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本日のプログラム
　「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.，堀喜直 職業奉仕委員長

７月29日のプログラム
　岩﨑陽一ガバナー公式訪問例会（A 方式）
　22日は休会（定款第７条第１節による）

例会報告（7/1）
出席報告
会員数　97名（内出席免除者13名）
出席者　80名（内出席免除者出席10名）
出席率　85.11％（前々回訂正後出席率96.81％）
ビジター　２名

会長挨拶
　まだまだ先だと感じていましたが，ついに，いよいよ，始まりました。本日７月１日（木）から来年６月
30日（木）まで丁度１年間365日。よろしくお願いします。
　先ほど，10時から当プラザホテル内の2000年の歴史のある伊勢神社ゆかりの神殿において今年のロータ
リー活動の成功と会員の皆様の健康と岡山東ロータリークラブのますますの発展を祈念してまいりました。
その後，第１回の理事会を開催いたしました。
　昨年度はコロナに翻弄された一年でした。その中で諸國直前会長は時短例会，昼間のクラブフォーラム，
希望の花火，DWCS 等コロナ禍でも出来る事業のやり方を示されました。
　本年度はコロナ禍でも出来る，コロナ禍だから出来る事業を基本に「ブレーキとアクセル　そして前進」
を会長方針としてやっていきたいと思います。
　会員の皆様のご指導，ご協力をよろしくお願いいたします。

第１回理事会報告
１． 上半期の会費・諸会費の納入について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７月31日（土）です。よろしくお願いいたします。

お 食 事
松華堂（天婦羅，煮物，造里）赤飯，吸物

2021-22年度

髙山会長年度スタート！
『ブレーキとアクセル　そして前進』



２． 2021-22年度岡山東ロータリークラブ コロナ禍における例会等の感染症ガイドラインについて承認
されました。

３． 2021-22年度岡山東ロータリークラブ コロナ禍における例会等の中止決定に関するガイドラインに
ついて承認されました。

４． 社会奉仕委員会，職業奉仕委員会，青少年奉仕委員会より「次世代の起業家創出応援プロジェク
ト」ネクストの事業計画書が上程され，承認されました。

５． ７月29日（木）の岩﨑陽一ガバナー公式訪問例会並びに７月15日（木）の堀川辰也ガバナー補佐が参
加される例会と第４回クラブ協議会において，上着，ネクタイ及び本日お配りしたテーマバッジ，
マスクの着用の申し合わせを行いました。

６．慣例に従い，暑中見舞い自粛について申し合わせを行いました。

幹事報告
１．2021-22年度会員名簿とクラブ活動・運営計画報告書をポスティングしております。
２．週報のファイルをポスティングしております。
３．ガバナー月信のバインダーをレターボックスの上に置いておりますので，お持ち帰りください。
４．髙山会長より，RI テーマバッジとロータリーマーク入りのマスクをポスティングしております。
５．次週例会は移動特別例会（能楽堂ホール tenjin9）となっておりますので，ご出席予定の方はよろしく

お願いいたします。
６．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　大西直規 親睦活動委員長
・ 次週７月８日は能楽堂移動特別例会です。場所は天神町の RSK ホールディング メディアセンター内で

す。当館での駐車場はありません。能楽堂ホールは11時40分より開場です。当日お間違えなきようお願
い申し上げます。

・ ノスタルジックシリーズ第１弾として，８月１日開催のメルパでの「シネマパラダイス」文書をポスティ
ングしています。７月24日封切のディズニー最新映画「ジャングルクルーズ」を貸切りにて鑑賞できま
す。お子様，お孫様とともにご家族での鑑賞に最適です。大勢の皆様のご参加をお待ちしております。

●社会奉仕委員会　小橋雅治 社会奉仕委員長
　職業奉仕委員会と青少年奉仕委員会と社会奉仕委員会による合同事業として「働き方改革」をテーマに
次世代を担う高校生の皆さんと７月29日例会後にシンポジウムを開催いたします。本事業は，岡山南高校
の学生さんと我々経済人とが情報交換することで，双方に相乗効果をもたらす事を目的としております。
ぜひ多くの会員皆さまにご参加いただければ幸甚です。

●ゴルフ同好会　福原弘之 親睦活動委員会副委員長
・ 2021-22年度 岡山東ロータリークラブゴルフ同好会ハンディ一覧表をポスティングしております。ご確認

よろしくお願いいたします
・ ８月８日（日）たけべの森ゴルフ倶楽部にて開催されますゴルフ同好会第１回レベルアップ例会のご案内を

ポスティングしております。ご確認後，出欠を必ずご連絡くださいますようよろしくお願いいたします
・ ゴルフ同好会2021-22年度総会のご案内をポスティングしております。開催日時は７月15日例会終了後で

す。日程調整が難しく，クラブ協議会と同じ日時に開催することとなりご参加できない方にはご迷惑を
おかけいたしますが，何卒ご理解の程よろしくお願いいたします。尚，総会資料は，ポスティングさせ
ていただきますので，ご確認お願いいたします。

・ 藤岡千秋パスト会長が，ホールインワンを達成されました。おめでとうございます。ホールインワン記
念品をいただいておりますので，同好会会員皆様にお配りさせていただきます。

感謝状の贈呈
　髙山会長より諸國眞太郎 直前
会長，三垣日出人 直前副会長，
松本崇 直前幹事，菅野正則 直前
S.A.A. に感謝状と記念品が贈呈
されました。



米山奨学金の授与
　米山奨学生の張曦明（チョウ キメイ）さんへ７月
の奨学金を髙山会長より授与していただきました。

ゴルフ同好会へ本年度年間優勝賞品の贈呈式
　髙山会長より本年度優勝賞品の目録がゴルフ同
好会更井正人会長に贈呈されました。

お祝い行事
会員誕生日　　　高橋（憲），藤岡，園部，仁科，髙藤，冨山，石田，宮本，瓦谷，松尾，内山（隆），根木
会員夫人誕生日　岡本，松本，安藤，朝霧，貝原
結婚記念日　　　小林，堀

●髙山眞司 会長
　岡山東ロータリークラブ第54代会長を務めさせていただきます。
　故亀山英之パスト会長，更井正人パスト会長のスポンサーで入会させていただき
ました。
　まさか，会長をするとは想像していなかったです。こんな私に会長のチャンスを
与えていただき，岡山東ロータリークラブの懐の深さを感じます。皆様とともに当
クラブがさらに進化発展していけるよう１年間頑張っていきます。よろしくお願い
します。
　鳥取市で行われた３月の PETS，４月の地区研修・協議会，５月の会員増強，ロー
タリー財団合同セミナーは Zoom を利用してのハイブリッド方式でした。コロナでやり方が大きく変わり
ました。ガバナー補佐はガバナーと週１回夜，Zoom でミーティングをされているそうです。
　「with コロナ after コロナ，コロナ前には戻らない。」
　「過去を敬い未来を見据えながら，私たちは進化をとげ，ロータリーを時代に即した組織とするだけでな
く繁栄させることが出来ます。」
　「変化に対応しなければ未来はないかもしれません。」
　本年度シェカール・メータ RI 会長のテーマは「奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために」，第2690
地区岩﨑陽一ガバナーは「未来のロータリーを築こう」を地区スローガンに掲げられました。
　RI 会長も地区ガバナーも１番に「Each One, Bring One」を重点目標にしています。
　会員増強と多様性です。会員増強は当たり前ですが，もう一度，会員一人ひとりが最低一人に声掛けを
お願いします。新会員（若者，女性会員）を増やすことはもちろんですが，コロナ禍における退会防止もと
ても重要だと思います。
　今年は前半，夜間例会は開催しません。納涼特別例会は７月８日（木）12時30分から，RSK の新しい能楽
堂ホールで移動特別例会になります。７月15日（木）は，昼の例会にガバナー補佐が参加されます。例会後，
ガバナー補佐訪問クラブ協議会を開催します。７月29日（木）の例会は，ガバナー公式訪問になっています。
　親睦旅行も前半は実施しませんが，会員家族の親睦をはかる事業としてノスタルジックシリーズ第１弾

「シネマパラダイス」をメルパ，また，年内ノスタルジックシリーズ第２弾「Zoo 見る」を池田動物園で考
えています。
　地区補助金事業は６月に承認されました。８月７日（土），21日（土）に池田動物園にて「ひとり親家族支
援プロジェクト」を実施します。
　以上のように７月８日からスタートダッシュ，たくさん予定があります。従来と同じ事業でも，やり方
が異なっています。その都度，ご案内します。ご協力のほどよろしくお願いします。
　６月には被選理事会を Zoom で行いました。例会でも Zoom 利用をチャレンジしたいと思います。コロ
ナはまだまだ油断できません。例会，理事会は工夫をして出来る限り開催をします。こういう時代だから
こそ，原点に戻ることが大切だと思います。

「就任挨拶」 髙山眞司 会長・菅野正則 副会長・大塚学 幹事

7月1日のプログラム



　「ブレーキとアクセル　そして前進」を会長方針として，奉仕活動を通し，同じ目的に向かって今まで以
上にメンバーの皆様の共有，共感，親睦を深めていただきたいと思います。
　メンバーの皆様のご理解，ご支援そしてご協力をよろしくお願いします。

●菅野正則 副会長
　本年度副会長とクラブ奉仕委員会委員長を仰せつかりました菅野です。
　緊張で身の引き締まる思いでいっぱいであります。
　私，当クラブに入会させていただき早21年になりましたと同時に満80歳を迎えま
した。
　その間，大過なくメンバーとして過ごせたのはひとえに会員皆様のご指導のお陰
であると改めて感謝いたしております。
　会長の運営方針を会長補佐の立場から，各クラブ奉仕委員会に隈なく伝達し確実
に実践へ繋げるよう努力します。
　会長と理事及び各委員会の調整をはかり，クラブ運営が円滑に推進できるよう努めます。
　クラブ奉仕の目的を認識し，各クラブ担当委員会と常に緊密な連絡を取り，ロータリー活動の基本であ
るクラブ奉仕の理念を充分理解されるよう全力で頑張ってまいります。
　大変微力ながら尽力いたす所存でございます。会員皆様のご支援ご協力をお願いいたしまして，副会長
就任のご挨拶とさせていただきます。
　ありがとうございました。

●大塚学 幹事
　歴史と伝統に輝く岡山東ロータリークラブの2021-22年度，第54代幹事を務めさせ
ていただきます大塚学です。どうぞ，よろしくお願いいたします。 　
　私は，本德会長年度の11月に入会させていただきました。今でも，入会式の緊張
と例会の食事がそばめしだったことははっきりと覚えております。あの時以上の緊
張感を感じながら今この場に立っています。
　ご存じの通り，現在もコロナウイルス感染症が猛威をふるっています。このコロ
ナ禍の中で，諸國会長年度の副幹事をさせていただき，クラブ運営の難しさを本当
に痛感いたしました。他のクラブも同様に，例会，事業等の中止が相次ぎました。
そして本年度，髙山会長は「ブレーキとアクセル　そして前進」を会長方針とされました。コロナ禍の中
でも出来ること，出来ないことを考えながら，岡山東ロータリークラブの会員皆さまとともに前に進んで
いく。夜間の行事，親睦旅行を行わない代わりに，能楽堂 Tenjin9での移動特別例会，また岡山メルパでの
シネマ鑑賞，池田動物園の日帰り旅行などを行うとともに，奉仕事業を通じて会員の親睦を図る。コロナ
禍の中でも会員皆様の親睦を深めるよう，少しでもお力になるべくこの一年間取り組んでまいります。
　まだまだ未熟者ですので，皆さまにご迷惑をお掛けするかもしれません。
　歴代パスト会長のご指導をいただきながら，髙山眞司会長，菅野正則副会長，高橋憲志 S.A.A. 並びに理
事および役員，委員長，そして会員皆さまの温かいご支援，ご指導ご鞭撻をお願い申し上げます。
　以上，簡単ではございますが，幹事就任のご挨拶とさせていただきます。

神社参拝（7/1）　

　新年度最初の７月１日（木）午前10時
より，岡山プラザホテル２階の神殿に
て，髙山会長，大塚幹事をはじめ理事
および役員，委員長が集まり，ロータ
リー活動の成功と会員皆様の健康と岡
山東ロータリークラブのますますの発
展を祈願しました。当神殿は2000年の
歴史がある伊勢神社に所縁があり，当
日は伊勢神社より宮司にお越しいただ
いての祈願となりました。祈願後は，
神殿横の扉から直結の写場に移動して
集合写真を撮影いたしました。



新執行部の皆様，ご活躍をお祈り申し上げます。



　７月８日（木）12時30分より天神町の RSK の新社屋である RSK イノベイティブ・メディアセンター内に
ある能楽堂ホール tenjin9にて，移動特別例会を開催しました。
　今回特別に便宜を御計らいいただいた RSK ホールディングス株式会社の原憲一会長にご挨拶をいただき，
能楽堂を建てるに至った想いなどを拝聴することができました。その後能楽堂ホール内にて昼食を取りま
した。能楽堂の厳かな雰囲気の中でいただく昼食には何か特別なもの

（こぼしてはいけない緊張感含む）を感じずにはいられませんでした。
　また，RSK 山陽放送の新田真子アナウンサーが登場し，能楽堂
ホール tenjin9のご説明をいただきました。その後，当クラブが2500
例会を目前に控えているということで，今回の移動特別例会では，
1500例会，2000例会に入会された会員に舞台にご登壇いただき，代表
して眞殿会員，諸國直前会長よりご挨拶をいただきました。

会長挨拶
　２回目の例会を，この新しい RSK イノベイティブ・メディアセン
ターの能楽堂ホール tenjin9をお借りして出来ることが，とても嬉し
いです。RSK の原会長はじめ，皆さんのご理解があったからこそと
思います。なかなか，この能楽堂で，また昼食もとらせていただける
ことは，今日が最初で最後かもわかりません。RSK 原会長に感謝・
感謝であります。
　前半は夜間例会をしない方針です。本来なら納涼特別例会のタイミ
ングですが，そのかわりの特別例会として能楽堂での移動特別例会を
開催します。
　大西親睦活動委員長はじめ，委員会メンバーには10時半から準備，
設営してもらいました。何度も会場の下見もしてもらいました。ありがとうございます。
　７月29日はガバナー公式訪問例会ですが，ちょうど2500例会になります。今日は2498回目の例会です。
1500例会と2000例会の年に入会した会員の皆さんに登壇をしていただき，代表して２人の方にお話をして
いただく予定です。
　また，RSK 女性アナウンサーも登場するかも分かりません。お楽しみに。

幹事報告
１．この度の熱海土石流災害に対する支援金のお願いが地区ガバナー事務所から届きました。集まりま

した支援金は地区ガバナー事務所で取りまとめ，被災地の RI 第2620地区ガバナー事務所へ送金され
ます。募金箱を回させていただきますので，ご支援の程，よろしくお願いいたします。

２．来週７月15日（木）は，ガバナー補佐訪問例会となっております。第
一例会でお配りしております，RI テーマバッジ，ロータリーマー
ク入りマスクのご着用をお願いいたします。なお，クールビズ期間
ではございますが，皆様，上着，ネクタイ着用でよろしくお願いい
たします。理事，役員ならびに委員長各位は，RI テーマネクタイ
をご着用ください。

３．７月のロータリーレートは，１ドル＝111円です。
４．本日のお弁当はアークホテル岡山様にご用意いただきました。

2021.7.8　第2498例会

移 動 特 別 例 会
（能楽堂ホール tenjin9）

出席報告
会員数　97名（内出席免除者13名）
出席者　81名（内出席免除者出席８名）
出席率　88.04％（前々回訂正後出席率98.96％）
ビジター　０名



RSK ホールディングス
原憲一会長の御挨拶

新田真子アナウンサー

大西直規親睦活動委員長

1500例会ご入会代表 眞殿会員

司会の山田武彦親睦活動副委員長

2000例会ご入会代表 諸國直前会長

舞台で記念撮影 お出迎え中

1500例会，2000例会ご入会のみなさま（西下パスト会長，近藤聡司会員 ご欠席）

本日のスマイル



　例会後は RSK イノベイティブ・メディアセンター内の見学をさせていただきました。普段なかなか入る
ことのできないテレビスタジオを拝見し，会員からは驚きの声があがりました。また，屋上は岡山城を望
む絶景スポットとなっておりました。当日朝はあいにくの雨模様でしたが，例会の開始に向けて徐々に天
気は回復し，無事屋上に出て写真撮影を楽しむことができました。

例会場風景 移動例会会場外観



お世話になった親睦活動委員会の皆様



800年の時空の旅　源平の夢の跡をたどるツアー（7/10）　

　７月10日（土）「800年の時空の旅　源平の夢の跡
をたどる」日帰りの旅にクラブ会員16名にて参加
いたしました。
　こちらは昨年度２月の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」にて表彰
させていただいた倉敷古城池高等学校３年生の今
城慧郁（いまじょう さとか）さんの，岡山イノベー
ションコンテスト2020で発表されたビジネスプラ
ンが実現される事での開催となりました。
　当日は曇り空の中，時折日が差し込む蒸し暑い
天候での出発となり，はじめに源平の古戦場と
なった藤戸地区の史跡を巡り，続いて白石島に移
動し国指定重要無形民俗文化財の白石踊の伝統に触れてきました。白石踊は源平合戦の戦死者を弔うため
に始めたと伝えられています。白石踊会のみなさんといっしょに踊を体験し白石島に賑わいが戻ってきた
ように感じました。
　終わりに児島地内に移動し，４月～８月にかけて大潮の干潮時の３時間だけ出現する幻の島高洲に上陸
いたしました。ほとんどの参加者が初体験のため終始笑顔絶えない楽しい時間を過ごしツアーも無事終了
しました。
　本ツアーを通じて，改めて地元岡山の歴史と文化に触れ，気づきや学びを頂いたように思われました。
　今城さんにおかれましては，感謝と共に益々のご活躍をお祈り申し上げます。
 ［文章提供：平井真也 前年度青少年奉仕委員長，写真提供：福原弘之 前年度会報委員長］

バス車内

お多福 INN で昼食

藤戸地区散策 一行は船で白石島へ

国指定重要無形民俗文化財白石踊の体験

藤戸寺にて 今城さん，白石踊会の皆様と



舟で児島沖へ 幻の島に上陸 瀬戸大橋を望む

　今回のツアーは令和３年７月11日付山陽新聞朝刊に取り上げていただきました。また，このツアーの
きっかけとなった「岡山イノベーションコンテスト」のファイナリストとなった今城さんら９名を岡山東
ロータリークラブが表彰したことが，令和３年２月５日付山陽新聞朝刊に取り上げていただいております。

令和３年２月５日（金）付　山陽新聞朝刊より令和３年７月11日（日）付　山陽新聞朝刊より


