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本日のプログラム
　「お祝い行事」
　「就任挨拶」髙山眞司 会長，菅野正則 副会長，大塚学 幹事

７月８日のプログラム
　移動特別例会（能楽堂ホール tenjin9）
　通算第2500回例会記念事業

例会報告（6/24）

出席報告
会員数　98名（内出席免除者19名）
出席者　89名（内出席免除者出席16名）
出席率　93.68％（前々回訂正後出席率94.62％）
ビジター　０名

会長挨拶
　皆さんこんにちは。会場に来るまではそう感じませんでしたが，奉仕の理想を歌い終えると，今日が会
長として最後の例会になるのだなと，感じてまいりました。皆様方には言い尽くしきれない感謝の気持ち
でいっぱいです。後ほど退任のご挨拶をさせていただきますが，皆様と１年間を振り返りたいと思います。
今日この時間をゆっくりとお楽しみください。

理事会報告 
　前回の週報に記載させていただきました。ご確認ください
　追加報告として，勘藤　晋会員から退会届が提出され，承認されました。

幹事報告
１．６月21日（月）県南16RC 正次幹事会が開催され，大塚次年度幹事と参加してまいりました。
２．６月のロータリーレートは，１ドル＝109円です。
３．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，「第３回被選クラブ協議会」を開催いたしま
す。次年度の理事，役員，委員長の皆様，よろしくお願いいたします。

お 食 事
鯛塩焼き，赤飯，香物，味噌汁



2019－20年度 R 財団認証バナー・感謝状贈呈
　国際ロータリー第2690地区　地区研修・協議会
の全体会議に於いて，2019-20年度財団表彰
１） 100％ロータリー財団寄付クラブとして認証バ

ナー
２） End Polio Now :「歴史をつくるカウントダウン」

キャンペーンの感謝状
を，諸國会長より藤岡直前会長にお渡ししていた
だきました。

新会員入会式
藤田宗久（ふじた　もとひさ）会員
昭和43年６月11日生まれ
大樹生命保険株式会社 岡山支社長
生命保険業
推薦者：西下裕平 パスト会長，
　　　　根木克己 会員

井上隆智（いのうえ　たかとし）会員
昭和55年５月26日生まれ
株式会社トラスト大創 代表取締役
不動産販売
推薦者：根木克己 会員，
　　　　冨岡正機 会員増強委員長

委員会報告
●ゴルフ同好会　宗森秀成 親睦活動副委員長
　６月26日（土）アークホテルにて開催されます，ゴルフ同好会打ち上げ懇親会ですが，開始時間を18：00
に変更いたします。お間違いのないようよろしくお願いいたします。

●次年度ゴルフ同好会　福原弘之 親睦活動副委員長
・ ７月22日（木・祝）赤坂レイクサイドカントリークラブにて開催されます，第１回ゴルフ同好会例会の案

内を関係者にポスティングさせていただきました。内容確認の上ご参加の程よろしくお願いいたします。
・ 例会終了後，４F「鷲羽の間」にて，「第２回次年度親睦活動委員会」を開催いたします。次年度親睦活動

委員の皆様はご参加の程よろしくお願いいたします。

お祝い行事
〈５月〉
会員誕生日　　　藤坂，齋藤（信），大橋
会員夫人誕生日　三村，大西，浮田，内山（隆），西下，山下
結婚記念日　　　大河原，園部，三村，髙山，齋藤（良），日名，佐藤，大西，朝霧，内山（隆）
〈６月〉
会員誕生日　　　世良，横山（光），藤田，菅野，岡﨑，若林，大西，鳥居，黒住，田中，奥野
会員夫人誕生日　辻，小林，井上（隆），小橋
結婚記念日　　　舟橋，寺坂，近藤（聡），藤坂，村松，鳥居，吉野，内山（淳），宗森



本年度出席優秀者表彰（アルファベット順）　ご受賞おめでとうございます
皆勤賞（ホームクラブ100％出席）26名  ��

藤岡千秋 直前会長

松本崇 幹事

大河原喬 会員

冨岡正機
会員増強委員長

福原弘之
会報委員長

森元幹雄
職業分類委員長

大塚学 副幹事

友野昌平 会員

堀善直 会員

中井拓司 会員

齊藤博臣
会員選考委員長

鳥居滋
パストガバナー

石井英行 会計

西本晃 パスト会長

齋藤良仁 会員

土岩剛志
広報委員長

糸島達也 
岡山東 RC 基金管理委員長

岡﨑秀紀 会員

諸國眞太郎 会長

内山隆義 会員

和氣伸吉
出席委員長

小橋雅治
親睦活動委員長

大橋正禎 会員

菅野正則 S.A.A.

若林宣夫 会員

横手典明 会員



精勤賞（ホームクラブ１回欠席）11名 �

西下裕平
パスト会長

髙山眞司
会長エレクト

岡本哲 会員

寺坂幸治
職業奉仕委員長

奥野一三
社会奉仕委員長

浮田實
プログラム委員長

齋藤信也 会員

山田泰照 会員

更井正人
パスト会長

横山洋 パスト会長

髙藤祚嗣 会員

本年度 S.A.A. 表彰（上位11名・アルファベット順）　多額のスマイルをありがとうございました。
藤岡千秋 直前会長，舟橋弘晃 パスト会長，石井英行 会計，松本崇 幹事，三垣日出人 副会長，奥野一三 社
会奉仕委員長，佐々木篤 会員，諸國眞太郎 会長，菅野正則 S.A.A.，髙山眞司会長エレクト，横手典明 会員

●諸國眞太郎�会長
　皆様こんにちは。
　2020年7月から「一心（いっしん），心をひとつにして奉仕しよう」を活動方針とし
て重責の日々が始まったのがついこの前のように思い出されます。
　岡山東ロータリークラブは親睦を大切にするクラブでそのモットーは「親睦に始
まり親睦に終わる」と語り継がれています。歴代会長の活動方針もその多くが親睦
をテーマに掲げています。今年度は親睦を通じた友情の輪を軸にしてクラブでまだ
経験のない「グローバル補助金事業」に広げ，奉仕活動に新しい花を咲かせること
が大きな目標でした。
　実際に取り組んだことは，ミャンマー連邦共和国カヤ州ドータマジ村における飲料水・生活用水の浄水
プラント設置計画です。
　しかし，2019年末から中国武漢市から始まりあっという間にパンデミックになった新型コロナウイルス
感染により予定していた事業スケジュールが大幅にずれてしまいました。さらに追い討ちをかけたのは
2021年2月1日ミャンマー国軍によるクーデターが勃発したことです。クーデター発生直後は国民の「市民
的不服従（CDM）」が軍事政府に対する抵抗でしたが，長期化し武器を持たない市民への殺戮，拷問などで
死者や拘束者が増加して CDM から市民も武装化し各地で内戦状態に陥っています。ミャンマーは約130の
民族からなる多民族国家で，クーデター前にも部族間抗争が多発していました。今回の事業を行うカヤ州
は歴史的にもカレン族，ビルマ族，タイのシャン族の交叉路で重要な役割を持っている地域であり武装民
族と軍が対立していました。2月の軍によるクーデター以来その対立は激化して村を追われた多く人々が山
の中へ逃れて生活を強いられているのが現状です。
　このような現状から岡山東ロータリークラブとセントラルヤンゴンロータリークラブのグローバル補助
金事業は計画通りには進んでいませんが，セントラルヤンゴンロータリークラブの担当者は，なんとして
でも事業を成功させたいと強い意志を繰り返して述べています。当クラブからも33,000ドルを拠出していま
す。この点からも事業の推移を見守っていかなければなりません。

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

6月24日のプログラム



　来期以降も現地と情報交換を行いつつ，髙山年度，根木年度，更にそれ以後の会長年度に関わりを持っ
ていただかなくてはならない事業となります。私をはじめミャンマープロジェクトチームが主体として引
き続き働かせていただきますが，会員の皆さんも本事業を忘れないでいてくださいますようにお願いいた
します。
　過去の感染症（新型インフルエンザなど）の推移の認識から2020年内には新型コロナウイルスとの戦いの
収束点がみえて with Corona 時代の中での会を運営することになると考えていました。ところが，第３波，
第４波と次から次へと大きなうねりが押し寄せてきました。特にイギリス（アルファ）株，インド（デルタ）
株といった変異株の出現と入出国管理の甘さ，そして自国開発体制の不備かワクチン接種開始が遅れまし
た。最近になって東京オリンピック・パラリンピック開催との兼ね合いがあるのかもしれませんが接種が
進んできています。昨日現在の１回目のワクチン接種率は国民全体で約20% 程度だそうです。若年層への
一般接種が遅れていますが，副反応や開発から認可までがあまりにも拙速であるために接種をためらって
いる若者もかなりいるように感じています。
　このよう国内事情により今年度も例会開催を休むことが特に後半に多くなりました。事業を中止したり，
例会を時短にする時や休会にする時には役員，理事，パスト会長の方々をはじめとし多くの会員の意見を
聞いてから決断しました。思い描いていた納涼例会，年末家族例会，親睦旅行など会員・ご家族とふれあ
い，心をひとつにして楽しむことができずにとても心残りです。現在のところクラブ細則で例会は face to 
face で行うことが規定されています。三垣副会長を中心にクラブ奉仕委員会で例会開催のあり方について
検討しておりましたが方向性を出すことが出来ませんでした。
　しかし，例会数は少なかったとはいえ，例会出席皆勤者がなんと26名で，精勤者を含めましたら会員の
約３分の１になりました。休会することでロータリークラブから縁が薄くなるのではないか，クラブから
遠ざかってしまう方々が増えるのではないかと心配していました。蓋を開けてみればこの数字でした。当
クラブのメンバーは人生を通しての友であり，会わずにいれば会いたくなるということなのかもしれませ
ん。和氣出席委員長には大変お世話になりました。期待通りでした。
　また，新型コロナウイルス感染者に対する目に見えないハラスメントが巷ではよく言われています。実
際に感染された方の精神的な苦悩は計り知れないと思いますし，人間，友人を信じられないと沈み切った
時間を過ごしたことと推察します。しかし，普通のことを普通のことと受けとめることが出来た会員の見
識は，今後，いつ何時襲いかかってくるかもしれない危機に遭遇しても「乗り越えられる」と確信を持ち
ました。
　健康上の問題と転勤で６名の会員が退会されました。新型コロナ感染症の嵐の中で新たな会員を得るこ
とはやむを得ない事情で退会者も出ましたが４名の会員増強もできました。目標の会員純増とまでは行き
ませんでしたが増強委員会の冨岡委員長をはじめ会員の皆様ありがとうございました。
　例会運営の肝となる卓話をはじめとする例会プログラムを担当した浮田委員長以下プログラム委員会の
皆様には休会や時短例会で予定が定まらず特に外部講師とのやりとりには膨大な時間を割いてもらいまし
た。岡山の文化・大学を基本テーマにした内容でした。私自身が一番楽しませていただきました。
　小橋委員長率いる親睦活動委員会はクラブ奉仕の中心で今年度も岡﨑副委員長，堀副委員長，宗森副委
員長による夜間例会，親睦旅行，ゴルフ同好会を企画していただきましたがほぼ全滅でした。完全燃焼は
出来なかったと思いますが今年を反面教師として今後も頑張ってください。
　四大奉仕委員会事業は，コロナ禍のために多くの会員が集まり共に汗をすることは出来ませんでしたが，
寺坂委員長，奥野委員長，平井委員長，安藤委員長の指導のもとそれぞれの委員会が充実した奉仕活動を
行ってくれたと感謝します。それぞれの事業内容は福原会報委員長により週報，土岩広報委員長により HP
や新聞，テレビなどマスコミにも取り上げてもらいました。
　第51代舟橋会長年度に始まった岡山東ロータリークラブ「青少年奨励賞」について３ヵ年を振り返り，
今後の課題を総括し継続中止を決定しました。今後，青少年奨励賞，福祉奨励賞を再開するためには原資，
募集方法，選抜方法などを再検討する必要性を確認しました。
　最後になりますが，理事会の議論を深めるために様々な形で背中を押してくださった石井会計，齊藤会
員選考委員長，藤岡直前会長，世間知らずの私を陰で支えてくれた松本幹事，例会では会場監督として細
やかな目配り，楽しいスマイル発表をしてくれた菅野 S.A.A.，理事会の閉会を心のこもった挨拶と私の活
動方針「一心（いっしん），こころを一つにして奉仕しよう」で締め括ってくれた三垣副会長をはじめいつ
も励ましの声をかけてくださった多くの会員の方々にお礼を申し上げます。
　とても楽しい１年間でした。どうもありがとうございました。



●松本崇�幹事
　諸國眞太郎会長の「一心（いっしん），心をひとつにして奉仕しよう」方針のもと，
会員の皆様のご指導，ご支援をいただきながら，このコロナ禍で何とか１年間幹事
という大役を終えることができ，心から感謝申し上げます。
　この１年を振り返ると，コロナに振り回され，諸國会長の思いを何とか叶えたい
と思いながらも，それができない歯がゆさを常に感じながらの１年でした。年初立
てていた予定も大幅に変更になりました。６回予定していた夜間例会は１回も行え
ず，親睦旅行もなくなり，奉仕事業も予定通り行えないものもありました。
　そのような中でも，まだまだ未熟な私を温かく見守っていただき，アドバイスや激励してくださいまし
た諸國会長をはじめ，理事及び役員，委員長の皆様には支えていただき，大変お世話になりました。また，
大塚副幹事，事務局の光石さんには数えきれないくらい電話やメールをし，サポートしてもらいました。
そして，会場の岡山プラザホテル様におかれましては，度重なるキャンセルやコロナ対策など，急な依頼
に対してその都度対応していただきました。本年度最終例会にあたり，感謝の気持ちしかありません。次
年度以降，本年度学んだことを活かしながらロータリーを楽しんでいきたいと思います。皆様，本当にあ
りがとうございました。

●三垣日出人�副会長
　諸國年度副会長を仰せつかりました三垣です。
　志半ばで例会を途中から出席できなかったこと，悔しくて情けなく思っています。
また，末席にでも座らせていただいたこと感謝しております。
　３月初めの例会で嘔吐して，緊急入院ということになりました。最初は，「あいう
えお」が言えませんでした。算数ができませんでした。２か月の間病院生活を経過
し，退院後１か月半たったのですが，もともとしゃべることが得意ではないけれど
も，言語障害があります。ご理解の程よろしくお願いいたします。
　病気をしていろいろと考えさせられました。私自身の生活，家族のこと，会社のこと，このままでいい
のか，どうすればいいのか，先輩に相談したり，後輩の意見を聞いたり今後もご迷惑をおかけいたします
が，よろしくお願いいたします。
　最近よく人生のクロージングのことを考えます。今までどのように生きてきたか，今までのこと，これ
からのこと，やらなければならないこと。済生会病院の何階か忘れましたが，「友よ」という詩を思い出し
ております。皆様も縁があれば読んでください。
　諸國会長，皆様ご迷惑をおかけいたしました。これからも頑張りますのでよろしくお願いいたします。



●菅野正則�S.A.A.
　１年間会員の皆様には大変お世話になりました。
　当初は緊張のあまり，しどろもどろでどうなることかと心配しておりましたが，
皆様のご理解とご協力のお陰で無事責任を果たすことができました。心より感謝申
し上げます。
　会場監督としての役目は特段ありませんでした。例会中の私語もなく，マナーも
よく，例会もスムーズに進行したのではないかと思っておりますが，会場全体まで
目が行き届かず，不愉快な思いをされた方もおられたかと思います。申し訳ござい
ませんでした。食事については，ヘルシーで季節感があり，栄養のあるものを岡山プラザホテル様に協力
していただきましたので，良かったのではないかと思っております。
　スマイルも予定していた目標を達成するよう皆様にお願いして協力していただきましたが，コロナ禍で
例会中止等があり，目標額は無理だろうと思っておりましたが，皆様のご協力のお陰で目標をほぼ達成す
ることができました。毎回たくさんのユニークなスマイルを読ませていただき，とても良い勉強になりま
した。
　いろいろありましたが，大変楽しい一年でした。そしてロータリーについて勉強する機会をいただき，
いろいろなことを学ぶことができました。本当にありがとうございました。
　心より感謝を申し上げて，退任のあいさつとさせていただきます。

チャーターナイト記念特別プログラム
■スライドショー
　本年度事業ならびに活動のスライドショー

司会者
親睦活動委員会
横山光彦委員





■花束贈呈

■「たすき引継式」 ■点鐘の引継ぎ式

職業奉仕委員会事業「企業事業所訪問（株式会社WORK�SMILE�LABO）」（6/16）　

　６月16日（水）14時30分より，職業奉仕委員会事業 優良企業事業所訪問を，株式会社 WORK SMILE 
LABO 様をオンライン訪問する形で，Zoom を使った Web にて開催いたしました。当日は22名の会員と会
員企業の社員の方々に参加していただきました。
　石井聖博社長に『中小企業こそ働き方改革をチャンスに ‼』との演題で講演願いました。「オフィス用品
を売る会社」から「働き方を売る会社」へと売る価値を変える方向転換を行ったことで『ワクスマ』と全
国から注目され，その取り組みが評価され近年多くの受賞歴がある中で，先日は船井財団のグレートカン
パニーアワード2021で『働く社員が誇りを感じる会社賞』を受賞されています。
　その後，石井聖至常務に『オンラインツアー』（社内をライブ中継）をしていただき，「コミュニケーショ
ンの活性化のための『フリーアドレス』の仕組み作り」「オフィス内の事務用品共有化・整理整頓状況」

「ビジョンシート」「退社宣言カード」「（社内での）アロマ活用」「挑戦宣言」「ビジョンボード」「KPI ボー
ド」「当社のテレワークの実況」「中小企業のテレワーク活用策」「RPA の導入策」等々を紹介願いました。
　前回に引き続き「『働き方改革』を追求することで職業奉仕に繋げていこう」とのコンセプトで「ウェビ
ナー（ウェブセミナー）」と「Web による企業訪問」を行った訳ですが，リアルに頼らないアフターコロナ
に向けての新しいチャレンジのヒントを掴めたのではないかと思っております。
　最後に，お忙しい仕事の合間を縫ってわざわざ参加願った諸國会長に今回のウェビナーについての感想
とご挨拶をいただき，会を終えました。
 ［文章・写真提供：寺坂幸治 職業奉仕委員長］

諸國眞太郎会長はじめ今年度執行部のご功労に対する，髙山眞司会長エレクトはじめ次年度執行部による花束贈呈

小橋親睦活動委員長から大西次年度親睦活動委員長へ 諸國眞太郎会長から髙山眞司次期会長へ



第３回被選クラブ協議会（6/24）　

　６月24日（木）例会終了後，岡山プラザホテル「吉備の間」において第３回被選クラブ協議会が開催され，
７月15日（木）の堀川辰也ガバナー補佐訪問第４回クラブ協議会に向けての対応について協議されました。
また７月からの日程確認もなされ，目前に迫った次年度に向けて気持ちを新たにしました。

（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，辻，土岩，福武，朝霧，末藤，大澤（代理　仁科），糸島，大塚，和氣

 ［文章・写真提供：中井拓司 次年度会報委員長］

2021-22年度�第４回親睦活動委員会（6/24）　

　６月24日（木）例会終了後，21-22年度 第４回親睦活動委員会を，岡山プラザホテル４F 鷲羽の間にて開催
いたしました。
　2021-2022年度 親睦活動委員会年間活動計画について，能楽堂移動特別例会について，ゴルフ同好会につ
いて，ノスタルジックシリーズ（シネマパラダイス）について，親睦活動委員会の留意事項の確認などを話
し合いました。



会長・幹事花束贈呈（6/25）　

　６月25日（金）諸國眞太郎クリニックにて，会長・幹事へ理事・役員・委員長を代表して次年度会長・幹
事から花束と記念品の贈呈を行いました。諸國会長，松本幹事１年間お疲れ様でした。

ゴルフ同好会打ち上げ懇親会（6/26）　

　６月26日（土）アークホテル岡山にてゴルフ同好会打ち上げ懇親会を開催いたしました。
　更井会長のあいさつで始まり，７月22日（木・祝）に開催される取り切り戦への意気込みを対象者４名の
方に語っていただきました。
　コロナ対策十分に行いながらの懇親会でしたが，和やかに懇親を深めることができました。荒川副会長
のあいさつで締めていただき，閉会いたしました。

探鳥同好会（6/27）　

　６月27日（日）の午前中諸國会長はじめ会員７名・
ご家族３名と OB・田中徹夫妻ら総勢12名が参加し
て，後楽園で探鳥会を楽しみました。夏季には極
端に野鳥の少ない中で，二色ケ岡の森の中に「ア
オバズク（ふくろう類）」を目指して野鳥の会岡山
県支部の大田さんの案内で，その姿をようやくと
らえることが出来，一同満足しました。メスが樹
洞で抱卵中，オスが外で見張り中でした。森の暗
い中，真上のやっと見えるアオバズクを諸國会長
が見事に撮影されました。飲み物・ケーキで談笑
し終え，名園の美しい芝生や大賀ハスの花を愛でながら，楽しかった今期の探鳥会を終えました。
 ［文章提供：若林宣夫 会員，写真提供：小橋雅治 親睦活動委員長］



７月の月間行事予定  

例 会 行 事 プ ロ グ ラ ム そ の 他 の 行 事

１日通常例会

８日特別例会
15日通常例会

22日例会休会
29日通常例会

・「お祝い行事」
・「就任挨拶」

髙山眞司 会長，菅野正則 副会長，大塚学 幹事
・移動特別例会（能楽堂ホール tenjin9）
・「就任挨拶および今年度奉仕活動について」

高橋憲志 S.A.A.，堀善直 職業奉仕委員長
・例会休会（定款第７条第１節による休会）
・岩﨑陽一ガバナー公式訪問例会（A 方式）

１日　・第１回理事会
　　　・ 神社参拝（岡山プラザホテル）
10日　・源平の夢の跡をたどるツアー
15日　・ 第４回クラブ協議会（ガバナー

補佐訪問）
　　　・フレッシュ会員研修会
22日　・ ゴルフ同好会（赤坂レイクサイ

ド CC）

７月の月間メニュー

１日通常例会
８日特別例会
15日通常例会
22日例会休会
29日通常例会

・松華堂（天婦羅，煮物，造里）赤飯，吸物
・お弁当
・ステーキ丼，香物，吸物
・例会休会（定款第７条第１節による休会）
・（ミリオンダラーミール）ハヤシライス，スープ

諸國会長はじめ執行部の皆様，１年間お疲れ様でした。

７月８日は能楽堂ホール tenjin9での移動特別例会となっております。（会場へは11：30から入場できます。）


