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「輝こう」～奉仕と親睦に努め、ロータリアンとして一人ひとりが輝こう～

ロータリーは世界をつなぐ
Rotary connects the world

Ｓｅｒｖｉｃｅ
ａｂｏｖｅ
ｓｅｌｆ 中村 淳一 会員

　はじめまして。良かれという善
意には耳を傾けることにしており、
時には勧められた服が似合わな
かったりしますが・・・今回はお誘い
を受けてお仲間に加えていただ
きました。ありがとうございます。
　何たって、121ショック。今ど

き、女性第1号とのこと。あれあれ・・鏡のような水面に投
げ込まれた小石（ポケットには入りませんが）です。
　特技はないけれど、熱はあります。両親からの辞書に
「先天性コツコツ」はなく、干支は「マグロ」で「パクパク」
しています。その割に感じた疑問をいつまでも忘れずに

いて、ある日ひょっと解決したりもします。小学生の頃か
ら世話好きで、それが嵩じて、講談社から保育士養成必
修科目「子どもの食と栄養」の教科書まで作ってしまい
ました。
　子育ては、何をいつ頃し始めるの？何を食べさせたら
いいの？というようなハウツーで見られる事もあります
が、成長も発達も健康も科学的知見が集積してきており
栄養疫学の考え方でまとめました。一方で精神的な安定
が成長にも影響するという、今となっては追試のできな
い貴重な論文も紹介し、子育ての基本は温かさだと考え
ました。表紙がかわいいです。あったかい気持ちほど大
切なことはないです。

岡山後楽園ロータリークラブに誘われて 親睦活動委員　青木 三恵子

　1988年2月の規定審議会で｛Ｓｅｒｖｉｃｅ ａｂｏｖｅ ｓｅｌｆ｝
がロータリーの第一標語として採用された。
　この標語は入会時ガイダンスで岡山南ロータリーク
ラブの近藤 弦之介会員からボードに書いて熱心に
教わり30年経ちましたが今一つピンときません。

　「超我の奉仕」という日本語訳の意味は問われると
皆さまどんな感じですか？「滅私奉公」に近いのかな
とも少し違うように思います。
　最初は｛Ｓｅｒｖｉｃｅ、not self｝という標語でした。これ
は会員同士に限定されていた物質的相互扶助の考
えを、｛above self｝にすることでロータリアン以外の人
にも開放しようという、至極当然なことと考えます。
　「自己を犠牲にして他人のために奉仕する」という
考えでなく「自己の存在を認めた上で他人のために
奉仕する」という意味から｛service above self｝を作
成したものと考えられています。
　時 こ々の標語を口にしてみましょう。

大連　中山広場
日本の統治時代に建てられた建物の周りには現代的な高層ビルが建ち並んでいます。　大角 雄三
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［クラブの動向］ と 
ビジョン委員会便り

今年度の赤木会長方針に基づきまして、諸規約の改正など重要事項の変動予定や 
ビジョン委員会の討議情報をクラブ会報の誌面を借りて発信いたします。（会計 吉田 啓一）

1）　「クラブ定款改正案」の完成版内容を確認して２月度理事会への提案決定。

2）　「クラブ細則」の完成版内容を確認して２月度理事会への提案決定。

3）　「慶弔規程改正案」の完成版内容を確認して２月度理事会への提案決定。

4）　ホームページ作成費用の見積書１例が藤原幹事から紹介され、今後の検討課題にする。 

＜出席委員６名：赤木、藤原、内山、守田、丸山、吉田＞

第６回ビジョン委員会（１月１６日例会後　於アークホテル岡山３Ｆ） 

第７回ビジョン委員会（２月２７日例会後　於アークホテル岡山３Ｆ）

1）　満足度アンケート調査結果がまとまり、その内容の確認した。

2）　近年の例会出席率のデータを確認した。

3）　戦略計画の立案に向けて４月末を目途にまず現状分析を完了することを合意した。 

4）　ホームページ作成計画は現・次年度幹事で進めることを決定した。

＜出席委員６名：赤木、藤原、内山、丸山、長谷、守田＞

新型コロナウィルス感染拡大への対応について  会長　赤木 匠

　中国の武漢に発生した新型コロナウィルス感染症は、
日本においても１月の大型クルーズ船の感染に始まり、
全国へと拡散し、行事・イベントの自粛、小中学校の休校
へと続き、国民生活のみならず、経済活動にも深刻な事
態をもたらしております。今や地球規模で感染が急速に
広がっています。
　ロータリー活動にも、新型コロナウィルスの影響が及
んできました。ＲＩも国や地元の要請に従い、会合や行事
を中止または延期することをすすめています。第２６９０
地区ガバナー事務所からも今回の新型コロナウィルス
による感染拡大は、定款第７条に定める例会取り消し要
件の「全地域社会にわたる流行病」に該当し、月２回開催
の義務は適用されないとの見解を出されました。中止す
るかどうかの決定は、各クラブで判断してくださいとの
ことでした。感染が拡大する中、各クラブにおいても、３
月に入り例会を取りやめるところが相次いでおります。
　岡山後楽園ロータリークラブにおいても、こうした事
態の展開を受けて、３月５日の理事会において、３月１２
日および１９日の例会を取り消すことに決定しました。
ロータリー活動の根幹をなす例会を中止することは、異

例のことであります。健康、生命あってのロータリー活
動ですので、新型コロナウィルスの拡大と国を挙げての
感染防止への取り組みを見れば、例会中止はやむを得
ないものと考えます。
　これと関連し、予定していた各種会合や行事にも影響
が出ました。３月１２日つばさコンサート、３月１５日宝塚
観劇の家族旅行、３月１９日IM実行委員会、次年度理事
会、２２日親睦ゴルフコンペ、２３日岡山西ＲＣメークアッ
プツアー、４月４日第８・９グループ合同IMが相次いで中
止または延期されました。６月の世界大会も中止となっ
ています。
　ロータリーは日々活動を続けています。終息が見通
せない不透明な非常事態とはいえ、例会を休むことは、
この活動の継続を中断することになり、運営上支障が生
じることになります。ロータリー活動の停滞を避けるた
めにも、最大限の感染防止対策を講じ、活動の再開を目
指していきたいと思います。
　ロータリー活動を楽しみにしている会員の皆さまに
は、大変ご迷惑、ご心配をお掛けしておりますが、ご理
解、ご協力をお願いいたします。（３月２３日記）

会員増強委員会
つばさコンサート
宝塚観劇の家族旅行
第1回IM実行委員会、次年度理事会
親睦ゴルフコンペ
岡山西ＲＣメークアップツアー
第８・９グループ合同IM
会員基盤向上セミナー

３月9日
３月１２日
３月１５日
３月１９日 
３月２２日 
３月２３日
４月４日
４月6日

中
止
ま
た
は
延
期

第3回合同IM協議会
第8回ビジョン委員会
第7回全国RC親睦卓球大会in出雲
ロータリー事務局員研修会
地区研修・協議会
2RC親睦ゴルフ（岡山南RC）
クラブ活性化ワークショップ
第3回次期ガバナー補佐会
世界大会

4月16日

4月19日
4月25日
4月26日
4月29日
5月10日

6月
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台北東南扶輪社訪問と台湾サイクリング 雑誌委員長　鳥越 貞成

　岡山後楽園ロータリークラブの友好クラブ、台北東南
扶輪社のSteve元会長（83歳）の支援により、社団法人
台湾ロータリアン自転車協会が開催する台湾一周サイク
リングイベントにゲスト参加してきました。2005年から
毎年秋に開催し、国際ロータリー第3521・3522・
3523（台北）地区のロータリアン100名が参加、そのう
ち、50名超が9日間で台湾を一周するイベントです。私
は、2017年に初参加し台湾一周1000kmを2回完走
できたので、3回目となる2019年は、台北を出発して台
南までの3日間、350kmの区間に参加しました。台湾の
美しい田園風景の中、台湾のロータリアンとサイクリング
を楽しみ、台湾料理の供される円卓を囲んで親睦を深め
ることができました。2018年の秋に日本と台湾のロー
タリアンがしまなみ海道と倉敷でサイクリングを楽しんだ

ことを思い返し、岡山で再会したいとの話になりました。
　11月12日には、台北東南扶輪社の例会に参加し、岡
山後楽園ロータリークラブ創立30周年記念事業に台北
東南扶輪社の会員と家族が参加し、祝ってくれたことにつ
いての謝意を伝えました。
その夜、台北東南扶輪社
Robert  Hsiao社長（会長）
に招待されて、Amy秘書
（幹事）、MISENS副社長
（理事）と会食し、懇親を深
めることができました。最
後に、両クラブの友好関係
が永く続くことを願ってお
開きとなりました。

優良従業員表彰・職場訪問に感謝！ 会員増強委員長　福島 正春

　職業奉仕委員会活動（職業奉仕月間）の一環として、
令和２年１月３０日の例会において(株)三星商会（ミツボ
シショウカイ）の社員、永井 讓（勤続年数４２年）を優良
従業員として推薦の上、クラブより表彰いただきまして
有難うございました。彼は私と同期入社であることから、
いろいろなことが想い出されます。本当に時間がたつの
は、早いものです。彼は私の参謀として、社業の発展に
寄与していただきました。現在は営業推進役として若手
の育成、お得意先様との橋渡し役として頑張ってもらっ
ています。本人も大変感激しております。
　例会終了後、ご多忙の中、弊社に２４名の会員に訪問
いただきました。秋山職業奉仕委員の挨拶があり、私か
らは、会社経歴・電材（電設資材）業界のお話をし、中川
営業部長からは、身近な商品である住宅設備機器（IH・
エコキュート・太陽光発電・エアコン等）の商品説明と今
後の動向をお話しました。その際、青木会員からたくさ

んの質問有難う
ございました。
　電材（電設
資材）業界の
使命とビジョン
について触れ
ます。
使命：我々は社会インフラの一端を担っており、電気を
通じて人々の生活を豊かにする。ビジョン：現場密着で、
需要を創り出し、総合的な提案で、顧客満足度を高めま
す。最新の商品を広く普及し、人々の快適な生活に貢献
する。弊社は、「電気設備とエネルギーの総合商社」を目
指します。
　終りに、それにしても、宮﨑職業奉仕委員長の段取り
の良さとスピードある行動力には、いつも感心します。
大変お世話になりました。

グアムタモン・ベイＲＣ訪問に参加して クラブ会報副委員長　板野 一郎

　昨年に続き、今回2回目のグアムタモン・ベイＲＣ訪問
に参加いたしました。日本は一番寒い時期ですが、グア
ムは気温30℃前後で、日本の梅雨明け7月下旬頃では
ないでしょうか？昨年も参加したので、衣服は大体わ
かっていたので気楽に準備できたかな？グアムには、昭
和46年に新婚旅行で行ったこともあり、又、ロータリー
以外で6回程行き、何となく親近感を感じます。
　1月17日、関空で丸亀東ロータリークラブの方数人
と合流し、11時過ぎのフライトでグアムに向う。グアム

には米軍基地が
あり、面積はハ
ワイの50分の
1、日本の淡路
島くらいです
が、約3分の1
が米軍用地で、

因みに人口は約17万人。最近は韓国からの観光客が増
えているそうです。

1日目 :

2日目 :

　

3日目 :

4日目 :
　

5日目 :

タモン・ベイＲＣと親睦夕食会で和気藹々と食事。

タラフォフォゴルフクラブでタモン・ベイＲＣのメン
バーと親睦ゴルフコンペ。プレー終了後、ザ・ビーチで
海を眺めながら、ゴルフの成績発表と昼食会。

自由行動でショッピングしながらのんびり過ごす。

素晴らしい南国特有のマンギラオゴルフクラブでゴ
ルフを楽しむ。

午後からヒルトンホテルでバイキングに舌つづみしな
がら、タモン・ベイＲＣの例会に出席し、終了後ホテル
に戻り、身支度をしてグアム国際空港に向い、16：50
発のフライトで関西国際空港に…。

　タモン・ベイＲＣの方々とも、二度目ということもあり、
あっという間の有意義な5日間でした。
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米山奨学生レポート（奨学生の生活で得たものや日本留学の成果） 米山記念奨学生　王 丹彤

　2019年4月から2020年3月までの一年間、米山
記念奨学生としてお世話になった王丹彤です。カウンセ
ラーは宮﨑雅史先生です。今、岡山大学大学院社会文
化科学研究科の博士3年生です。現代日本語の文法に
ついて勉強しています。この一年間、経済面の援助だけ
ではなく、生活面などいろいろ岡山後楽園ロータリーク
ラブにお世話になりました。どうもありがとうございま
す。　日本に来て、フォーマルな場に参加するチャンス
が少なかったです。クラブの例会に出席する時、最初ド
キドキしました。皆さんが歓迎会をしてくれて、暖かい言
葉を掛けていただいて、だんだん慣れてきました。
　最初に例会に参加する時着たスーツはもう5年前に
日本に来たばかりの時購入したものです。深井さんは
スーツを着る時のマナーを教えてくれて、新しいスーツ

を作っていただきました。宮﨑先生、深井さんと一緒に
倉敷に行き、スーツに合う靴とカバンも買ってくれまし
た。とても感動しました。きっと大切にします。帰り道でお
いしい焼肉を食べたり、話したりとても楽しかったです。
　この一年間、学校以外の日本生活、日本文化を体験し
ました。深井さんとボランティア活動に行き、奉献する
楽しさを感じました。宮﨑先生にお茶会に招かれて、初
めて本格的なお茶室で本番の茶道を体験しました。これ
らはすべて貴重な思い出であり、一生忘れられないで
す。一年間の米山奨学生としての生活で素晴らしい思
い出をたくさん作りました。経済面の心配がなく勉強に
専念できた上、日本をいろいろ体験しました。心から感
謝しております。これからも皆さまの暖かさを心に刻ん
で、日中間のかけ橋になりますように頑張ります。
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米山記念奨学生カウンセラーとして カウンセラー　宮崎 雅史

　今年度の米山記念奨学生カウンセラーとして、王 丹彤
（おうたんとう）さんのお世話をさせていただきました。
あっという間の1年でしたが、得難い経験となり、赤木会長、
藤原幹事はじめ関係会員の皆さまに感謝申し上げます。
　岡山国際交流センターでの歓迎会の際、エレベー
ターの前できょろきょろしている女性が奨学生とわか
り、一緒に会場に入ったらその人が王さんだったという

縁がありました。すでに5
年余り岡山大学文学部
で日本語の研究に取り組
んでおられ、日本での生
活は問題ない様子でし
た。しかしアルバイトのた
め、博士課程の「日本語
における名詞と動詞の連
関」といった難しいテー
マに取り組む時間が足り
ないのが悩みで、奨学金
は大きな助けになったよ
うです。

　月一回の例
会訪問はもちろ
ん、丸亀での夜
間例会やボラン
ティア活動など
にも参加してい
ただきました。
昨年度のカウン
セラーだった深
井会員とともに昼食や買い物に出かけたりしたのもよい
思い出です。会員の皆さんと一緒にお茶にお招きしたこ
ともありましたが、ちょっと正座はつらかったようです。
　出雲での歓送会は新型コロナウイルス騒ぎのはじめ
で、マスクとウェットティッシュを一袋渡しての道中でし
た。ほかの奨学生のほとんどが就職や帰国などの予定
であるなか、王さんは博士論文の執筆のため今しばら
く勉強が続きます。これからもカウンセラーとして岡山
後楽園ロータリークラブとのご縁を取り持つことがで
きればと願っております。
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百年前に世界を襲ったスペイン・インフルエンザ クラブ会報委員長　髙原 弘海

　歴史人口学の権威速水融氏（故人）が、当時の死亡統
計や新聞報道、医師の記録などを丹念に調べて纏め上
げられた労作「日本を襲ったスペイン・インフルエンザ」
によれば、日本国内の死者は、内地だけで約45万人（当
時の内地人口は約5600万人）と推計されています。ち
なみに、国内で最も被害が大きかった地域は京阪神だっ
たそうですが、岡山県内でも死者は約8千人（県内人口
約120万人に対し約6.5‰）と推計されています。
　また、記録に残る最初の感染はアメリカの軍隊で発生
し、第一次世界大戦のヨーロッパ西部戦線へと拡がり、
宿主として青壮年層を好んだウィルスは各国で軍隊に
大被害をもたらし、特に密室化しやすい軍艦では悲惨な
状況となったこと等々が詳細な資料の検証に基づいて
記述されています。記録に残し、後世に伝えていくこと
の大切さを痛感するとともに、また皆さまご一緒に一献
酌み交わし「あのとき、あの年は」と語りあえる日が早く
来ることを祈念せずにはいられません。

　中国で始まった新型コロナウィルスの感染は世界に
拡がり、新たなパンデミックの中心が欧州各国、さらに
は米国に移り、わが国でも7都府県に緊急事態宣言が出
されるというきわめて深刻な状況となっています。古
来、天然痘、ペスト、コレラなどの感染症が人類に甚大な
被害をもたらし、社会の変革をもたらしてきたことが知
られていますが、中でも、百年前のスペイン・インフルエ
ンザについては、科学技術の進歩により、別々の場所で
保管されていた死者の病理組織から分離したウィルス
遺伝子の同定などにより、「忘れられたパンデミック」の
様相が少しずつ解き明かされてきています。
　世界全体で2千万人から4千5百万人の死者（第一次
世界大戦の戦死者1千万人の数倍）という甚大な被害
をもたらしたとされ、わが国でも、1918年秋から翌年
春の前流行、1919年暮れから翌年春までの後流行の
2度にわたり、深刻な被害が発生しています。

大学院生、教
員の招聘をす
ることが目的
です。学会関
係 の 仕 事 は
残っており、ま
だしばらくは
欠席が多くな
りそうですが、
ご容赦くださいますようお願いします。
写真は2019年4月に学部間協定で行った桂林の漓江
で撮影したものです。20元に印刷されている景色です。

　2009年7月に入会して10年余りになります。本年
度は今までで一番出席が悪い状態となりましたことを
お詫びします。歯学部長最後の年ということもあり、8度
の海外渡航をしたこと、同時に学会理事長と理事を７つ
併任していることにより、出張が多かったことが要因で
す。特に出張日が木曜日に当たることが多く、欠席と
なってしまいました。2020年も3月に早速インドネシ
アのジャグジャカルタにあるガジャマダ大学を訪問し、
学部間協定を結んでくる予定です。4月以降は学部長
職から離れ、会議等の縛りが少なくなりますので、8月頃
にブラジル、チリを回ってこようかと考えています。また
欠席しますがどうかお許しください。1月末現在もサン
パウロからは学生が10人来ており、こうした学部学生、

会員近況 社会奉仕副委員長　浅海 淳一
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例会プログラム
1月

オーラルフレイルと認知症介護予防
池上 孝会員16日

チーズを食べて健康
有限会社ピノフードサービス

代表取締役 中野 操様
23日

四つのテストに学ぶ
秋山 義信会員30日

新年夜間例会9日
3月

夜間例会5日

筋肉と栄養
管理栄養士 下田 裕惠様26日

取り止め 19日

取り止め12日

2月

令和2年4月30日　岡山後楽園ロータリークラブ発 行 クラブ会報委員会編 集 有限会社 藤原印刷印 刷

行 事 記 録
1月

第１２回理事会
アークホテル岡山9日

アークホテル岡山

2月
第１３回理事会

アークホテル岡山6日
第２回親睦活動委員会6日

地区チーム研修セミナー16日
第2回次期ガバナー補佐会

ANAクラウンプラザホテル岡山16日
県南17RC幹事会

岡山プラザホテル17日
臨時総会20日
米山学友総会・
ロータリー米山奨学生歓送会

出雲ロイヤルホテル
23日

第7回ビジョン委員会
アークホテル岡山27日

第1回ファイヤーサイド・
ミーティング兼第5回拡大親睦活動委員会

レスカール
27日

岡本ガバナー補佐訪問
第３回クラブ協議会

3月
第１４回理事会5日
PETS

ANAクラウンプラザホテル岡山7日
県南17RC幹事・次期幹事会

ホテルメルパルク岡山16日
第１回IM実行委員会

アークホテル岡山26日

第６回ビジョン委員会16日
タモンベイRC訪問

グアム

2020-21年度第２回理事会
アークホテル岡山23日

第２回合同IM協議会
ザ・シロヤマテラス津山別邸25日

職場訪問
（株）三星商会30日

よもやま話シリーズ（4）
1・2月生まれの会員6日

イニシエーション・スピーチ
青木 三恵子会員13日

民事調停について
司法行政事務掌理裁判官 栂村 明剛様27日

小坂 和也会員

臨時総会 中央ヨーロッパ漫遊記20日

17日
~21日

アークホテル岡山

アークホテル岡山
13日

　中国に端を発した新型コロナウィルスの感染は世界に拡がり、パンデ
ミックの中心が欧州・米国に移り、わが国でも緊急事態宣言が発せられる深
刻な状況が続いています。わがロータリークラブでは、例会を取りやめる
などの対応を講じています。本クラブ会報でも当初予定していた行事報告
に替え、赤木会長にクラブとしての対応について急遽ご執筆いただくなど
の構成の見直しを行い、お手許にお届けすることができました。
　次号は7月頃の発行を予定しています。コロナウィルスとの戦いは長期
戦を覚悟する必要もありそうですが、次号がお手元に届く頃には、少しでも
人が集い、語らいやすい状況となっていることを願うばかりです。

編 集 後 記 クラブ会報委員長　髙原 弘海

永井 譲様（勤続年数42年）
優良従業員表彰者 （株）三星商会

永井 譲様（勤続年数42年）
優良従業員表彰者 （株）三星商会

2月13日 岡本ガバナー補佐訪問
第３回クラブ協議会

2月13日 岡本ガバナー補佐訪問
第３回クラブ協議会

2月27日 第1回ファイヤーサイド・
ミーティング兼第5回拡大親睦活動委員会
2月27日 第1回ファイヤーサイド・
ミーティング兼第5回拡大親睦活動委員会

3月5日 米山記念奨学生
王 丹彤さんへ奨学金お渡し
3月5日 米山記念奨学生

王 丹彤さんへ奨学金お渡し
3月5日 オカリーナ奏者

軽部りつこ様演奏
3月5日 オカリーナ奏者

軽部りつこ様演奏
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