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６月24日のプログラム
　「退任挨拶」
　諸國眞太郎 会長，三垣日出人 副会長，　松本崇 幹事，菅野正則 S.A.A.

例会報告（4/22）

出席報告
会員数　96名（内出席免除者19名）
出席者　85名（内出席免除者出席14名）
出席率　93.41％（前々回訂正後出席率93.55％）
ビジター　０名

会長挨拶
　皆さんこんにちは。
　医療関係者へのコロナワクチン接種の予約が始まりました。私のクリニックからは３名が申請しており
ますが，今のところ私一人のみが今週の土曜日に第１回目の接種を受ける予約が取れております。来月の
10日から高齢者等へのワクチン接種の予約が始まります。岡山の場合は，基本的にかかりつけの医療機関
で接種を受ける方が多いと思います。そうなると予約がすぐに一杯になってしまい予約できない方が多く
出るかと危惧しております。そこで，私どものクリニックでも専門外ではありますがコロナワクチン接種
に協力するつもりです。いずれにしても，感染力が強い変異株が猛威を振るうことが予想されていますの
で，来週からのゴールデンウィークの過ごし方にも注意が必要です。
　５月の第一例会は時短で，皆様には弁当をお持ち帰り願おうと考えております。
　ロータリー活動に対する考え方も会員お一人お一人で違うと思います。今，この感染状況の中ではきっ
と正解を見つけることは難しいと思います。皆様のお考えで出欠はご判断ください。
　ASEAN の会合にミャンマー国軍代表が出席するとのことです。解決への糸口が見出せないかなと気がか
りです。例会をお楽しみください。

幹事報告
１．地区ガバナー事務所より「2021年国際ロータリー　バーチャル国際大会：登録開始」のお知らせが

届きましたので，事務局よりメールで送っております。ご確認よろしくお願いいたします。ご不明
点等ございましたら，松本幹事か，事務局までお願いいたします。

２．４月19日（月）県南16RC 幹事会を当クラブがホストにて開催し，大塚副幹事とともに出席いたしました。
３．次週４月29日は祝日「昭和の日」となっており，例会はお休みです。次回例会は５月６日となりま

す。新型コロナウィルスが岡山市でも増えてきております。このような状況を鑑み，５月６日の例

お 食 事
豆御飯，焼魚（サワラ），酢物，香物，吸物



会は時短例会とさせていただきます。食事はとらず，お弁当をお持ち帰りいただく形にさせていた
だきます。よろしくお願いいたします。

４．次回，５月６日の例会より，上着，ネクタイ着用免除，クールビズとなります。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。

次年度幹事報告
　本日例会終了後，岡山プラザホテル２階「吉備の間」にて，次年度「第２回被選理事会」を開催いたし
ます。次年度の理事，役員の皆様，よろしくお願いいたします。

委員会報告
●親睦活動委員会　堀善直 副委員長
・ 本日，６月10日（木）18：30～岡山プラザホテルにて開催されます，「チャーターナイト記念特別例会」の

ご案内をポスティングしております。通常より短い時短プログラムの予定です。尚，確実かつ安心な準
備励行のため，次回例会の５月６日までのご返信をよろしくお願いいたします。

・ ５月23日（日）開催予定の「春の親睦旅行」ですが，新型コロナウィルス感染拡大のため，日程はそのま
まで，場所を姫路から小豆島へ変更する予定です。再度スケジュールを作成し，出欠も再度取らせてい
ただきます。ご協力をお願いいたします。

●青少年奉仕委員会　平井真也 委員長
　本日例会終了後３F「花葉の間」にて，青少年奉仕委員会を開催したいと思いますので，委員会メンバー
の方はご参加よろしくお願いいたします。

●写真同好会 写友「輪影」　奥野一三 同好会幹事
・ ５月９日（日）に開催予定しておりました写友「輪影」親睦会ですが，新型コロナウィルス感染症の感染

状況を考慮し，中止とさせていただきます。本日中止のご案内をポスティングさせていただきました。
ご確認の程よろしくお願いいたします。

・ ７月13日（火）より開催予定の第31回写友「輪影」展の写真選考会を，顧問の津嶋久仁香先生にお越しいた
だき，５月20日（木），６月３日（木）の２回に分けて開催いたします。案内をポスティングさせていただき
ましたので，ご確認いただき，多くの作品をお持ちよりくださいますようよろしくお願いいたします。

　厚生労働省の報告する児童虐待相談・対応件数は毎年上昇の一途です。岡山県の
児童虐待通告事例（2016年）を解析すると，虐待の可能性は，母親に「育児困難感」
があると6.33倍，「精神疾患」は7.26倍，「望んでいなかった妊娠（予期しない妊娠）」
は16.76倍となっていました。岡山県では2011年から産婦人科医会と岡山県とが連携
し，「妊娠中からの気になる母子支援」連絡システム（岡山モデル）を開始，妊娠中か
らの支援を強化しています。そして現在，全国でも数少ない児童虐待相談・対応件
数が横ばいから減少に転じている県となっています。
　2011～2018年の８年間の連絡事例4,598件の解析では，「未婚」1,318件，「精神科的
支援が必要」1,090件などが多く見られていました（複数回答）。「医療費の未払い」「飛び込み分娩」は減少傾
向，「子どもへの虐待（疑い）」「DV 被害妊婦（疑い）」は横ばい，「精神科的支援が必要」な妊婦は増加傾向
でした。また「精神科的支援が必要」な妊産婦は「子どもへの虐待（疑い）」「DV 被害妊婦（疑い）」「胎児・
新生児への愛着が弱い」「予期しない妊娠」などの背景と重なっていました。このため2018年からメンタル
ヘルスの視点を反映して連絡票を改訂し，行政，産科，精神科が連携を深めています。
　新型コロナウイルス感染拡大下の妊婦への緊急調査のデータは資料でご確認ください。

「妊娠中からの気になる母子支援（岡山モデル）：メンタルヘルスの視点から」
岡山大学大学院保健学研究科

教授　中塚幹也 樣

４月22日のプログラム





次年度出席委員会・米山記念奨学会委員会・岡山東RC基金管理委員会（4/21）　

　４月21日（水）12時30分より岡山プラザホテル４階「烏
城の間」にて，髙山眞司会長エレクト，大塚学次期幹事
及び標題掲記３委員会より合計７名が出席し，３委員会
合同次年度初顔合わせが開催されました。
　まず髙山会長エレクトから，PETS で得られた新型コ
ロナ禍における各地でのクラブ運営状況を踏まえ，次年
度運営方針及び予定するプロジェクトを紹介する挨拶を
頂きました。引き続き大澤俊哉米山記念奨学会委員長，
糸島達也岡山東 RC 基金管理委員長，朝霧元晴出席委員
長より順次，次年度について抱負が述べられ，最後に大
塚次年度幹事から奉仕活動を通じた親睦の深化を目指す所信が述べられ，閉会となりました。
 ［文章・写真提供：横田亮 会員］

ロータリー財団・社会奉仕・青少年奉仕　合同委員会（4/21）　

　４月21日（水）12時より岡山プラザホテル４F「烏城の
間」において，ロータリー財団・社会奉仕・青少年奉仕
委員会初顔合わせが，髙山次年度会長，大塚次年度幹事
のご出席もいただき総勢16名で開催されました。
　髙山次年度会長から開会挨拶の後，辻次年度ロータ
リー財団委員長，小橋次年度社会奉仕委員長，土岩次年
度青少年奉仕委員長から次年度の活動計画の説明があり
ました。最後に大塚次年度幹事の閉会の挨拶があり，そ
の後，弁当をいただいて散会となりました。
 ［文章・写真提供：土岩剛志 次年度青少年奉仕委員長］

第２回被選理事会（4/22）　

　４月22日（木）13時40分より岡山プラザホテル２F「吉備の間」において，第２回被選理事会が開催されま
した。各審議事項について詳細な説明がなされすべての議案が承認されました。無駄なく迅速かつ適切な
審議でした。また大塚次年度幹事より報告・確認・依頼事項の詳細な説明がなされました。
出席者： 髙山，根木，菅野，高橋（憲），佐藤，諸國，齊藤（博），石井，岡﨑，大西，奥野，中井，堀， 

小橋，貝原（代理 安藤），辻，土岩，大塚，和氣
欠席者：なし

RI 第 2690地区2021-22年度　地区研修・協議会（4/25）　

　４月25日（日）11時より鳥取市のとりぎん文化会館において，国際ロータリー第2690地区2021-22年度地区
研修・協議会が開催され，オンラインにて鳥居滋パストガバナー，髙山眞司次期会長，大塚学次期幹事，
堀善直次期職業奉仕委員長，小橋雅治次期社会奉仕委員長，貝原明宏次期国際奉仕委員長，土岩剛志次期
青少年奉仕委員長が出席しました。
　まず，本会議で岩﨑陽一ガバナーエレクトより，2021-22年度 RI テーマ「奉仕しようみんなの人生を豊
かにするために」第2690地区スローガン「未来のロータリーを築こう」について基調講演があり，その後，

「部門別協議会」に分かれ，65クラブの次期クラブリーダーの皆様と活発な議論をして様々なアイデアの交



換が行われました。

3RC合同ゴルフコンペ並びに第8回ゴルフ同好会（4/29）　

　４月29日（木・祝）に，赤坂レイクサイド・カントリークラブで，３RC 合同ゴルフコンペ並びに第８回ゴ
ルフ同好会例会が新型コロナウィルス感染対策を十分行いながら開催されました。３RC（岡山東・備前・岡
山丸の内）から，総勢60名が参加して８時37分 OUT・IN 同時スタートしました。細雨はだんだんとより顕
著な翠雨となりプレイヤーには，厳しい環境ではありましたが，濡れる新緑と木々を彩る花色の中でみな
さん真摯に取り組んでいらっしゃいました。
　３RC 競技の個人戦はダブルぺリア方式によ
り，優勝：舟橋弘晃パスト会長，準優勝：荒
川謙三パスト会長，第３位：草加勝康様（備前
RC），べスグロ：黒住英之様（岡山丸の内 RC），
でした。10位までに当クラブ会員が６名を占め
る結果となり，団体戦は当クラブ会員の活躍に
より覇者となりました。 
　同時競技，30名のメンバーで行われた第８回
例会の優勝は舟橋弘晃パスト会長，準優勝は
村松太会員，第３位は冨山直司会員でした。ま
た，特別賞として佐藤英明会員が入賞いたしま
した。おめでとうございました。親子クラブで
ある３RC の会員相互の親睦を深めることがで
き，参加メンバー全員の健闘を称える卓抜した
ゴルフコンペとなりました。

（第８回例会） OUT IN GROSS HC NET
優　勝　舟橋弘晃 パスト会長 45 45 90 9 81
準優勝　村松　太 会員 54 55 109 28 81
第３位　冨山直司 会員 58 58 116 34 82
Ｂ　Ｇ　舟橋弘晃 パスト会長 45 45 90 9 81

順道制勝，団体戦優勝！

更井同好会会長挨拶

３RC 個人戦 優勝
NET 72.0

舟橋弘晃 パスト会長

３RC 個人戦 準優勝
NET 73.2

荒川謙三 パスト会長

３RC 個人戦 第３位
NET 74.8

草加勝康 様（備前 RC）

３RC 個人戦 べスグロ
GROSS 87・NET 77.4

黒住英之 様（岡山丸の内 RC）



ロータリー米山記念奨学生（以下「米山奨学生」と表記）奨学金授与（5/6）　

　米山奨学生の張曦明（チョウ　キメイ）さんへ５月の
奨学金を諸國会長より授与していただきました。

岡山東RC奨励賞の授与式（5/6）　

　2020-21年度「岡山東 RC 青少年 奨励賞」を受賞され
ました，山陽学園大学 地域マネジメント学部３年　二
瓶ゆめか様，岡山大学 経済学部２年　梶山陸人様，以
上２名の方に諸國会長より奨励金が贈呈されました。
益々のご活躍を期待しております。

ひとり親家庭支援プロジェクト事業説明会（5/14）　

　５月14日（金）に中国デザイン専門学校の学生へ
の次年度青少年奉仕委員会の事業「ひとり親家庭
支援プロジェクト」の説明会へ髙山次年度会長，
大塚次年度幹事，土岩次年度青少年奉仕委員長
の３名で参加をしました。学生には，事業の目玉
である「ナイト Zoo」で，灯りの地上絵の製作を
お願いしています。事業の理解を深めていただき
たいので，髙山次年度会長から岡山東ロータリー
クラブの活動について，私から事業の目的やスケ
ジュールについて説明をさせていただきました。説明会は，もともと４月23日（金）の予定でした。学生の
家族から陰性ですが濃厚接触者が出たため，説明会は大事をとって延期となりました。今回は，新型コロ
ナウイルスの影響を受けないよう Zoom で行ないました。まだまだ双方で不慣れのため，音声の設定など
少し手間取りましたが，無事に説明会を行う事ができました。事業目的だけでなく岡山東ロータリークラ
ブを知ってもらう良い機会となりました。
 ［文章・写真提供：土岩剛志 次年度青少年奉仕委員長］

次期地区会員増強・ロータリー財団合同セミナー（5/16）　

　５月16日（日），ホテルニューオータニ鳥取において2021-22年度国際ロータリー第2690地区「次期地区会
員増強・ロータリー財団合同セミナー」が約300名の出席者により，会場とオンラインのハイブリッド方式

第８回例会 優勝及びベスグロ
舟橋弘晃 パスト会長

第８回例会 準優勝
村松　太 会員

第８回例会 第３位
冨山直司 会員



で開催されました。当クラブからは髙山眞司会長エレクト，大塚学次年度幹事，辻和英次年度ロータリー
財団委員長，次年度会員増強委員長の岡﨑秀紀がオンライン（Zoom）出席しました。

［ 新型コロナウイルス感染状況により，県外移動が制限される地域があることなどを考慮し，第３～第11グ
ループの地域はオンライン指定］

　本会議は岩﨑陽一地区ガバナーエレクトの開会点鐘でスタート，来賓および次期地区役員紹介から菊池
捷男地区ガバナー挨拶に続き，高島凱夫第３地域ロータリーコーディネーターによる基調講演を拝聴しま
した。その後，地区会員増強セミナーと地区ロータリー財団セミナーに分かれ，それぞれ数名の講師より
ご示教賜り，心地よい緊張感の中でセミナー全過程を修了しました。
 ［文章提供：岡﨑秀紀 次年度会員増強委員長］

2021-22年度　第1回親睦活動委員会小委員会 (5/18）　

　５月18日（火）11時30分より2021-22年度 第１回親睦活動委員会小委員会を，岡山プラザホテル４F 烏城の
間にて開催いたしました。
　新型コロナウィルス感染拡大防止のため緊急事態宣言が発令され，委員会そのものを実施することが困
難となり，正副委員長及び次年度会長，副会長，幹事を加えたメンバーで小委員会を開催し，計画立案，
協議，報告をさせていただき，その内容について委員会の皆様に報告する形式をとることといたしました。
　今回は，次年度のお祝い行事，特別例会，ゴルフ同好会などについて協議いたしました。　
　次年度の親睦活動運営がスムーズに進行し，会員皆様が楽しんでいただけるよう引き続き頑張ってまい
ります。

職業奉仕委員会事業「企業事業所訪問（株式会社中国銀行本店）」（5/27）　

　５月27日（木）14時より職業奉仕事業「企業事業所訪問（株式会社中国銀行本店）」がオンライン上にて開
催いたしました。
　本来は会員の皆様に訪問いただき，内覧していただきたかったのですが，新型コロナウイルス感染症
拡大に伴う「緊急事態宣言」発出を受けて，セミナーのみを Zoom を使った Web 開催とすることに変更
し，諸國会長，松本幹事，寺坂委員長，松尾副委員長のみがリアル参加する形で実施いたしました。結果，
Web にて25名の会員に参加していただきました。
　セミナーは，中国銀行 NEXT10推進室の坂口有美子室長に「経営戦略のための『ダイバーシティ推進』

『組織風土改革』」との演題で講演願いました。中でも「ダイバーシティ＆インクルージョン」や，今注目
されている「アンコンシャス・バイアス（無意識の思い込み）」，女性活躍推進のポイントとしての「３つの

『K』」や，女性の躊躇を後押しするには「３回背
中を押す」といったキーワードを教えていただき，
参加者からは「いい学びになった」，「参考にして
行動したい」等の声を頂戴しました。
　特に「アンコンシャス・バイアス」に関しての
クイズでは松本幹事が正解を「即答」し，多くの
人が戸惑う内容について柔軟な発想力を発揮され，
面目躍如でした。
　最後に寺坂委員長の案内により，平山郁夫画伯
が描いた最大の絵である（中国銀行所蔵の）「吉備
路緑映」を Web 鑑賞し，会を終えました。
　コロナ禍で例会等が開催されない中で，委員会



活動事業の代替策のチャレンジとして，今回「ウェビナー（ウェブセミナー）」を行った訳ですが，こうし
たことも RC の職業奉仕へ繋がるひとつの施策（行事）と考え，ご理解願えれば幸いと考えている次第です。
 ［文章・写真提供：寺坂幸治 職業奉仕委員長］

2021-22年度�第１回オンライン臨時被選理事会（5/27）　

　５月27日（木）12時30分より，オンライン上にて，次年度の第１回オンライン臨時被選理事会が開催され
ました。緊急事態宣言下において長らく顔を合わせていない状況を打開するため，初めてオンラインでの
開催となりました。初めての試みということでしたが，滞りなく審議は進み，すべての議案について承認
され，報告・確認・依頼事項について詳細な説明がなされました。また，今回の新たな試みについて各人
より意見や感想が交わされました。

（出席者） 髙山・根木・菅野・高橋・佐藤・諸國・齊藤・岡﨑・大西・奥野・中井・堀・小橋・貝原・辻・
土岩・大塚・和氣

 ［文章・写真提供：中井拓司 次年度会報委員長］

理事会報告（6/3）　

審議事項として
１． 新会員，藤田宗久様，井上隆智様の入会の承認および委員会配属について審議され承認されました。

委員会配属は親睦活動委員会となります。６月24日の例会にて入会式を執り行います。
２．「2020-21年度岡山東 RC 奨励賞」事業報告書が承認されました。
３．「岡山東 RC 入会案内パンフレット増刷」事業計画書が承認されました。
４．「春の親睦旅行」事業報告書が承認されました。
５．「優良事業所訪問 part2」事業報告書が承認されました。
６．「800年の時空の旅　源平の夢の跡をたどるツアー」事業計画書が承認されました。
７．オンライン例会について承認されました。
協議事項として
１． 2020-21年度　最終例会（６月24日）のタイムスケジュールについて協議しました。チャーターナイト記

念特別例会の一部内容を含み14時まで延長して行うことになりました。
２． 本年度未実施事業について協議しました。６月17日例会終了後に行う予定の「次世代の起業家創出応

援プロジェクト　ネクスト」（岡山南高校生とのディスカッション）に関しては，緊急事態宣言延長に
伴い開催ができなくなりましたが，年度を越えることになりますがひとまず延期とし，７月中の開催
を目指すこととなりました。

ロータリー米山記念奨学生奨学金授与（6/3）　

　米山奨学生の張曦明（チョウ　キメイ）さんへ，
理事会終了後，６月の奨学金を諸國会長より授与
していただきました。



ひとり親家庭支援プロジェクト事業説明会（6/4）　

　６月４日（金）に中国デザイン専門学校の学生へ
次年度青少年奉仕委員会の事業「ひとり親家庭支
援プロジェクト」の事前打ち合わせについて髙山
次年度会長，大塚次年度幹事，土岩次年度青少年
奉仕委員長，冨山次年度青少年奉仕副委員長の４
名で参加をしました。また，池田動物園の赤迫様
にもご同席いただきました。学生から，地上絵の
製作図面の案や，入場ゲート付近の飾りについて
の案，スタッフＴシャツの案等を提示していただきました。特にデザインのプロである大塚次年度幹事の
厳しい指摘等があり，修正点等を話し合いました。子供たちに喜んでいただけるようなプロジェクトにな
るよう，学生たちもいろいろ考えていただけているようで，一緒にいい企画に作り上げていければと思い
ながらの打ち合わせでした。 ［文章・写真提供：土岩剛志 次年度青少年奉仕委員長］

特定非営利活動法人いわてGINNGAネット解散のお知らせ　

　2013-14年度（石井英行会長年度）の社会奉仕事業で交流が始まった特定非営利活動法人いわて GINNGA-
NET（岩手県岩手市　代表 川原直也氏，以下銀河ネットと略記）が，2021年５月に解散いたしました。元代
表の八重樫綾子氏から当クラブにこれまでの支援に対する感謝の言葉をいただきましたので，皆様にご報
告します。
銀河ネットとは
　銀河ネットは，2011年３月に発生した東日本大震災を契機に，学生を主体とした被災地支援の在り方，
岩手県の学生間のネットワークの構築を目的とし，さらには有事のみでなく，平時から安全・安心なまち
づくりを考える組織として設立された特定非営利活動法人です。運営の資金は，個人の寄付により賄われ，
当クラブ有志の皆様にも大変なご支援をいただきました。
当クラブとのかかわり
　当クラブでは，2013-14年度に社会奉仕事業「東北大震災に学び南海トラフ地震に備える次世代ボラン
ティアリーダー育成事業」として，①中国学園大学の学生ボランティアの気仙沼市への派遣，②気仙沼市
内の仮説住宅における当クラブ会員による無料よろず相談と交流，③岡山県の学生を対象にした「災害時
ボランティアリーダー育成に関するシンポジウム」の開催，を行いました。元代表の八重樫氏にはシンポ
ジウムのパネリストとして来岡していただき，南海トラフ地震のような有事に平時から備えることの重要
性とその取り組みについてお話していただきました。
“ふわふわ”の贈呈
　2014年，ロータリー東日本復興基金日本委員会の補助金を活用し，エアー遊具“ふわふわ”２機とガスパ
ワー発電機２台を贈呈しました。“ふわふわ”の製作は，当クラブの貝原会員に依頼し，宮沢賢治「銀河鉄
道の夜」をモチーフに，銀河を駆け抜ける鉄道車両をイメージした素敵なものとなりました。“ふわふわ”
は，仮設住宅で生活する子供たちのストレス発散や運動不足の解消だけでなく，“ふわふわ”で遊ぶ子供た
ちを見守る大人達にも癒しの効果があったそうです。贈呈より現在に至るまで“ふわふわ”２機は，銀河
ネットの被災地支援活動で大いに活躍しました。
“ふわふわ”の今後
　銀河ネット解散後，“ふわふわ”は，①特定非営利活動法人エムジョイ（岩手県宮古市），②北又地区振興
会（岩手県奥州市）に引き継がれ，今後も地域の子供たちを支援する活動に利用されることになっています。
　最後になりましたが，2013-14年度の社会奉仕活動について会員の皆様のご支援・ご協力に改めて感謝い
たします。本当にありがとうございました。
 2013-14 社会奉仕委員長　佐藤英明



石井会長より「ふわふわ」２号機と「ガスパワー発電機」２台を贈呈 NPO 法人いわて GINGA-NET 八重樫代表様より感謝状を授受

贈呈式に参加された皆さん 感謝状

５月の月間行事予定 � 青少年奉仕月間
※５月の例会は新型コロナウイルス感染拡大のため全て休会（定款 第７条第１節による）となりました。
　27日　・企業事業所訪問（株式会社中国銀行本店）（Zoom にて）

６月の月間行事予定 � ロータリー親睦活動月間
※ ６月３日，10日，17日の例会は新型コロナウイルス感染拡大のため休会（定款 第７条第１節による）となりました。

例 会 行 事 プ ロ グ ラ ム そ の 他 の 行 事

24日通常例会 ・「退任挨拶」
　　諸國眞太郎 会長，三垣日出人 副会長，
　　松本崇 幹事，菅野正則 S.A.A.

３日　　　・第12回理事会
12～16日　・ バーチャル国際大会（台湾・台北）
16日　　　・ 企業事業所訪問（株式会社ワークス

マイルラボ）（オンラインにて）

６月の月間メニュー

24日通常例会 ・鯛塩焼き，赤飯，香物，味噌汁（メニューは変更になる場合があります。）

※６月24日の例会時には週報の発行はありませんのでご了承ください。


