区ガバナー　菊池捷男 様
地区代表幹事　末吉誠一 様

7月16日のプログラム

ご紹介
1943年（昭和18年）生まれ
1982年　岡山西ロータリークラブ入会
2002-03年度　同クラブ第42代会長就任
2006-07年度　第11グループガバナー補佐就任
2018-19年度　ガバナーノミニー就任
2019-20年度　ガバナーエレクト就任
2020-21年度　地区ガバナー就任



の命を救いました。女児が成長し，貧しい境遇を抜け出すためには，教育をうけることが大切と思いまし
たが，経済力がありませんでした。
　ロータリーが２度目の救いの手を差し伸べました。その続きがあり，会場がこの後どよめきました。そ
の女児は，今ここに立っているこの私です。私はロータリーのために生涯を尽くしたいと最後を締めくく
り，その時会場が感動の渦になりました。この報告を聞き，ロータリークラブは，感動の物語を作る扉で
もあると思いました。
　さて，我々ロータリアンにとって大切なことは，「Together」です。ロータリー活動を楽しむための一番
の方法は，大勢の会議であれ，奉仕プロジェクトや例会であれ，皆が集まること「Together」です。
　「集まることの効果」，「集まることの良いこと」は何でしょうか？
　「Together」が奇跡を起こした例ですが，ウインストン・チャーチルの随想録より独ソ戦争終戦間際です
が，モスクワでイギリス・ソ連会議を行い，３日３晩激論の末に決裂しましたが，その直後，食事会を開
くことで奇跡が起こりました。軍事協定に結べたのです。私が思うに，食事を一緒にしながら話し合いを
することで，相手の腹の内がわかる，認識が共通になる，お互いの共通点を見つけることができる，妥協
点を見つけることができる，こうして，軍事協定を結ぶことができたのではないかと。
　私がここで声を大にして言いたいのは，「Together」「集まりましょう」です。あらゆる場面，方法を考
え，集まることがロータリアンには必要ではないかということです。
　ここで，ご認識いただきたいのは，多様性こそ現在の世界の価値観だということです。
・多様性はロータリーの中核的価値観の一つ
・多様性こそロータリーを素晴らしいものにしている（ホルガー・クナーク国際ロータリー会長）
・寛容の心をもって多様性を受け入れよう（今上天皇）
・文化的多様性は，人類共通の遺産である（ユネスコ「文化的多様性に関する世界宣言」）
　いろいろな考えの違い，職業の違い，そういったものを全部認めたうえでの「Together」であります。

「ロータリーとは何か？」
　ロータリアンの数だけ回答が返ってくる，一人ひとり考えがあって，違いがあっていい，それが多様性
である。「寛容・誠実・善意」が我々になければならない。これが絶対の条件になります。多様な考えをそ
のまま受け入れましょう。「Together」も多様性が十分保障するものだろうと思います。要は，寛容の心で
あります。
　上記を踏まえて，地区スローガンを「こころの扉を開こう」にいたしました。

感動の物語が通過する扉

ガバナー講話風景

ガバナー講話風景

諸國会長よりお礼の言葉



●地区代表幹事ご挨拶
地区代表幹事　末吉誠一 様

　ただいま諸國会長よりご紹介いただきました本年度地区代表幹事を務めさせてい
ただきます末吉誠一です。
　昨年の２月岡山東ロータリークラブ様の50周年にお招きいただきありがとうござ
いました。温かいおもてなしをいただき感謝しております。
　本日の私の役割は，２つございます。
　１つめは，地区大会のご案内です。懸念されておりました地区大会ですが，紆余曲折の中，ようやく５
月末に，10月17，18日に，縮小した形で開催することとなりました。
　縮小する内容として，地区外からは，来賓の方もお呼びできません，懇親会も中止，ゴルフ大会も今の
ところ延期という形で決めております。なお，本地区大会も政府および各地方自治体の指針に則り進めて
まいります。
　岡山東ロータリークラブ様に於かれましては，全員登録していただき，誠にありがとうございます。こ
れからもまた変更があるかもしれません，また，皆様方には御不自由をおかけすることがあるかもしれま
せんが，会員一同，誠心誠意，おもてなしをしたいと思いますのでたくさんの参加をよろしくお願いいた
します。
　２つめは，来年６月12日より台湾・台北にて国際大会が開催される予定となっております。多数の皆様
と，現地でお会いできることを楽しみにしております。
　以上お願いばかりですが，よろしくお願い申し上げます。

菊池捷男ガバナー公式訪問　会長・幹事懇談会（7/16）　

　７月16日（木）11時より岡山プラザホテル「相生の間」にて，菊池捷男ガバナー公式訪問 会長・幹事懇談
会が開催され，諸國眞太郎会長より今年度クラブ運営方針並びに基本計画説明の後，続いて松本崇幹事よ
りクラブ概況報告を行い，これに対して菊池ガバナーよりご意見を頂戴しました。菊池ガバナーからは女
性会員の増強，ローターアクトの活動，またオンラインを活用したロータリーE クラブについてのご報告
がありました。また当クラブの計画書・報告書に関してはグローバル補助金事業をぜひ頑張ってもらいた
いとのお言葉をいただきました。

2020-21年度�県南16RC正副会長・幹事会（7/14）　

　７月14日（火）18時30分より，ANA クラウンプラ
ザホテル岡山「曲水」に於いて，2020-21年度県南
16RC 正副会長幹事会が開催されました。菊池捷男
ガバナー，末吉誠一地区代表幹事，川本平山第９
グループガバナー補佐 ，槌田正則第10グループガ
バナー補佐，黒﨑政彦第11グループガバナー補佐
をお招きし，県南16RC の会長，副会長，幹事，副
幹事が出席しました。
　当クラブからは，諸國眞太郎会長，三垣日出人
副会長，松本崇幹事，大塚学副幹事が出席し，諸
國会長よりクラブの運営方針の発表とともに出席
メンバーの紹介が行われました。 ［文章・写真提供：大塚学 副幹事］



2020-21年度ゴルフ同好会総会（7/16）　

　７月16日（木）例会終了後，例会会場にて2020-21年度ゴルフ同好会総会が開催されました。更井会長より
ご挨拶をいただき，2019年度事業報告・決算報告・監査報告を行い，2020年度の事業計画，収支予算の説
明があり，予定していた議案すべてが承認されました。

2020-21年度囲碁同好会　総会・第１回競技・懇親会（7/18）　

　７月18日（土）アークホテル岡山にて囲碁同好会の総会，第１回競技会，懇親会が開催されました。総会
では，会長に仁科会員，副会長に近藤（典）会員，幹事に大塚会員，監事に佐藤が役員として選任されまし
た。北村会長にはこれからも強化委員長としてご指導をいただくことになりました。永い間会長を務めて
いただき，囲碁同好会の発展に貢献いただき，本当にありがとうございました。
　前年度藤岡会長年度の取切戦を兼ねた競技会は，北村会長が優勝し，記念品を受け取りました。準優勝
は勘藤会員，３位は仁科会員でした。
　懇親会では，諸國会長，松本幹事，福原会報委員長，渡邊（修）会員も参加いただき，総勢９名でソー
シャルディスタンシングを保ちながら交流を深めることができました。新役員体制のもと，参加しやすい
囲碁同好会を目指していきますので，囲碁に興味のある方の入会をお待ちしております。

第１回ゴルフ同好会並びに前年度取り切り戦（7/23）　

　７月23日（木・祝）赤坂レイクサイド・カントリークラブにて，ゴルフ同好会第１回例会ならびに前年度
取り切り戦が開催されました。諸國眞太郎会長年度最初のゴルフ同好会は総勢42名が参加し，更井正人ゴ
ルフ同好会会長のご挨拶でコンペスタート，空色鼠の梅雨空で少し雨が降りましたが，この時期としては
良好な気象条件のもとでプレーは進みました。
　見事第１回例会優勝は佐藤英明会員でした，藤岡千秋会長年度の優勝経験者で競う取り切り戦の優勝は
根木克己会員で記念品の豪華なパターを手にされました。また，当カントリークラブ理事であります藤井
一也パスト会長と舟橋弘晃パスト会長のお心遣いにてバッグを頂戴し，当日賞（第23位）として更井正人パ
スト会長が獲得されました。ご受賞の皆様おめでとうございます。

競技会場風景 懇親会風景 仁科新会長

優勝　北村会長 ２位　勘藤会員 ３位　仁科会員



　今年度ゴルフ同好会は三垣日出人幹事長の示教を得て，親睦活動委員会の宗森秀成・石田旨擴・瓦谷祐
司が担当させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
 ［文章・写真提供：宗森秀成 親睦活動副委員長］

第１回例会 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝　佐藤英明 ロータリー財団委員長 50 45 95 30 65
２位　荒川謙三 パスト会長 43 44 87 20 67
３位　福原弘之 会報委員長 43 44 87 18 69
取り切り戦　　　
優勝　根木克己 会員 47 46 93 14 79

絶減から救え！　アユモドキ保護活動応援プロジェクト（7/25）　

　７月25日（土）10：00より岡山市中区高島にて，諸國眞太郎会長，奥野一三社会奉仕委員長，松本崇幹事
の３名で，長きにわたり岡山市中区高島地区にてアユモドキ保護活動を継続している岡山淡水魚研究会に
対し，「水中ポンプ」と「排水ホース」の贈呈を行いました。岡山淡水魚研究会の尾高徹義様に代表して受
け取っていただきました。保護と生態調査のため，産卵期が終わった土用干しの時期に水中ポンプを使用
し，生息地付近の草刈りや整備を行います。今年は，稚魚の成長が遅くこのまま見守り，秋口に整備を行
うそうです。今後現状が改善し，岡山東ロータリークラブ会員が集まっての保護活動ができるようになる
ことを願いつつ，応援を続けていきます。 ［文章・写真提供：奥野一三 社会奉仕委員長］

優勝
佐藤英明 ロータリー財団委員長

２位
荒川謙三 パスト会長

３位
福原弘之 会報委員長

取り切り戦優勝
根木克己 会員

８月の月間行事予定 � 会員増強・新クラブ結成推進月間

例 会 行 事 プ ロ グ ラ ム そ の 他 の 行 事

６日通常例会

13日例会休会
20日通常例会

27日通常例会

・「お祝行事」
・「文化はまちづくりのインフラ」
 公益財団法人岡山文化芸術創造 専務理事　髙次秀明 様（岡山 RC）
・例会休会（定款第７条第１節による休会）
・「岡山県唯一のプロバスケットボールチーム TRYHOOP 岡山の軌跡」
 トライフープ岡山 代表取締役　中島聡 様
・「地域の皆さままと共に頂点へ」
　岡山シーガルズ
　丸山亜季 選手（副主将），宇賀神みずき 選手，事務局　吉本美穂 様

６日　・第２回理事会
　　　・ 麻雀同好会「東風の

会」総会
20日　・写友「輪影」総会
27日　・ 第１回クラブフォー

ラム
　　　・ 探 鳥 同 好 会（ バ ー

ディングクラブ）総会

８月の月間メニュー
６日通常例会
13日例会休会
20日通常例会
27日通常例会

・（ミリオンダラーミール）シーフードカレー，サラダ
・例会休会（定款第７条第１節による休会）
・そうめん，巻き寿司，香物
・カレイ唐揚げ，大根サラダ，味噌汁


