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本日のプログラム
　「お祝い行事」
　「イニシエーションスピーチ」小林孝一郎 会員

２月25日のプログラム
　「イニシエーションスピーチ」山田武彦 会員

例会報告（1/7）

出席報告
会員数　97名（内出席免除者20名）
出席者　78名（内出席免除者出席15名）
出席率　84.78％（前々回訂正後出席率91.67％）
ビジター　０名

会長挨拶
　みなさん，改めましてあけましておめでとうございます。
　年末年始というハーフタイムが終わり，我がチームも後半の戦に突入しました。クリスマスイブに打ち
上げた「希望の花火」は地域の方々にとても喜ばれたようです。打ち上げまでの許認可，届出や関係町内
会への対応をしてくれた方々に感謝しています。ありがとうございました。
　一昨日の夜は，グローバル補助金事業，地区世界社会奉仕補助金事業で深い関係のあるミャンマーのセ
ントラル・ヤンゴン・ロータリークラブの４周年記念例会に招待され国際奉仕委員会，ミャンマープロ
ジェクトチームから６名が Zoom で参加しました。私も祝辞をビデオで述べ，先日の Zoom 贈呈式に続い
て「新しいカタチ」を経験させていただきました。
　さて，医療崩壊の到来が新型コロナウイルス（SARS-COV-2）の PCR 陽性感染者数の増加に伴って危惧さ
れています。指定感染症を解除することも方策の一つですが，感染者は精神的に追い詰められてもいるの
で感染者が入院治療を希望した場合には入院ができる体制を維持するように感染の機会を減らすことが最
も重要だと思います。一方，ロータリー活動を継続することによる経済効果やクラブの存在意義とのバラ
ンスを取ることも要求されています。対応が大変難しい状況です。しかし，現状を踏まえると岡山東ロー
タリークラブとしても協調路線を取らざるを得ません。首都圏に限定しているとはいえ，本日夕方には緊
急事態宣言が２月７日まで発出されるようです。親クラブの岡山ロータリークラブは昨日の理事会で１月
中の例会の開催中止を決定しました。当クラブも先ほど開催した理事会での審議により１月中の例会中止
を決定しました。今のところ２月４日の理事会と例会は開催法を工夫して開催するつもりです。
　本日の例会も時間短縮で行いますのでご了解ください。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

お 食 事
松華堂弁当，赤飯，雑煮



第７回理事会報告 
１． 会費・諸会費の納入について審議され，承認されましたので，請求の手続きに入ります。納入期

限は１月31日です。よろしくお願いいたします。
２． 親睦活動委員会より「年末家族特別例会」事業報告書が上程され承認されました。
３． 職業奉仕委員会より「岡山イノベーションコンテスト2020ファイナルステージ視察」事業報告書

が上程され，承認されました。
４． 国際奉仕委員会より「ミャンマーヤンゴンコロナウィルス対策医療支援プロジェクト」事業報告

書が上程され承認されました。
５． 社会奉仕委員会・青少年奉仕委員会より「希望の花火打ち上げ～子供たちの笑顔のために～」事

業報告書が上程され承認されました。
６． 2021-22年度理事及び役員，委員会編成表が上程され承認されました。本日ポスティングしており

ますので，ご確認お願いいたします。
７． 新型コロナウィルス感染拡大に伴い，次週１月14日例会より，１月中の例会の中止が決定されま

した。再開につきましては，感染状況などの様子を見ながら決定し，ご案内させていただきます。

幹事報告
１．１月のロータリーレートは，１ドル =104円です。
２．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，１月17日（日）岡山ゴルフ倶楽部帯江コースにて開催いたします，ゴルフ同好会第６回例会の組み
合わせ表をポスティングしております。ご参加の方は確認の程よろしくお願いいたします。また，例会終
了後，親睦活動委員会を開催いたしますので，委員の皆様はご参加いただきますようよろしくお願いいた
します。

●社会奉仕委員会　渡邊修司 会員
　「絶滅から救え！　アユモドキ保護活動応援プロジェクト」事業で作成いたしました「絵本」が１月中旬
に完成を迎えます。それに伴い，１月20日（水）岡山市役所にて贈呈式を行い，会を代表し，諸國眞太郎会
長より岡山市長・岡山市教育委員長にお渡しいただきます。絵本は岡山市内小学校・幼稚園・保育園など
200校以上に寄贈する予定です。また，絵本のデジタル化も進めております。引き続き委員会活動にご支
援・ご協力よろしくお願いいたします。

お祝い行事
会員誕生日　　　井上（英），山田（泰），友野，西本，近藤（聡），近藤（典），貝原，小橋，髙橋（治），日名
会員夫人誕生日　諸國，冨山，萱原，神田
結婚記念日　　　萱原，松永，土岩，貝原，眞殿



　昨年７月に藤岡直前会長からクラブを引き継ぎ半年が過ぎました。４月に発令さ
れた緊急事態宣言の効果で感染は制圧されて今年度は例年通りのロータリー活動が
できるだろうと高を括っていました。結果は，予定していた夜間例会は全て中止，
親睦旅行や皆で集まる行事などは基本的には出来ませんでした。この厳しい感染状
況の中で頑張って行った活動を振り返ってみたいと思います。【スライド１】
　まず，ミャンマーのセントラル・ヤンゴン RC との共同で申請し承認されたグロー
バル補助金事業「ドータマジ村での浄水事業」です。RI が７月１日以降の申請事業
には WF からのクラブ拠出金の上乗せを出さない方針に急遽変わり，資金調達計画
に支障をきたすため，古瀨ガバナーの申請承認を受けなくてはならず大変苦労しました。
　思い起こせば丁度１年前にミャンマープロジェクトチームと一緒に現地事前調査に行きました。村長を
囲んだニーズの調査と水源となる赤土が溶け込んで混濁した池を視察しました。順調に事業が進むと期待
していましたがミャンマーにも「SARS-Cov-2」が猛威を奮いロックダウンが続いていました。現在やっと

「with corona」という方向に変わり現地での工事が始まるようです。１日も早く安全で綺麗な水をドータマ
ジ村の人々に提供できる日が待ち遠しいです。【スライド２，３】
　岡山東ロータリークラブは東日本大震災以来，さまざまな災害に対して支援の手を差し伸べてきました。
しかし，令和２年７月熊本豪雨災害の被災地ではコロナ禍の中で県外ボランティアを受け入れない困難な状
況が起きました。そこで新しい形の支援事業を検討し，被災された地域の人々や現地ボランティアへひとと
きのくつろぎを提供する「移動温泉　幻想の湯」事業を大分県日田市中津江村で行いました。【スライド４】
　次は，社会奉仕委員会の「絶滅から救え！　アユモドキ保護活動応援プロジェクト」です。この事業も
当初は保護地区の整備支援や保護活動を行なっている小学生らと一緒に保護活動のお手伝いをして，絵本
を作成し天然記念物で絶滅危惧種のアユモドキの保護活動を地域社会と共有する予定でした。しかし，新
型コロナウイルス感染拡大予防の観点から小学生や保護活動員と一緒に汗をかくことができない状況に
なってしまいましたが，委員会メンバーやクラブ会員が協力して絵本を作り上げることが出来ました。そ
の他，保護地の整備に必要な水中ポンプの贈呈を行いました。なお，絵本は令和３年１月20日に岡山市長
に贈呈する予定です。【スライド５】
　今年度の職業奉仕委員会事業は，予定していた職場訪問ができずに事業計画に大幅な狂いが生じていま
す。その中で「岡山イノベーションコンテスト2020ファイナルステージ」で岡山の元気の良い創業者たち
のビジネスプランを会員とその幹部職員が聴講することができました。さらに，将来の岡山の担い手であ
るファイナルステージまで残った３組の高校生グループに青少年奉仕委員会としてビジネスプランを発表
する機会と研修援助金を贈呈する「次世代の起業家創出応援」として事業に維げることが出来ました。【ス
ライド６】
　地区の研修会の講師に指名を受け令和２年９月13日に実施された YouTube を利用した WEB セミナーに
職業奉仕について私自身の医師としての経験を「心の扉を開くためには？　私の実践」という標題で20分
間講演させていただきました。自分自身の医師生活を振り返る意味でも大変ありがたかったです。【スライ
ド７】
　国際奉仕委員会は，ミャンマー米山学友会の多くが創立に関わっているセントラル・ヤンゴン RC の衛星
クラブ（エンデバーミャンマー衛生クラブ）の初事業である「ミャンマー連邦共和国ヤンゴン COVID-19対策
医療支援を通じた青少年育成プロジェクト」に2690地区の世界社会奉仕補助金で援助する活動をすること
が出来ました。医療機器の贈呈式を12月24日の例会で Zoom を用いてミャンマーヤンゴン，ミャンマーマ
ンダレー，ベトナムホーチミンと岡山の４カ所を繋いで行いました。前日に急遽連絡したにも関わらず菊
池ガバナーにも参加していただくことが出来ました。【スライド８，９，10】
　株式市場では「丑（うし）つまずき」と言われているようです。さらに十干を加えると辛丑（かのと・う
し）です。辛は「実を付け，新たに生まれ変わる段階」を表す意味があると言われて，草木が枯れて新たな
世代が生まれようとする状態との見方もあるようです。福島会津地方に伝わる「赤べこ」は，平安時代に
流行り病の「天然痘」にまつわる話があり，ジェンナーのワクチンとの関連でインターネット上でも「守
り神」と話題になっております。【スライド11】
　私たちの生活がライオンキングのシンバとナラが新しい世界へ向かって走り出したような素晴らしい年
を迎えられるように期待します。【スライド12】
　諸國年度の後半戦もどうぞよろしくお願い申し上げます。

「年始の挨拶」 諸國眞太郎 会長

1月7日のプログラム



スライド１ スライド２

スライド３ スライド４

スライド７ スライド８

スライド５ スライド６



ゴルフ同好会　第６回例会（1/17）　

　１月17日（日），岡山ゴルフ倶楽部　帯江コースにおいて，ゴルフ同好会第６回例会が開催されました。
今回の参加者は総勢25名，スタート前は少し寒い気温でしたが更井ゴルフ同好会会長のご挨拶のもとス
タートいたしました。
　ラウンド中は晴れてゴルフ日和となりました，第６回例会は齊藤博臣パスト会長が優勝を手にされまし
た。BG は２位の瓦谷会員でした。各賞に入賞されました皆さま，おめでとうございました。
　次回第２回レベルアップ例会は2021年２月23日（火・祝）東児が丘マリンヒルズゴルフクラブにて開催い
たします。奮ってのご参加を心よりお待ちしております。

第６回例会 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝　齊藤博臣 パスト会長 47 54 101 25 76
２位　瓦谷祐司 会員 39 42 81 ４ 77
３位　舟橋弘晃 パスト会長 43 51 94 15 79

 ［文章・写真提供：宗森秀成 親睦活動副委員長］

スライド12スライド11

優勝　齊藤博臣 パスト会長 ２位　瓦谷祐司 会員 ３位　舟橋弘晃 パスト会長

スライド９ スライド10



社会奉仕委員会事業「絶滅から救え！　アユモドキ保護活動応援プロジェクト」絵本贈呈式（1/20）　

　地区補助金事業「絶滅から救え !　アユモドキ保護活動応援プロジェクト」
　令和３年１月20日，岡山東ロータリークラブオリジナル絵本「アユモドキってどんなん？　海くんと空
くんの不思議な冒険」が完成し，岡山市役所市長室にて贈呈式が行われました。
　当日は菅野岡山市教育委員会教育長，小坂生涯学習部長にご臨席いただき諸國会長より大森雅夫岡山市
長に絵本2,400部を寄贈，市長から感謝状をいただきました。寄贈先は岡山市内の小学校・幼稚園・保育
園・こども園・図書館・公民館など350施設以上にお配りしました。絵本を通じて昨今のコロナ禍の厳しい
環境の中でも地元を愛し，命を，多様性を育むことの大切さを多くの方と共有し，よりよい社会になれば
と心から願います。
　当日の模様はテレビせとうちでニュース放映，山陽新聞に記事として掲載されました。贈呈の様子，今
回寄贈部数は以下の通りです。
　今回絵本作成・配布に協力いただきました皆様，ありがとうございました。

絵本表紙 贈呈式風景

テレビ・新聞にて取り上げられました。

右から岡山市教育委員会事務局生涯学習部部長　小坂正樹 様，
岡山市教育委員会教育長　菅野和良 様，諸國眞太郎 会長， 
岡山市長　大森雅夫 様，松本崇 幹事，奥野一三 社会奉仕委員長

山陽新聞 １月22日朝刊記事テレビせとうち「ニュース」 １月20日 22：54より



寄贈先及び寄贈部数

各寄贈先へ贈呈の様子

高島小学校　矢部晃章 教頭 千種小学校　田中一史 校長

高島公民館 万富公民館

岡山県立図書館 岡山中央図書館



青少年奉仕委員会事業「次世代の起業家創出応援プロジェクト表彰式」（２/４）　

 ２月４日（木）12：00より岡山プラザホテルにて，青少年奉仕委員会主催事業「次世代の起業家創出応援プ
ロジェクト」岡山東ロータリークラブ特別賞授与式が開催されました。理事役員23名，受賞者９名，同伴
者３名の34名にて開催いたしました。
　本来であれば２月第１例会内で開催させていただく予定でしたが，コロナウイルス感染拡大防止につき
例会休会の為，理事会終了後の運びとさせていただきました。
　本事業は昨年，職業奉仕委員会にて行われた「岡山イノベーションコンテスト2020」の視察に際し，青
少年奉仕委員会の取り組みとしてファイナリストの高校生にスポットをあて，次世代を担う皆さんが本大
会出場をきっかけに創造力豊かな夢実現に向けての応援，支援が出来ればと思い開催いたしました。
　本大会では，視察した会員より青少年奉仕委員会で選定した３つの賞の投票をお願いして，各賞を決定
させていただきました。各賞は以下の通りです。
岡山東ロータリークラブ　ユーモア賞　　　　 倉敷翠松高等学校
岡山東ロータリークラブ　アイデア賞　　　　 倉敷古城池高等学校
岡山東ロータリークラブ　イノベーション賞　岡山南高等学校
　表彰式では，諸國会長からのご挨拶より開会し，各賞の表彰をいたしました。
　コンテストプランのプレゼン披露は出来ませんでしたが，生徒皆さんの想いや，苦労話のエピソードな
ども聞けて会場も和やかで，時折笑い声も響く有意義な表彰式となりました。中ほどには，「岡山イノベー
ションコンテスト」プロジェクト実行委員長も務められております寺
坂職業奉仕委員長より一番身近に見てこられた受賞者の方々に向けて
激励のお言葉を贈られました。結びに三垣副会長のご挨拶のもと閉会
となり大会当日の感動を共有できたものと思っております。
　今年度内で機会がいただければ，受賞された皆さんに，是非プレゼ
ン披露をしていただこうと思っております。

諸國会長開会挨拶 寺坂 岡山イノベーションコンテスト実行委員長

倉敷翠松高等学校 倉敷古城池高等学校 岡山南高等学校

山陽新聞に掲載

各賞の授与の様子 会場風景



−お祝い−
　先日，当会員の会社であります，

（株）WORK SMILE LABO 様が，「全
国中小企業クラウド実践大賞　全国
大会」にて，「全国中小企業団体中央
会会長賞」を受賞され，山陽新聞に
掲載されました。暗いニュースばか
りの中にあって，明るいニュースで
したので，ご披露させていただきま
した。石井英行パスト会長おめでと
うございました。

「別紙」
　12月17日の例会にて卓話をしていただきました，「ゼフィール合奏団　常任指
揮者 小山 洋治 様」より，12月24日発刊の週報 No.2316卓話部分の校正をいただ
きましたので，修正したものを別紙として付させていただきます。ご確認の程よ
ろしくお願いいたします。

2月の月間行事予定  平和構築と紛争予防月間

例 会 行 事 プ ロ グ ラ ム そ の 他 の 行 事

11日例会休会
18日通常例会

25日通常例会

・例会休会（定款第７条第１節による休会）
・「お祝い行事」
・「イニシエーションスピーチ」小林孝一郎 会員
・「イニシエーションスピーチ」山田武彦 会員

４日　・第８回理事会
　　　・ 青少年奉仕委員会「次世代

の起業家創出応援プロジェ
クト表彰式」

23日　・ゴルフ同好会レベルアップ

2月の月間メニュー

11日例会休会
18日通常例会
25日通常例会

・例会休会（定款第７条第１節による休会）
・お弁当
・お弁当

テレビせとうち様のインタビューに
答える岡山南高等学校

倉敷翠松高等学校から
抹茶をいただきました

2/4 17：00〜テレビせとうち「ななスパ」にて


