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本日のプログラム
　時短例会のためプログラムなし

11月４日のプログラム
　「お祝い行事」
　「年次総会」
　「ロータリー財団について（仮）」
　辻和英 ロータリー財団委員長

例会報告（10/21）

出席報告
会員数　96名（内出席免除者15名）
出席者　78名（内出席免除者出席10名）
出席率　85.71％（前々回訂正後出席率91.49％）
ビジター　０名

会長挨拶
　今週の月曜日に犬島に「自然と現代アートに触れる交流会」の下見に行ってきました。犬島は初めてで
したが，犬島精練所美術館は素晴らしいと同時にびっくりしました。一見の価値があります。宝伝から船
で10分程度で犬島に着きます。映画のロケの気分です。美術館と島に点在する作品を鑑賞しながら犬島自
然の家まで歩きました。ここで BBQ をする予定です。明治30年代に採石で栄え，人口も5,000～6,000人，
明治40年代には銅の精錬事業で隆盛を極めました。現在は人口40人をきっています。参加される方は犬島
の雰囲気，空気感が味わえると思います。ちなみに犬島のプロジェクトは公益財団法人 福武財団が運営を
されています。
　今月は米山月間であることは，ご承知だと思います。地区からのメールを紹介します。ウスビ・サコさ
ん（55歳）は米山奨学生でした。京都大学大学院で勉強され，京都北 RC の奨学生でした。現在は，日本で
はじめてのアフリカ出身の学長で，京都精華大学の学長をされています。京都北 RC のメンバーでもありま
す。日経新聞の「交遊抄」で「低姿勢な父」というタイトルで米山奨学生時代のカウンセラーの事を書か
れました。「誰に対しても低姿勢でフラットに接することが大切」と，そのカウンセラーから学ばれたそう
です。多くの米山奨学生はロータリアンの振る舞いから学びます。
　もうひとつお知らせがあります。日本経済新聞10月22日（金）朝刊全国版に，一面広告が掲載されます。
日本のロータリー100周年を昨年迎えたことを契機に，ロータリー活動を PR し，会員増強につなげること
を目的としています。ぜひご覧ください。
　週末，鳥取で地区大会です。参加される方，よろしくお願いします。

お 食 事
（低カロリーメニュー）秋鮭と木ノ子野菜の蒸
し焼き，豆腐サラダ，けんちん汁，御飯
 （合計772kcal）



幹事報告
１．本日例会終了後，第２回指名委員会を開催いたします。関係各位はよろしくお願いいたします。
２．10月24日（日）は地区大会です。ご出席の方は，とりぎん文化会館に９時10分集合。９時30分頃，写

真撮影の予定ですので，よろしくお願いいたします。上着，ネクタイ，RI テーマバッジをご着用く
ださい。バスで行かれる方は６時プラザホテル出発となりますので10分前にはご乗車をお願いしま
す。岡山駅西口は６時10分出発予定です。本会議場への入場時にヘルスチェックシートの提出があ
ります。バスで行かれる方はバス車内でお渡しいたします。和氣副幹事が取りまとめをされますの
でお渡しください。ご自宅を出られる前に体温測定をお願いします。車で行かれる場合は，先日お
渡ししていますので当日お忘れないようにお持ちください。

３．10月20日（水）髙山会長，堀職業奉仕委員長，幹事大塚の３名で子クラブであります岡山丸の内 RC へ
例会訪問して参りました。

４．次週，10月28日は時短例会です。時短例会後，第１回クラブフォーラムが４階「烏城の間」にて行
われます。ご参加予定の方はよろしくお願います。

５．他クラブ週報を回覧いたします。

委員会報告
●会員増強委員会　岡﨑秀紀 委員長
　10月31日の犬島交流会，予定催行人数に多少余裕がありますので，参加ご希望の方はお早めに事務局ま
たは小生までご連絡ください。なお当日は西大寺百花プラザ７：10集合です。遅れると船に乗れません。
ぜひ気楽に楽しみましょう。

●社会奉仕委員会　小橋雅治 委員長
　先週ご案内させていただいたキャビネット寄贈の件ですが現在５本寄贈がありました。もう少し集めた
いので会社に中古があるよという方は是非お知らせ下さい。

●国際奉仕委員会　貝原明宏 委員長
　国際奉仕委員会では，令和３年11月13日（土）に岡山後楽園にて開催されます「和文化フェスティバル園
遊会」に，岡山外語学院の外国人留学生と県南16RC に在籍する米山奨学生を招待し，和文化に触れていた
だき日本古来の競技を楽しみながら体験・体感してもらうことで，和文化への理解を深めてもらい，国際
交流の一助としたいと思います。
　会員の皆様にも髙山会長が出場予定の投壷投扇興大会への応援も兼ねて，秋晴れの後楽園を楽しんでい
ただきたく，ご参加を心からお待ち申し上げております。
　日　時：11月13日（土）9：30～
　場　所：岡山後楽園　正門（入場券売所）付近　
　10時頃に集合写真を撮ります。
　※お弁当は付きますが駐車場代は各自ご清算下さい。
　ご不明な点は，国際奉仕委員長　貝原明宏までご連絡ください。

●写真同好会 写友「輪影」　松本崇 同好会幹事
　本日例会終了後，11月29日から開催されます写友「輪影」展に向けた選考会を３F 花葉の間にて行いま
す。本日参加予定の方はよろしくお願いいたします。また，今回参加できない方は11月４日に第２回選考
会を行いますのでご準備をお願いいたします。

●広報委員会　萱原一則 委員
「ロータリーの友10月号」のご紹介をさせて頂きます。
　（横組み記事）
　　７ページ　 地域社会の経済発展月間に因んで，石川県白山 RC 様の「千代女が照らすこの街の未来」と

題した地域社会の活性化への取組みが紹介されています。
　　11ページ　 米山月間の特集「“よねやま”を知ろう」。米山学友による特別寄稿や，奨学事業に関する資

料，理事・幹事・評議員の紹介など盛沢山な内容です。
　（縦組み記事）
　　４ページ　 グローバルとローカル現代世界の中の「地域創生」。前千葉大学理事・副学長の山田賢様が

地区大会で講演された地方創世の考え方が掲載されています。



●片山様の卓話に先立ち，貝原明宏 国際奉仕委員長よりご挨拶
　皆さんこんにちは，本年度国際奉仕委員長を仰せつかっております貝原です。髙
山会長のスローガン「ブレーキとアクセル　そして前進」のなかでコロナでも出来
る国際奉仕としての事業を，社会の状況の流れを正確に判断しながら実行していき
たいと思います。
　委員会メンバーは副委員長に安藤会員，そして齋藤信也会員，佐々木会員，浮田
会員の５名です。安藤副委員長には今期後半の事業で地元ベトナムとの橋渡しの役
割をしてもらうため現在も動いてもらっています。また佐々木会員にも DWCS 請負
人として手腕を発揮してもらいたいと思います。信也先生と浮田先生も英語ペラペラなので期待していま
す。
　10月に入り国際奉仕委員会でも来週31日に行う会員増強委員会との犬島「自然と現代アートに触れる交
流会」事業に我がクラブの米山奨学生の張くんと，また県南16ロータリーの米山奨学生にも声をかけて一
緒に楽しむ機会をつくってまいります。
　また委員会報告でご案内しましたように11月13日に開催されます「岡山後楽園和文化フェスティバル園
遊会」に協賛し，本日卓話にお越しいただきました片山理事長の岡山外語学院で勉強されている留学生た
ちと，また張くんと他の米山奨学生たちも招待してのんびりとよい季節の後楽園を楽しんでいただきたい
と思っております。
　何かと国際奉仕がしづらい状況でしたが，だんだんと回復のきざしも見えてきそうですので，後半は安
藤くんと佐々木さんと辻さんの４人でおととしに下見したベトナム奉仕ツアーがなんとか出来たらいいな
と期待しながら頑張って行きたいと思いますのでどうか皆様，よろしくお願いいたします。
　それではこれよりは皆様ご存知，学校法人アジアの風 岡山外語学院理事長 片山浩子様の卓話の時間に入
らせていただきたいと思います。
　片山浩子様の略歴をご紹介させていただきます。
　片山様は横浜国立大学 学芸学部 英語科をご卒業ののち，株式会社新潮社に入社。昭和59年に中国精油株
式会社に入社，昭和61年に岡山外語学院を設立，代表取締役，学院長に就任。平成23年に岡山外語学院が，
学校法人の認可を受け，学校法人アジアの風を設立，理事長に就任され現在に至っております。平成９年
には株式会社岡山ランゲージセンターを設立し現在は非常勤取締役も勤めておられます。また平成22年に
は旭日双光章を受賞，令和２年には中国洛陽市 栄誉市民にもなられるなど輝かしい経歴をもたれておりま
す。
　それでは片山様よろしくお願いいたします。

●片山浩子様ご講演
　今日はお招きくださいましてありがとうございました。
　（学）アジアの風 岡山外語学院の理事長の片山浩子と申します。
　主人片山義久は岡山東ロータリークラブのチャーターメンバーで，亡くなるまで
ロータリアンであることを誇りに思っておりました。亡くなりましてから，早いも
のでもう９年になりますが，生前中は皆様方には大変お世話になりましてありがと
うございました。心より御礼申し上げます。
　今日は「（学）アジアの風 岡山外語学院の新しい取り組みについて」と題してお話
をさせていただきます。
　岡山外語学院は日本語学校です。外国人留学生の日本語教育をしているところです。開講して来年で30
年になります。定員436名約20か国以上からきている留学生達の目的は日本語と日本文化・習慣などを学
び，大学・大学院・専門学校に進学し，大学を卒業したら高度人材として日本で働くことです。現在は就
職を希望する学生の40％くらいしか就職できていません。
　昨年と今年はコロナの影響で国が閉ざされてしまいましたので，ほとんどの外国人留学生は入国できま
せんでした。今年４月以降は一人も入国できませんでしたので現在の在校生は定員の約４分の１しかおり
ません。100名近く海外待機中ですが，オンラインの授業をうけながら待っております。
　当然経営には苦戦しておりますが，コロナの終息を何もしないで待っているわけにはいきませんので，

「岡山外語学院の新しい取り組み」 岡山外語学院 理事長　片山浩子 様

10月21日のプログラム



今私たちの日本語教育がお役に立てることはないかと考えました。
　昨年，日本語教育推進法という法律ができました。日本語教育はこれから留学，就労，生活に類型化さ
れる予定です。
　留学については30年間やってまいりました。日本語教師の育成も25年以上取り組んできました。いよい
よ日本語教師が国家資格「公認日本語教師」となります。就労もビジネス日本語やビジネスマナーなどの
企業内研修をやっております。
　では生活という分野はどうだろうかと考えてみました。外国人労働者アクセスの資料から岡山県の現状
を見てみます。岡山県の総人口は2020年189万人でした，しかし2030年には179万人になりその後も減り続
けると予測されています。
　岡山県内の外国人雇用の実態として，外国人雇用事業所数及び外国人労働者数の前年比較表を見ますと，
平成27年8,884名だったのが令和２年には20,143名に約2.5倍に増加しています。外国人労働者はこれから日
本ではもっと必要とされ，規制が緩和されたとき急激に増え入国してくると思います。
　２，３人でしたら歓迎してゆっくりコミュニケーションをとっていけば，すぐに日本の生活になれると思
います。しかし何十人何百人になった時，働く人とその家族，その子供達のことまで考えると，異文化の
日本で日本人と一緒に生活していくこと，多文化共生はすぐにできるのか，外国人にとっても，日本人に
とっても簡単なことではないと思います。
　すでに入国している生活者としての外国人とのト
ラブルは，町内会はじめ企業内でも起こっています。
先日西大寺地区の連合町内会長さんをしていらっ
しゃいます根木社長様からも「困っているんだ。」と
いうお話を伺いました。
　多文化共生・多様化社会のためにはいろいろ対応
しなければならないことがある中で，基本となるの
は日本語と日本文化・習慣などの理解ではないかと
考えます。私たちが何か国語も外国語を勉強するの
は大変なことです。だからと言って，外国人に日本
語のニュアンスまでくみ取って理解してくれという
のも乱暴な話です。
　そこで提案したいのが「やさしい日本語」です。
岡山市でも講演させていただいておりますが，この「やさしい日本語」は日本人にとっても外国人にとっ
ても，子供や高齢者，広くは異業種の方とのお話など様々な場面で役に立つコミュニケーションツールに
なると確信しています。
　やさしい日本語は1995年阪神淡路大震災から始まりました。例えば「容器をご持参のうえ，中央公園に
ご参集ください。」を相手に伝わることを優先させて「入れるものを持って，中央公園に来てください。」
と言えばわかりやすくなります。例えば雨がザーザー降っている。雨がしとしと降っている。の違いは日
本人ならよくわかる表現ですが，外国人にとってはこの「ザーザー」「しとしと」はわかりにくい日本語の
代表といってもいいほどです。日本人にとって当たり前の「給食」という言葉も，外国人にとっては「給
食」の概念から説明する必要があります。このように日本語のむずかしさや，やさしい日本語の話をしま
すと１時間でも２時間でもかかってしまいます。大変面白いので，いつか「やさしい日本語」の話をさせ
ていただけますとうれしいです。
　他の団体と組んで外国人の母親と子供の「居場所づくり」「INE，いいねネットワーク」を立ち上げよう
としています。日本語教育をはじめ，日本の教育制度の理解や，町内会やお隣さんとうまくやっていくノ
ウハウなど生活していくうえで日本人はみんな知っているが外国人にはわからないことなどを理解しても
らえるような場所づくりをしようと思っています。また企業で働く外国人に日本の企業で働くときに必要
なことの研修や外国人と働く日本人はどんなところに気をつけたらよいのかなどの研修もしています。
　直近では日本語はできるけど丁寧な言い方やクッション言葉を知らなくて，現場の人たちとの関係が悪
くなっているので日本的な断り方や頼み方などの言葉を教える研修をしてほしいという依頼もありました。
また建築関係の会社からは下請けにたくさんの技能実習生がいるので現場マニュアルを５か国語に翻訳し，
音声も入れて理解させてほしいという依頼もありました。
　日本人も外国人もお互いに学んで理解しようとしなければ仲良く暮らしていけない，特に防災に関して
は日頃からの付き合いが大切だと思います。その付き合いをするためにやさしい日本語を使いコミュニ
ケーションをとる努力を日本人もしなければうまくいかないと思うのです。また外国人用に日本語や生活

和文化フェスティバル園遊会招待券の贈呈



のマナーや介護関係のアプリを開発して気軽に勉強してもらえるものも作っています。
　まとめますと岡山外語学院の新しい取り組みの形はこのようになります。
　今まで留学生の日本語教育をして世界の懸け橋となる優秀な人材を育成することに力を注いできました
が，学院の理念に基づき新しい取り組みとして日本語教育の幅を広げて多文化共生，多様化社会に役立つ
ような仕事にも取り組んでいきたいと思っております。それが岡山外語学院の理念「若者たちの無限の可
能性を信じ，情熱を持って日々研鑚し，進化する支援者となります。英知と勇気をもって，継続可能な組
織体を実現し，多文化共生社会の礎となります。」これは片山義久が作った理念です。この理念に沿う時が
来たと新しい取り組みにチャレンジしているところです。
　もし日本語教育や外国人問題でお役に立つことがありましたら，お声をかけてくださいますようお願い
いたします。
　今日はありがとうございました。

第２回指名委員会（10/21）　

日　時：2021年10月21日（木）13時40分～
場　所：岡山プラザホテル２階「吉備の間」
出席者： 髙山・舟橋・藤岡・諸國・根木・菅野・高橋・佐藤・齊藤（博）・石井・岡﨑・大西・奥野・中井・

小橋・貝原・辻・土岩・松本・大塚・和氣
欠席者：堀
　上記により第２回指名委員会が開催され，2023-24年度会長（2022-23年度会長エレクト）の指名の受諾お
よび2023-24年度幹事（2022-23年度副幹事）並びに2023-24年度 S.A.A. （2022-23年度副 S.A.A.）の指名につい
て話し合いが行われました。

写友「輪影」展　選考会１（10/21）　

　10月21日（木）例会終了後，岡山プラザホテル３
階花葉の間にて，『第31回写友「輪影」展』に出展
する作品の選考会が開催されました。顧問の津嶋
久仁香先生にお越しいただき，出展作品の選考を
行いました。久しぶりの選考会ということで，多
くの同好会員が撮りためた力作を持参しました。
次回は11月４日（木）例会終了後を予定しておりま
す。



2021-22年度RI 第 2690地区　地区大会（10/23～10/24）　

　10月23日（土）～24日（日）鳥取市において2021-22年度 RI 第2690地区 地区大会が開催され，23日（土）には
地区指導者育成セミナー，ガバナー補佐・会長・幹事会，RI 会長代理歓迎晩餐会，24日（日）には，本会議，
記念講演が行われました。また，10月22日（金）に催された記念ゴルフ大会には，岡山東 RC から７名の会員
が参加しました。
　本会議はとりぎん文化会館にて RI 第2690地区内65クラブの会員，ご家族，ご来賓を含む1,890名が登録

（岡山東 RC からは37名登録）され盛大に行われました。途中，プログラムが急遽変更になるなどの若干の困
難を乗り越えつつ，無事に閉会いたしました。次年度地区大会は津山になります。
　地区大会の表彰では，我が岡山東 RC は次のとおり表彰にあずかりました。

＜2020-21年度における国際ロータリー表彰＞
【ロータリー賞】（20RC）

＜2020-21年度における地区表彰＞
【ロータリー米山記念奨学会賞】
　●ロータリー米山記念奨学会寄付総額上位５クラブ（5RC）

【地区目標達成賞】
　●ロータリー財団の年次基金への寄付において１人当たり150ドル以上達成したクラブ（45RC）
　●ロータリー米山記念奨学会普通寄付（年5,000円／人）かつ特別寄付（10,000円／人）達成クラブ（35RC）

＜2021-22年度における地区表彰＞
【岩﨑陽一地区ガバナー特別賞】
　●長寿賞（満90歳を迎えられた会員）
　　若林宣夫 会員



●23日　地区指導者育成セミナー，ガバナー補佐・会長・幹事会，RI 会長代理ご夫妻歓迎晩餐会

［写真提供：大塚学 幹事　右側の写真は第2690地区 地区研修リーダーの伊藤文利パストガバナー（倉吉 RC）
に撮影していただきました。］

●24日　本会議，記念講演

オープニング　因幡の麒麟獅子舞 オープニング　因幡の傘踊り

開会点鐘 開会宣言 「君が代」及び「奉仕の理想」斉唱

地区大会実行委員長　田中章夫 様 参加クラブ紹介　髙山会長 ホストクラブ会長　米村年博 様



●22日　記念ゴルフ大会

岡山東 RC パネルの前で
髙山会長と松本崇前年度幹事 旭国際浜村温泉ゴルフ倶楽部にて

ガバナーエレクト　友末誠夫 様
ガバナーノミニー　石倉貞明 様

2022ｰ23年度地区大会ご案内
［2022年10月１日（土）～２日（日）：津山市］

鳥取県知事　平井伸治 様
鳥取市長　深澤義彦 様

岩﨑陽一ガバナー RI 会長代理　山下皓三 様

●本会議開演前



記念講演

「日本の分断ー私たちの民主主義の未来について」
 国際政治学者　三浦瑠麗 様

2021-22年度 RI 第2690地区 地区大会にご参加の岡山東 RC の皆さん（とりぎん文化会館にて）

仁風閣（鳥取城跡にそびえる明治時代の洋館）


