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本日のプログラム
　「お祝行事」
　「〜雑草軍団〜『奇跡の軌跡』」
　岡山学芸館高等学校 校長　森健太郎 様（岡山 RC 所属）
　岡山学芸館高等学校 サッカー部監督　高原良明 様

３月９日のプログラム
　「これまでの経験を活かしてその先へ
　〜パラ卓球の魅力を語る〜」
　東京2020パラリンピック卓球日本代表
　井上全悠 様

例会報告（2/16）

出席報告
会員数　96名（内出席免除者16名）
出席者　79名（内出席免除者出席９名）
出席率　88.76％（前々回訂正後出席率92.47％）
ビジター　２名

会長挨拶
　皆様こんにちは。先週木曜日例会後30数名の会員皆様と㈱岡山村田製作所へ企業訪問に行って参りまし
た。準備から当日の段取りまで辻委員長，土井会員ありがとうございました。大手企業の工場が地方に来
ると地域雇用が生まれ，近隣に店，住宅，病院，歯医者ができ街が活性化していきます。ただ急激な成長
は道路事情や住宅事情に大きな問題も出ているようです。今後はアイリスオーヤマの進出も予定されてお
り地方創生で瀬戸内市が大きく変わろうとしています。優良企業の訪問をさせていただくことでそれぞれ
の経営哲学，経営戦略，企業理念等々とても勉強になりました。前回は佐々木会長エレクトの会社を見せ
ていただき，今回は岡山村田製作所と続き，とても刺激になりました。両企業とも ICT（ロボット含）への
大型投資をして同業を引き離し勝ち組戦略のもと経営されているのだろうと思いました。当然業種も関係
ありますがあっぱれでした。特に企業内にあるスタ－バックスには，，，色々と見させていただき改めても
う20歳若ければと思いました。佐々木会長エレクトのパワーを分けて欲しいです。

幹事報告
１．本日18：30よりガバナー補佐訪問クラブ協議会を開催いたします。関係各位ならびにフレッシュ会

員で出席予定の方は，『クラブ活動・運営計画報告書』（青本）をお持ちください。
２．田中雅彦 新会員の住所等をポスティングしておりますので，会員名簿にお貼りください。
３．他クラブ週報を回覧いたします。
４．次週２月23日（木）は例会休会です。

お 食 事
和風ハンバーグ，御飯，吸物，小鉢



岡山北ロータリークラブ例会訪問
　岡山北ロータリークラブより直前会長 杉本康成
様，ロータリー財団常任委員長 谷本章様にお越しい
ただき，直前会長 杉本康成様にご挨拶をいただきま
した。

委員会報告
●ゴルフ同好会　藤田宗久 親睦活動委員会副委員長
　３月12日開催予定の第７回例会案内をポスティングしております。暖かくなり，ラウンドしやすい時期
となりますのでふるってご参加いただきますよう，よろしくお願いします。参加申込み締切りは２月22日

（水）となっております。

●麻雀同好会「東風の会」　松本崇 同好会幹事
　本日第４回競技会のご案内をポスティングしております。３月23日（木）18時30分よりロイヤルマージャ
ンクラブにて開催いたします。前回１月の競技会は５卓でしたので，今回は６卓で行いたいと思っており
ます。是非積極的なご参加お待ちしておりますので，よろしくお願いいたします。

　２月16日（木）岡山プラザホテル５階例会場において，「岡山イノベーションコンテスト2022 高校生ファ
イナリストによるプレゼンテーションならびに表彰式」を執り行いました。おかやま山陽高等学校，岡山
工業高等学校，岡山南高等学校の３組，引率の先生方３名を含む13名にご入場いただいた後，当クラブで
特別賞として設けたユニーク賞のおかやま山陽，アイディア賞の岡山工業，イノベーション賞の岡山南　
各高校のファイナリストの生徒さんに順にプレゼンテーションを行っていただきました。トップバッター
だったおかやま山陽高校の皆さんのプレゼンテーション開始にあたってパソコンの不調によりパワーポイ
ントが最初うまく動作せずご迷惑をおかけしたり，ハンドマイクの準備が遅れたりしたことが残念でした。
今後の反省点として活かしていきたいと思います。ただ，いずれの組のプレゼンテーションも内容は素晴
らしく，ファイナリストの生徒の皆さんは堂々と発表されたので，会員の皆様にも現在の高校生のレベル
の高さを感じていただけたと思います。それから，根木会長の総評の後に表彰式を行い，記念撮影の後，
終了となりました。表彰式では岡山工業高校の狩屋先生から高校で作成された地域防災にまつわる絵本の
プレゼントをいただく嬉しいサプライズもあり，今後につながる各高校との交流もできた良い事業となり
ました。同時に，例会中のプログラムにおける時間管理の難しさも感じました。次年度以降の改善材料に
していただければ幸いです。
　ご参加いただいたおかやま山陽高等学校，岡山工業高等学校，岡山南高等学校の生徒さんと引率の先生
方，会員の皆様，ありがとうございました。
 ［文章提供：朝霧元晴 青少年奉仕委員長，写真提供：大塚学 会報副委員長］

「�岡山イノベーションコンテスト2022�高校生の部�
受賞者プレゼンテーション」 朝霧元晴 青少年奉仕委員長

２月16日のプログラム

司会　横田会員



☆ユニーク賞
おかやま山陽高等学校の皆さん

☆アイディア賞
岡山工業高等学校の皆さん

☆イノベーション賞
岡山南高等学校の皆さん



フレッシュ会員研修会（2/16）　　

　２月16日（木）17時15分より岡山プラザホテルにて，髙山直前会長及び８名のフレッシュ会員が集い，フ
レッシュ会員研修会が開催されました。改めて岡山東ロータリークラブの基本的な歴史・情報を教えてい
ただき，とても有意義な研修になりました。 ［文章提供：吉野博 会員］

第5回クラブ協議会（岡﨑邦泰ガバナー補佐訪問）（2/16）　　

　２月16日（木）18時30分より岡山プラザホテル４階
「鶴鳴の間」にて，第５回クラブ協議会が岡﨑邦泰
ガバナー補佐，岡﨑正裕随行者の訪問を受け開催さ
れました。根木会長，岡﨑邦泰ガバナー補佐のご挨
拶の後，各委員長より活動報告が行われました。フ
レッシュ会員８名もオブザーバーとして出席いたし
ました。岡﨑ガバナー補佐から，「活発に活動されて
いるクラブであり，根木会長の目標とされている３
つの「ワ」が会員の皆様に徹底されており素晴らし
いクラブである」とのコメントをいただきました。
 ［文章提供：多田晃 会員］

熱心に研修を受けるフレッシュ会員の皆さん

懇談会 クラブ協議会

質問攻めの髙山直前会長



根木会長挨拶 岡山 RC I.M. 実行委員会 
岡﨑副実行委員長　I.M. ご案内

岡﨑ガバナー補佐挨拶 内山副会長　閉会挨拶

ロータリー米山奨学生歓送会（アークホテル岡山）（2/19）　　

　国際ロータリー第2690地区米山学友会総会ロータリー米山記念奨学
生歓送会にて許笑天君のカウンセラーをさせていただきました。中国
と日本の文化の違いが多々あるとは思いますが，色々な事を知って
もらいたいと思っておりました。しかし，コロナ禍のため自粛自粛で
思っていた事が伝えられず一年たちました。非常に残念です。ただそ
ういった状況の中でも例会はもちろん，家族例会・夜間例会にも参加
され，職業奉仕・社会奉仕・国際奉仕の３委員会合同事業で豊島に食
と文化の研修旅行，そして後楽園での和文化フェスティバル園遊会な
どにすすんで参加され会員との交流が深まったと思います。ご本人も良い経験をさせていただいたと大変
喜ばれていました。研究テーマであるコーポレートファイナンスの資金調達に関する事などしっかり勉強
されたことと思います。今まで勉強された事を活かして今後のご活躍を期待しております。
 ［文章・写真提供：菅野正則 会員］

ゴルフ同好会　第２回レベルアップ例会（2/19）　　

　２月19日（日）東児が丘マリンヒルズゴルフクラブにて，ゴルフ同好会第２回レベルアップ例会が開催さ
れ，総勢18名にご参加いただきました。前日から雨，当日は雨と風，とても厳しいコンディションの中，
そして難コースにも悩まされながらでしたが，レベルアップ例会を楽しみました。優勝は瓦谷祐司会員，
２位は三垣日出人会員，３位は平井真也親睦活動委員長，ベスグロは瓦谷祐司会員でした。入賞された皆
様，おめでとうございます。次回は３月12日（日）にたけべの森ゴルフ倶楽部にて第７回ゴルフ例会を開催
いたしますので，多くの皆様方のご参加を心よりお待ちしております。
 ［文章・写真提供：髙橋洋介 会員・多田晃 会員］

（第２回レベルアップ例会）  OUT IN GROSS HDCP NET
優勝　瓦谷　祐司 会員  40 43 83 14.4 68.6
２位　三垣日出人 会員  44 44 88 15.6 72.4
３位　平井　真也 親睦活動委員長 47 49 96 22.8 73.2



NPO法人チャリティーサンタへ棚を寄贈しました（2/21）　　

　今回６RC の事務局引っ越しに伴い要らなくなった棚がでたため，２月21日に昨年度お世話になったチャ
リティーサンタさんへ棚を寄贈してまいりました。急なことで，菅野会員と小橋副幹事の２名で対応した
のですが，４階から階段を使って棚を下ろすのは一苦労しました。チャリティーサンタの事務所に以前寄
贈した棚にも本がいっぱい整理され，今回も非常に喜んでいただけて，子供たちの笑顔につながると思う
と，疲れが吹き飛びました。 ［文章・写真提供：小橋雅治 副幹事］

RI 第 2690地区�第 8・第9グループ合同インターシティ・ミーティング（2/26）　　

　２月26（日）13時30分よりホテルグランヴィア岡山において，RI 第2690地区第８・９グループ合同イン
ターシティ・ミーティングが美作 RC と岡山 RC をホストとして４年ぶりに開催され，我がクラブからは会
長他38名が出席しました。
　今回のインターシティ・ミーティングでは，開会式，特別講演，基調講演，閉会式，懇親会の流れで行
われました。
　特別講演では，講師に2022-24年度国際ロータリー理事の佐藤芳郎パストガバナー（岡山南 RC）が，「変化
するロータリー」と題して講演されました。はじめに「ロータリーを楽しんでいますか？」と質問をされ，
大半のロータリアンが手を上げていたのが印象的でした。また，変化の必要性，変化するための行動につ
いて，とてもわかりやすくお話してくださりました。
　基調講演では，講師に2022-23年度地区研修リーダーの松本祐二パストガバナー（益田西 RC）が「ロータ
リーを楽しんで得たもの」と題して講演されました。自身の経験を基にロータリー活動を通じていろんな
方と交流をして楽しんでくださいと講演を締めくくられました。
　閉会式では，第９グループ次期ガバナー補佐として諸國眞太郎パスト会長が挨拶をされました。そして，
最後の懇親会では，鳥居滋パストガバナーが乾杯の挨拶をされ，和やかな雰囲気で行われました。

優勝　瓦谷祐司 会員 ２位　三垣日出人 会員 ３位　平井真也 親睦活動委員長



岡﨑邦泰 ガバナー補佐
開会挨拶

佐藤芳郎 国際ロータリー理事
特別講演

友末誠夫 地区ガバナー
地区ガバナー挨拶

松本祐二 地区研修リーダー
基調講演

懇親会の様子

ガバナーエレクトと次期ガバナー補佐のお三方 締めはロータリーソング「手に手つないで」

講演の様子 諸國眞太郎 次期ガバナー補佐挨拶 鳥居滋 パストガバナー乾杯挨拶



３月の月間行事予定 � 水と衛生月間
例 会 行 事 プ ロ グ ラ ム そ の 他 の 行 事
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

・「お祝い行事」
・「〜雑草軍団〜『奇跡の軌跡』」
　　　岡山学芸館高等学校 校長　森健太郎 様（岡山 RC 所属），
　　　岡山学芸館高等学校 サッカー部監督　高原良明 様
・「 これまでの経験を活かしてその先へ
　〜パラ卓球の魅力を語る〜」
　　　東京2020パラリンピック卓球日本代表　井上全悠 様
・「演題未定」 岡山市長　大森雅夫 様
・「PETS 報告」 佐々木篤 会長エレクト
・定款第７条第１節による休会

２日　　　・第９回理事会
４・５日　・PETS（ホテル一畑）
12日　　　・ ゴルフ同好会
　　　　　　（たけべの森 GC）
23日　　　・ 麻雀同好会「東風

の会」第４回競技
会（ ロ イ ヤ ル マ ー
ジャンクラブ）

３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

・シーフードグリル（海老，鮭，ホタテ，イカ），ポテトサラダ，ライス
・スタミナピリ辛丼，小鉢，竹の子卵白スープ
・岡山ちらし寿司，茶碗蒸し，香物，吸物
・フィレポークカツ，スパゲッティナポリタン，スープ
・定款第７条第１節による休会


