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第2500例会

▲

本日のプログラム
「岩﨑陽一ガバナー公式訪問例会」（Ａ方式）

No.2331
８月５日のプログラム
「お祝い行事」
「就任挨拶および今年度奉仕活動について」
土岩剛志 青少年奉仕委員長

例会報告（7/15）
出席報告
会員数 97名（内出席免除者13名）
出席者 88名（内出席免除者出席10名）
出席率 93.62％（前々回訂正後出席率91.58％）
ビジター ７名

お 食 事
ステーキ丼，香物，吸物

会長挨拶
もう早くも３回目の例会になります。
本日は，第2690地区 第９グループ堀川ガバナー補佐，子クラブの備前 RC，岡山丸の内 RC 会長はじめ，
多くのお客様が来てくださいました。堀川ガバナー補佐には例会終了後，第４回クラブ協議会にご出席い
ただきます。
先週の例会は，能楽堂ホール tenjin9での移動特別例会でした。80人を超える参加をいただき，ありがと
うございました。能楽堂ホール tenjin9のゆかしさを感じていただけたでしょうか。大西親睦活動委員長は
じめ親睦活動委員会の皆様には朝早くより，会場設営から撤収まで本当にありがとうございました。また，
アークホテルのお弁当，とても美味しくいただきました。社屋の見学は TV スタジオも屋上からの岡山城
の眺めも良かったですね。
コロナ対策ですが，今日から１テーブル４人掛けを５人掛けにしています。５人でも充分な間隔があり
ます。食事や大きな声でのお話はお控えください。
先週の土曜日には「800年の時空の旅 源平の夢の跡をたどるツアー」に参加いただいた方，お疲れ様で
した。日曜日の山陽新聞に小橋前年度親睦活動委員長，寺坂前年度職業奉仕委員長の大きい写真が掲載さ
れていました。昨年度の岡山イノベーションコンテストで MASC 賞を受賞した古城池高校の今城さんが考
案した旅行企画です。高校生のパワーすごいですね。諸國直前会長，寺坂前年度職業奉仕委員長，平井前
年度青少年奉仕委員長ありがとうございました。
高校生との事業では，７月29日（木）ガバナー公式訪問例会終了後，岡山南高校の生徒さんたちと岩﨑ガ
バナーも参加し，我々とのディスカッションも計画しています。
８月１日（日）親睦事業でノスタルジックシリーズ，シネマパラダイス，メルパで「ジャングルクルーズ」

の映画鑑賞，８月７日（土），21日（土）は地区補助金事業「ひとり親支援プロジェクト」を池田動物園で実
施，クラブフォーラムも８月26日（木）例会終了後に行います。
行事がいろいろ予定されています。７月からアクセル全開です。
「ブレーキとアクセル そして前進」
ブレーキとアクセルを踏み間違えないように気を付けます。
幹事報告
１．先週ご協力をお願いいたしました熱海土石流災害の支援金は，72,650円を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，地区ガバナー事務所へ送金させて
いただきます。地区で取りまとめられ，第2620地区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．本日例会終了後，13時40分よりガバナー補佐訪問第４回クラブ協議会を開催いたします。会場は例
会場の隣です。関係各位はよろしくお願いいたします。なお，フレッシュ会員研修会がその後に開
催されます。フレッシュ会員各位は，ガバナー補佐訪問クラブ協議会へオブザーバー出席となって
おりますので，よろしくお願いいたします。
３．来週７月22日（木）は定款第７条第１節により休会です。次回例会は，７月29日（木）12時30分から岩
﨑陽一ガバナー公式訪問例会となっております。クールビズ期間ではございますが，上着，ネクタ
イ（理事，役員，委員長は RI テーマネクタイ），RI テーマバッジ，ロータリーマーク入りマスクをご
着用の上，ご出席ください。
４．７月12日（月）６RC 幹事会が開催されましたので，出席してまいりました。
５．他クラブ週報を回覧いたします。
堀川辰也ガバナー補佐，西岡貞則随行者 例会訪問
国際ロータリー第2690地区第９グループ岡山北
西ロータリークラブより，ガバナー補佐 堀川辰也
様，随行者 西岡貞則様にお越しいただき，堀川ガ
バナー補佐様にご挨拶をいただきました。

備前ロータリークラブ 例会訪問
備前ロータリークラブより，幹事 伊勢﨑創様，
S.A.A. 谷口貴久様にお越しいただき，伊勢﨑幹事
様にご挨拶をいただきました。

岡山丸の内ロータリークラブ 例会訪問
岡山丸の内ロータリークラブより，会長 大倉宏
治様，副会長 儀間剛様，幹事 阿部静香様にお越し
いただき，大倉会長様にご挨拶をいただきました。

委員会報告
●青少年奉仕委員会 土岩剛志 委員長
８月７日（土），21日（土）開催の青少年奉仕委員会事業（ロータリー財団 地区補助金事業）「ひとり親家庭

支援プロジェクト」のご案内をポスティングしております。ひとり親家庭の楽しい思い出づくりのお手伝
いをしたいと思いますので，会員の皆様におかれましては，受付や設営フォロー等のご協力をよろしくお
願いします。
●ゴルフ同好会 福原弘之 親睦活動副委員長
・本日例会終了後，ゴルフ同好会総会を４F 烏城の間にて開催いたします。ご出席よろしくお願いいたし
ます。
・７ 月22日開催の第１回ゴルフ同好会例会及び取り切り戦の組み合わせ表をポスティングしております。
なお，修正が間に合わず，欠席者の方も含まれた組み合わせになっております。最終は当日お渡しいた
します。集合時間は8：30です。よろしくお願いします。
●写真同好会 写友「輪影」 松本崇 同好会幹事
８月19日（木）例会終了後「烏城の間」において開催されます写友「輪影」総会のご案内をポスティング
しております。出欠のご返信よろしくお願いいたします。
●麻雀同好会「東風の会」 佐々木篤 同好会幹事
８月５日（木）例会終了後「吉備の間」において開催されます麻雀同好会「東風の会」総会のご案内をポ
スティングしております。覚えてご参加をお願いいたします。
●探鳥同好会 小橋雅治 同好会幹事
９月２日（木）例会終了後例会場において開催されます探鳥同好会「バーディングクラブ」総会のご案内
をポスティングしております。ご出席くださいますようお願いいたします。
●広報委員会 末藤達也 委員長
「ロータリーの友７月号」のご紹介をさせていただきます。
（横組み記事）
７ページ RI 会長メッセージ。チェンジメーカー（変革者）の年にする，各会員が一人新しく紹介すれば
仲間は増える，仲間が増えれば大規模で野心的な奉仕プロジェクトができる，国家規模で効
果と影響力を与えるプロジェクトやプログラムに力を入れていきましょう等と述べられてい
ます。
35ページ 第2690地区岩﨑陽一ガバナーが紹介されています。
46ページ ロータリーの友電子版の紹介があります。
63ページ 私の宝物コーナーへのご投稿をお願いいたします。
（縦組み記事）
４ページ 元国際連合事務次長の明石康さんの地区大会記念講演が掲載されています。

7月15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.，堀善直 職業奉仕委員長

●高橋憲志 S.A.A.
本年度の運営方針は，髙山会長の運営方針である「ブレーキとアクセル そして
前進」の理解を深め，会場監督として with コロナの中，例会を工夫してブレーキ
とアクセルをうまく使い分け，安全に楽しい例会が開催されるように前進していき
ます。具体的には，会場でリラックスしていただけるような音楽を流します。また，
お食事については，月に一度丼ものを，２か月に一度低カロリーメニューのご提供
をする予定です。そして，スマイルでは会員皆様の良かったことなどを共有してい
ければと思います。S.A.A. として全力を尽くしていきますので，よろしくお願いい
たします。

●堀善直 職業奉仕委員長
今年度，職業奉仕委員長を拝命いたしました，堀です。
髙山会長方針である「ブレーキとアクセル そして前進」の会長方針に基づき，
一年間奉仕事業を計画，そして実行して行きたいと思います。
とはいえ，職業奉仕委員長として，何をやったらいいのかなと思っている所へ，
髙山会長より「堀君，ロータリー奉仕デー知っているか」と言われ，ロータリー
デーと勘違いしていた私は，「聞いた事は有ります」と答えてしまいました。さらに
会長より「ロータリー奉仕デーとなる事業をして欲しい」とのお話し
をいただき，職業奉仕委員長として，ロータリー奉仕デーとなる事業
をする事が，最初の目標となりました。皆様もあまり聞きなれない言
葉だと思いますので，ここから，まだ研究途中ではありますが，ロー
タリー奉仕デーについて少し説明したいと思います。
まず歴代の幹事数人に相談したところ，あまり聞いた事がないとの
事でしたので，調べた所，今年度の国際ロータリー会長 シェカー
ル・メータ会長の話の中に出てきており「私は，2021-22年度に少な
くとも１回，実践的かつ，行動志向のロータリー奉仕デーのイベント
を計画・開催していただくよう，すべてのクラブにお願いしたいと思
います。」とのことでした。そこでロータリー奉仕デーとなるイベン
トはどんな事業がなるのかを深ぼりすると，次のような条件で出てき
ました。
今年度のロータリー奉仕デーとして認められるには，次の４つを
満たす必要があるとの事です。「二つ以上のロータリークラブ，ロー
ターアクトクラブ，インターアクトクラブによって計画されたもの
である事。ロータリー重点分野（一つまたは複数）に一致している事。
イベントへの関心を高めるため，少なくとも一つのメディア（フェイスブック，ツイッター，地元紙など）
で周知を行う事。参加者の少なくとも25％は，現ロータリー会員ではない事」。ここには書きませんでした
が，この４つ以外にも更に追加ガイドラインとして，８つの中から最低３つ以上を満たす事という条件も
追加されており，なかなかハードルが高い事業であると感じております。
以上の事を踏まえ，１つの事業を考えています。これがロータリー奉仕デーに，当てはまるかどうかは
研究中ですが，前年度青少年奉仕委員会で行われた花火を，県南の各ロータリークラブと合同で，同じ日，
同じ時間に各地域から一斉に花火を打上げる事業を，ロータリー奉仕デー対象事業として検討中です。
その他の今年度の計画といたしましては，「優良企業訪問 佐々木会員の岡山ランドリー新工場見学，寺
坂前年度職業奉仕委員長よりの引継案件である某メーカーの工場見学」，また昨年も行った「岡山イノベー
ションコンテストの視察」等々を計画しております。

今年度も職業奉仕委員会として，まだまだコロナの中ではございますが，色々な計画をしておりますの
で，会員の皆様の参加，ご協力をよろしくお願いいたします。

第４回クラブ協議会（堀川辰也ガバナー補佐訪問）（7/15）
７月15日（木）13時40分より岡山プラザホテル５階「延養の間」にて，第４回クラブ協議会が堀川辰也ガ
バナー補佐，西岡貞則随行者の訪問を受けて開催され，髙山会長，大塚幹事，各委員長より活動計画の発
表が行われました。フレッシュ会員５名もオブザーバーとして出席しました。堀川辰也ガバナー補佐から
は，コロナ禍でも様々な行事を考えられていて素晴らしいとのご講評をいただき，会員増強やロータリー
カード，マイロータリー，戦略計画等についてご助言をいただきました。
新型コロナウイルス感染予防のため例年実施されていた懇親会は中止となりました。

フレッシュ会員研修会（7/15）
７月15日（木）14時50分より岡山プラザホテル４階「鷲羽の間」において，フレッシュ会員研修会が行わ
れました。４名のフレッシュ会員が出席し，髙山眞司会長の挨拶の後，諸國眞太郎ロータリー情報委員長
よりお手製の資料をもとにロータリー活動についての講義が行われました。

2021-22 年度ゴルフ同好会総会（7/15）
７月15日
（木）
例会終了後，当例会会場にて2021-22年度岡山東 RC ゴルフ同好会総会が挙行されました。更
井正人ゴルフ同好会会長挨拶をいただき，議案審議に入りました。第１号議案：2020-21年度収支予算承認
について，第２号議案：2021-22年度事業計画案および収支予算案について，第３号議案：その他と進みま
した。本年度の当同好会会員は65名。参加者から各議案承認を得て，総会はつつがなく閉会いたしました。

なお，日程の調整が難しく，クラブ協議会と同日時での開催となり，参加できない会員の皆様にはご迷
惑をおかけいたしました。
当同好会の目的「岡山東 RC の親睦活動の一環として，ゴルフを通して，趣味を同じくする会員相互の親
睦を図る」を果たし，本年度も皆様がご手腕を発揮され充実したゴルフライフを楽しまれることをご期待
申し上げます。
［文章提供：福原弘之 親睦活動副委員長］

第１回ゴルフ同好会並びに前年度取り切り戦（7/22）
７月22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。髙山会長年度最初のゴルフ同好会は総勢27名が参加し，更井ゴルフ同好会
会長のご挨拶でコンペスタート，晴天に恵まれ，熱中症に注意しながら，プレーを開始いたしました。
諸國会長年度の優勝経験者で競う取り切り戦の優勝は齊藤博臣パスト会長で，記念品の素敵な絵画を手
にされました。第１回例会優勝も齊藤博臣パスト会長でした。また，当カントリークラブ理事であります
藤井パスト会長と舟橋パスト会長のお心遣いにて，バッグとカタログギフトを頂戴し，当日賞（第22位）と，
第54代会長年度ということで９位の飛び賞にさせていただきました。各入賞されました皆様おめでとうご
ざいます。
今年度ゴルフ同好会は三垣幹事長の示教を得て，親睦活動委員会の福原・宗森・瓦谷が担当させていた
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：福原弘之 親睦活動副委員長］
（第１回例会）		
優勝 齊藤博臣 パスト会長		
２位 奥野一三 プログラム委員長		
３位 大西直規 親睦活動委員長		
（取り切り戦）
優勝 齊藤博臣 パスト会長		
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取り切り戦 優勝
齊藤博臣 パスト会長

優勝
齊藤博臣 パスト会長

２位
奥野一三 プログラム委員長

３位
大西直規 親睦活動委員長

ＢＧ
藤岡千秋 パスト会長

