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第2513例会

▲

本日のプログラム

「お祝い行事」
「コロナ禍の２年を振り返る」

No.2344
12月９日のプログラム
「天然記念物アユモドキを絶滅から守るために」
岡山市教育委員会文化財課 副主査

岡本芳明 様

小林孝一郎 会員

例会報告（11/25）
出席報告
会員数

96名（内出席免除者15名）

出席者

77名（内出席免除者出席11名）

出席率

83.70％（前々回訂正後出席率91.40％）

ビジター

０名

お 食 事
ビーフステーキ，温野菜，
スープ，コーヒー（岡山プラ
ザホテル様のご好意）

会長挨拶
コロナも少し落ち着き，世の中の人の移動が増えてきた事を実感しています。新幹線の乗客が乗るたび
に増加しています。ビジネス利用も増えていますが，小グループの旅行客が格段に多いです。広島駅，岡
山駅，新大阪駅，梅田駅界隈は少し前と全く様子が違います。高速道路の SA は混雑してきました。大都市
の方が経済活動が活発になってきたように感じます。ヨーロッパのように感染が拡大しなければ良いのに
と心配しています。年末に向けてコロナには注意，対策つづけてやりましょう。
先週の例会後，職業奉仕委員会による優良企業事業所訪問を約30名の参加で株式会社フジワラテクノ
アート様にて実施しました。おもてなしの心配りがよく感じられました。予定の時間をオーバーするほど
熱心に見学できました。私たちが普段飲んでいる，食べている製品，日本酒，焼酎，味噌，醤油等，株式
会社フジワラテクノアート様の製品が使われていると聞き，びっくりしました。
今週末には青少年奉仕委員会担当のイノベーションコンテストが行われます。高校生，大学生，社会人
の素晴らしいプレゼンを一緒に聴きに行きましょう。とても刺激になるイベントです。
12月５日（日）ノスタルジックシリーズ第３弾～「師走だよ。シネマに全員集合」も近づいてきました。親
睦活動委員会が楽しい企画を準備しています。第１弾よりも多数の会員の皆様，ご家族の出席をお願い，
お待ちしています。

幹事報告
１．『2020-21年度

地区活動報告書』が届きましたので，会員各位へポスティングしております。ご確

認ください。
２．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

山田武彦 副委員長

12月５日の「師走だよ。シネマに全員集合」は現在110名強の出席予定です。まだ，座席に余裕がありま
すので，ぜひ，ご家族様含めまして多数のご参加をお待ちします。
●青少年奉仕委員会

土岩剛志 委員長

11月27日（土）は，「岡山イノベーションコンテスト2021

ファイナルステージ視察」です。本日，参加の

会員の皆様にこちらの入場パスをポスティングさせていただきました。入場の際，必要になりますので，
持参いただくようお願いします。それから，集合写真を観覧席で撮ります。12時45分までにお集まりくだ
さい。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
11月30日（火）から12月５日（日）天神山文化プラザ２階にて第31回写友「輪影」展が開催されます。皆様
是非おでかけいただき30名の作品をご覧ください。写友「輪影」会員の皆様に御連絡です。会場の設営を
前日11月29日（月）15時から天神山文化プラザで行いますのでお集まりください。写真パネルを注文された
方は11月29日当日会場にてお渡しいたしますので受け取って設営をお願いします。皆様のご参加ご来場お
待ちしております。
●麻雀同好会「東風の会」 佐々木篤 同好会幹事
本日午後６時30分より，第２回競技会をロイヤルマージャン CL で行います。参加予定の12名の皆様はご
参加をよろしくお願いいたします。

11月25日のプログラム

「NPO法人岡山県自閉症協会 活動紹介
～自閉症児・者へのよりよい理解と支援を目指して～」

NPO 法人岡山県自閉症協会
副理事長 竹谷 裕之 様

●贈呈式
社会奉仕委員会による地区補助金災害支援プロジェクトと
して，NPO 法人岡山県自閉症協会に対し，ワンタッチテン
ト（キャンプ）30個，イヤーマフ（子供用）20個，イヤーマフ
（大人用）10個，耳栓

50セット分の贈呈式が行われました。

髙山会長より目録が贈呈され，竹谷副理事長からお礼の言葉
をいただきました。

イヤーマフ（大人用）

贈呈の品々と共に

ワンタッチテント

● NPO 法人岡山県自閉症協会 副理事長

竹谷裕之 様の卓話

・NPO 法人岡山県自閉症協会は，岡山県在住の自閉症児者本人や親，自閉症に関す
る専門家や支援者などにより組織されている団体です。会員は約310名で，きらめ
きプラザに事務局をおいて様々な活動を行なっています。来年には創立50周年を
迎える本会の概要と活動についてご紹介します。
・毎年４月２日は「世界自閉症啓発デー」です。自閉症のことを知るための日をつ
くろうと，国連が定めました。癒やし・希望・平穏を表す「青」をシンボルカ
ラーに，世界各地でイベントやライトアップなどが行なわれます。ここ岡山でも本会と行政が協力して
岡山駅での街頭啓発活動や岡山城をはじめとするブルーライトアップなどを行っています。
・自 閉症は病気ではなく脳の発達の仕方の違いによる生まれつきのものだと考えられており，最近では
「自閉スペクトラム症」と呼ばれることも多くなりました。「自閉症とは」「特徴と診断」「自閉症は身近
な障害です」「早期発見と暖かい支援が必要です」の４つの視点からご説明します。
・その障害特性から災害時には避難所に行くことができない自閉症児者が多くいます。どうして避難所に
行けないのか，どんな困難さを抱えているのかお話しします。
・本会が昨年度「発達障害者支援県民理解促進事業」として県より委託を受け制作した『アスのワニプロ
ジェクト』の動画（約６分）を視聴いただきます。モチーフとなるワニの絵を広く一般から募集し，集
まった588もの作品を楽曲『アスファルトのワニ』に乗せて紡いだ作品で，現在も YouTube で公開して
います。「多様性」が認め合える豊かな社会の実現をめざした心温まる動画に仕上がっています。どうぞ
ご期待ください。
贈呈式や卓話の様子は当日テレビせとうちのニュースで放映，
令和３年11月26日付け山陽新聞朝刊にて取り上げていただきました。

ゴルフ同好会

第４回例会（11/23）

11月23日（火・祝）岡山カントリークラブ桃の郷コースにて第４回ゴルフ同好会例会が開催されました。
32名にご参加いただきました。
天候も良く快適なゴルフ日和となりました。更井ゴルフ同好会会長よりご挨拶をいただいた後，コンペ
がスタートしました。優勝は舟橋弘晃パスト会長，２位は奥野一三プログラム委員長，３位に松本崇会員，
ベスグロは藤岡千秋パスト会長での入賞となりました。入賞された皆様，おめでとうございます。
次回は12月19日（日）東児が丘マリンヒルズゴルフクラブにて第５回例会を開催致しますので，多くの皆
様方のご参加のほど心よりお待ち申し上げます。

［文章・写真提供：福原弘之 親睦活動副委員長］

第４回例会
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藤岡千秋 パスト会長

麻雀同好会「東風の会」第２回競技会（11/25）
11月25日（木）ロイヤルマージャン CL にて，第２
回麻雀同好会「東風の会」競技会が開催されまし
た。新型コロナウイルス感染症対策には万全を期
し，12名参加で開催となりました。３位は眞殿会
員，２位は藤岡パスト会長，優勝は横田会員でし
た。次回競技会は１月29日（土），会場は今回と同
じロイヤルマージャン CL となります。


［文章・写真提供：横田亮 会員］

優勝

横田亮 会員

２位

藤岡千秋 パスト会長

３位

眞殿重喜 会員

岡山イノベーションコンテスト 2021 ファイナルステージ視察（11/27）
11月27日（土）13：00から岡山シンフォニーホールにて，青少年奉仕委員会事業「岡山イノベーションコ
ンテスト2021ファイナルステージ視察」が開催され，会員と会員企業関係者31名が参加いたしました。
寺坂幸治プログラム副委員長が実行委員長を務められており，寺坂実行委員長のご挨拶で開会し，ファ
イナリスト16組が大賞・グランプリを目指し，３分間のピッチ（プレゼンテーション）が行われました。グ
ランプリは，ビジネス部門のそなえ株式会社
岡商業高等学校４名，大学・専門学校の部

森三貴子様が受賞され，各部門の大賞は

岡山大学

吉田裕哉様，一般の部

高校生の部

P!MODEL LABO

笠

内田圭

様がそれぞれ受賞されました。どの組も革新的なアイディアと熱いスピーチで圧倒されました。すごく刺
激をいただきました。

なお，青少年奉仕委員会で，「次世代の起業家創出支援プロジェクト2021」として高校生部門３組に対
し，参加されました会員の投票を参考に，後日例会にて表彰をさせていただくことになっております。


［文章・写真提供：土岩剛志 青少年奉仕委員長］

開会あいさつ

寺坂実行委員長

観覧する岡山東 RC メンバー

12月の月間行事予定



例 会 行 事

プ ロ グ ラ ム

２日通常例会
９日通常例会
16日通常例会

23日通常例会
30日例会休会

16組のファイナリストたち

大賞を受賞した笠岡商業高等学校

疾病予防と治療月間
そ の 他 の 行 事

・
「お祝い行事」
２日 ・第６回理事会
・
「コロナ禍の２年を振り返る」小林孝一郎 会員
11月30日～12月５日
・
「天然記念物アユモドキを絶滅から守るために」
・第 31回写友「輪影」展（天神山文化
岡山市教育委員会文化財課 副主査 岡本芳明 様
プラザ）
・
「イニシエーションスピーチ」
５日 ・ノスタルジックシリーズ第３弾
多田晃 会員（12月９日入会予定）
「師走だよ。シネマに全員集合」
・
「マイロータリー，ロータリーカードについて」 12日 ・次期クラブロータリー財団委員長研
大塚学 幹事
修会（津山鶴山ホテル）
・年内最終・・
「餅つき例会」
19日 ・ゴルフ同好会（鬼ノ城 GC）
・例会休会
（定款第７条第１節による休会）

12月の月間メニュー
２日通常例会
９日通常例会
16日通常例会
23日通常例会
30日例会休会

・
（ミリオンダラーミール）
チキンライス，スープ
・
（低カロリーメニュー）
豆腐ハンバーグ，グリル野菜，春雨サラダ，ミネストローネ
・
（丼ものメニュー）
ローストビーフ丼，香物，吸物
・チキンステーキ，温野菜，味噌汁，香物
・例会休会
（定款第７条第１節による休会）

