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　暑い日が続いておりますが、皆さまお変わりなくお過
ごしのことと思います。

　さて、COVID-19の影響は世界中に波及し、現在は
日本でも増加の一途をたどっています。ロータリーク
ラブ（RC）でもその影響を大きく受けて、2020年3
月以降、5月末頃まで休会を余儀なくされてきました。
6月以降何とか会を開催している状態です。そうした
中、7月からRCの皆さんは、新会長のもと世界で「機
会の扉を開く」ための活動を続けています。こうした活
動を続けるためにはRC会員が健全に活躍することが
できる環境を保つことが、第一義的なことです。そうす
ることによってはじめてRC会員として社会貢献ができ
る役目を果たすことができると言えます。

　個人的には今年度（2020年―21年）のプログラム
委員長を拝命しました。それ以降会員の皆さまに何が
提供できるかを考えてきました。まずは、ロータリーが
重点を置いている特別月間にふさわしい内容を提供す
ることや岡山後楽園RCのスローガンである「明るく元
気で楽しく生きるため」のプログラムを進めて行こうと
思っています。幸いCOVID-19の影響で外出も少なく

今年度は比較的定例会に参加できています。今年は役
職もなく、プログラム委員長の任を果たすにはいい機
会を与えていただいたと思います。

　私は、歯学部という医療系に所属していますので、今
年は特に歯学部、口腔系の話を主にお知らせしたいと
思っています。さらには、世界の中でのRC活動を考え
るためには、世界を知ることが必要です。また、現在の
ように移動制限がある中、再び世界中を移動できるよ
うになった時のために、いろいろな国の話やいろいろ
な国の人からの話を盛り込んで行きたいと思います。
そのスタートとしてCOVID-19に纏わる話を皮切りに
味覚とCOVID-19の味覚への影響のお話を提供しまし
た。今後口腔に関係した健康のための話を盛り込んで
行きたいと思います。さらには特別月間に因んだ話題
や海外の話を進めて行く予定です。加えて私の個人的
な知り合いや会員の皆さまからご紹介いただいた興味
深い方のお話を組み込んでまいります。

　この1年間委員会の皆さまと会員の皆さまのご協力
をいただきながら進めてまいりたいと思いますのでよ
ろしくお願いします。

プログラム委員長　浅海　淳一巻頭言
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会 長 挨 拶

会長 内山 満義
GREETING

　岡山後楽園ロータリークラブ第33代目の会長に就任いたしました。 
　私は、今年度のわがクラブの方針として、会員、ご家族の皆さまお
よびロータリアン一人一人が、奉仕し、親睦を図り、ロータリークラブ
を楽しむことを望みます。
　楽しむ方法としては、まずロータリアンの三大義務を果たすことで
あります。その中でも例会出席を重視しています。今年度は新型コロ
ナウイルス感染症が全世界に広がり、拡大防止のため、例会が過去に
無いスタンスとなりました。そのため、いろいろな対策を講じていき
ますので、皆さんロータリーライフをエンジョイしましょう! 

クラブ運営方針

01 2020-21年度 ホルガー・クナーク RI会長テーマ
Rotary Opens Opportunities「ロータリーは機会の扉を開く」 

02 2020-21年度 第2690地区 菊池 捷男ガバナー地区スローガン
「こころの扉を開こう」

03 2020-21年度 岡山後楽園ロータリークラブ会長方針

「明るく元気にロータリーを楽しみましょう」 
  ～ エンジョイ ロータリー ～

04 2020-21年度 クラブ目標

（1）ロータリアンの三大義務の向上 
　 　● 会費納入　● 出席率の向上(例会・行事) 　● ロータリーの友の購読
（2）健康で明るく元気なクラブに(増強) 
（3）戦略計画の作成 
　 　● 長期ビジョンの作成 (2019-22年度) 
（4）地区補助金活動に取り組む

05 私の思い 

創立時の方針に戻る。
 （1）会員の親睦と理解
 （2）例会・行事の励行
 （3）四つのテスト
       ・・・言行はこれに照らしてから

四つのテスト 
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私の思い 幹事　犬養 吉晴

　２年前の今頃、携帯電話に「RC藤原さん」の着信表
示．．．妙な胸騒ぎ．．．副幹事の依頼を受けた日のこと
です。鮮明に覚えています。
　副会長は内山さんとのこと、通話の終わり際に「ま
あ考えといて」と藤原さん、「わかりました、ありがとう
ございます」と私、その曖昧な返事をする2秒ほどの間
に（受ける、受けない、会社は？できるか？周りの反応
は？本気で言っているのか？いろんな人の顔）目粉しく
思いが錯綜しましたが、電話を切った瞬間に心は決
まっていました。
　１０年間、まともに出席していない出来損ないの
ロータリアンの私を皆さんはいつも笑顔で迎えてくれ

ています。ここで少しでも恩返しをしなければ、必ず後
悔します。そして何より内山さんです。ロータリーへの
情熱はそばにいて燦々と感じます。１年後この人の下で
幹事をさせてもらえるなら、自分でも出来ると直感で
感じました。その思いは２年を経た今も変わっていま
せん。
　幹事としてどれだけ皆さんの役に立てるかわかりま
せんが、根底に「皆さんのために、クラブのために」と
いうものがあり、それが「理想的な奉仕」につながれば
いいと思っています。
　皆さまどうか１年間よろしくお願いいたします。

「未知との遭遇」　ガバナー補佐に就任して ガバナー補佐　川本平山

　ロータリークラブに入会して早いもので３０有余年
の歳月が経過した。一通りクラブの運営にも目を通す
ことができ、海外の友好クラブの友人もできて、これか
らロータリーをゆっくりと満喫できるかと内心楽しみ
にしていた。そんな矢先に思いもよらず初めてのお役目
をいただくこととなった。役職名はガバナー補佐であ
る。入会した頃には分区代理と呼ばれていたが、地区
リーダーシップ・プラン（ＤＬＰ）の施行により２００２
年７月から現在の形になったものである。ロータリー
はまさに多様性の哲学に導かれて変貌を遂げている。
ガバナー補佐として改めてここ２～３年でのロータ
リーの進化と深化を目の当たりにする機会を得て、今
昔の感を覚えるところである。
　国際ロータリーは組織の肥大化と活動の多角化か
ら、その透明性を確保することが求められた。「見える
化」のツールとして３年ほど前から登場したのがロータ
リークラブ・セントラル（ＲＣＣ）である。最新かつ強力
なデータベースとして、国と地域で200以上、クラブ数
36,158クラブ、会員数1,217,616人を擁する国際

ロータリーが全世界のロータリークラブを統括する心
臓部である。その一端を覗いてみると、個々の会員情
報、クラブの会員数の移動・活動の詳細、世界523地
区の情報はもとより、ガバナー、ガバナーエレクト、ガ
バナー補佐、クラブ会長、クラブ幹事、ロータリー財団
委員長、等々クラブ指導者の研修プログラムや会員増
強を初めとするクラブ運営のマニュアルや資料が準備
されている。このツールを使えば全世界誰でもオンラ
インで研修が出来る。見事なまでの世界標準である。
逆に言えば、国際ロータリーは理想として全世界で等
しく世界標準の実行を要求しているということであ
る。ロータリークラブの基本的かつ最低限の活動は全
世界共通であり、ＲＩ会長賞への挑戦である。これに加
えて、各国・地域での活動があり、そして各クラブ独自
の活動が加わって、多彩なロータリー活動が展開され
ることとなる。
　「百聞は一見に如かず」、My Rotary からRCC 見
学の旅に出掛けてみませんか？

IMを成功させましょう ＩＭ実行委員長　丸山 夏樹

　来年、2021年3月27日（土）、岡山プラザホテルに
於きまして、津山中央ロータリークラブと私ども岡山
後楽園ロータリークラブがホストクラブとなり、
「2020-21年度第８・第９グループ合同IM」が開催さ
れます。
　ご存知のように前年度は、新型コロナウイルス感染
症により、合同IMは中止となりました。現在も全国、そ
して、岡山でも感染拡大が続き、収束が全く見えない

状況で、実行委員長としては頭を悩ます日々であります。
　さて、会員の皆さまには、7月９日に途中経過という
形で、今までの決定事項等をお知らせいたしました。
“「新型コロナウイルス時代の新たな日常」とロータ
リー活動“というテーマを掲げ、基調講演はパストガバ
ナー延原正様に講師をお願いし、首相秘書官・通産事
務次官等を務められた弁護士の小長啓一様に特別講
演をしていただくことになっております。 次頁 ▶
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みんなの献血 社会奉仕委員長　小山 幹雄

　新型コロナウイルスの影響で献血が少なく血液が不
足しています。今年度、岡山後楽園RCの献血支援活動
も岡山クリニックモール感謝祭の中止により取りやめ
となりました。
　例年多くの会員・家族また米山奨学生も参加し、岡山
クリニックモールへの来場者とともに約60名の方に献血
の協力をいただいています。一昨年（岡村委員長の時）
には米山奨学生のタム君も献血に協力してくれました。
　タム君の現況報告―今年5月に女の子が生まれ、幼
なじみで同級生の奥さんと3人で幸せにしています。仕
事はコンクリート工事の設計コンサルの会社に勤務し、

今はリモートで自宅勤務のようです。住まいは東京東村
山市、会社は新宿です―
　今年は、新型コロナウイルスで岡山クリニックモール
感謝祭での献血活動はできませんが、献血支援活動
は、岡山後楽園RCの重要な社会奉仕活動です。継続す
る活動が大切です。
　献血が輸血医療を支えています。岡山後楽園RCの
会員の多くは献血対象ではありませんが、家族・知り合
いに声掛けをして献血への協力をいただければ幸いで
す。11月12日に岡山県赤十字血液センターの方に「み
んなの献血」について卓話をしていただきます。

新会員　親睦活動委員会　松浦 広司

　この度、板野会員の
ご紹介により岡山後
楽園ロータリークラ
ブに入会しました、松
浦広司です。初めてオ
ブザーバーとして例会
に参加させていただ
いた時には、私のよう

なものが入ってもいいのだろうか?という不安でいっぱ
いでした。その後、正式に入会が決まり、新会員オリエ
ンテーションを通してロータリークラブについて詳し
く教えていただいたことやメンバーの皆さんが気さく
に声をかけてくださったことでこれからロータリアンと
して頑張っていこうという気持ちが少しずつ芽生えて
きました。 
　これからはロータリークラブの一員として社会全体
に奉仕の心や活動を広げていきたいと思いますが、先
ずは例会や委員会、その他の事業に積極的に参加して
学んでいこうと思っています。

　ちなみに私はゴルフと飲みの誘いは断りませんので
人数が足りない時など気軽にお声掛けいただければと
思います。 
　皆さまと活動を共にすることで、人間としての幅を広
げ人として成長していきたいと思いますので未熟者で
すが、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。 

　パネルディスカッションでは、今回のテーマに基づ
き、前年度新型コロナウイルス感染症で今までに経験
したことのない対応に追われ、大変ご苦労された各ク
ラブの前会長・幹事の皆さまから、貴重な体験と対応
を紹介賜り、参加クラブで共有し、今後の指針として活
用していただければと思っております。　
　今回のIM実行委員会では、総務財務委員会（鳥越委
員長）、登録受付委員会（岡村委員長）、行事運営委員
会（福島委員長）、接遇委員会（松井委員長）、記念誌
委員会（髙原委員長）、救護委員会（中村善委員長）の
６つの委員会を組織し、会員の皆さまにはどれかの委

員会に所属していただき、それぞれの役割でのご協力
とクラブ内での力強い連携を賜りたいと考えており
ます。
　来年の3月までまだまだ時間がございます。新型コ
ロナウイルス感染症がどういう状況になっているかわ
かりませんが、臨機応変に対応し、しっかりと感染対策
を講じて、「新型コロナウイルス時代での意義のある
IM」にしたいと思います。
　そのためには、わがクラブの皆さまのご協力が是非
とも必要です。何とぞ、よろしくお願いいたします。
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フレイル予防と新型コロナウイルスに負けない クラブ会報委員長　松井 浩明

　新型コロナウイルス（COVID-19）感染者は、全国に
広まり、岡山にも感染者が増え続けています。
　このウイルスは、季節性もなく、抗体も数か月でなく
なります。症状が発生する前40%、発症時に40％、物
からの感染が10%、無症状から５％など感染力も強い
です。
　また、最近では家庭内感染も増えている不安があり
ます。もし、家族の誰かが新型コロナウイルス感染症で
自宅療養になった時には、避難できる部屋・スペースに
ついて家族で話し合っておいてください。隔離として適
した条件は、①玄関やトイレに近い、②ドアなどで仕切
られている、③窓がついている、④家族全員が出入り
しなくて済む、他には、布団を敷けるスペースを考えて
おいてください。
　皆さま、会社や勤務先で、発生したときの対応マニュ
アルは作られているでしょうか。
　特に、発熱や味覚・嗅覚異常がある疑いの職員がい
るとき、社内に感染者が出た時の対応策は、できていま
すでしょうか。産業医をしていて思うことは、意外と不
十分だと思いました。
　外出を控え、家に閉じこもりがちの自粛生活を強い
られる中、健康維持はできていますでしょうか。フレイ

ル（虚弱）状態に陥っていませんか。
　フレイルとは、動かず、ぼーとテレビを見ている時間
が長い、以前にくらべて、疲れやすい、食欲がないな
ど、心身の活力が低下した状態をいいます。フレイル段
階を経て、要介護に陥ることになり、こんな時に、自宅
でできるフレイル予防に取り組むことが大切です。
　おうち時間を楽しく健康に過ごす知恵が大切です。
おいしく食べて健康にー今までの健康を保つための食
と運動、うちで過ごす時間を豊かにーおうち暮らしを
再点検、地域で近く支え合いー離れていてもできるこ
と、笑顔でゆとりの心持―前を向いて小さな幸せや楽
しみを探して、新型コロナウイルスに負けないようにし
ましょう。
　岡山市ふれあい介護予防センターのホームページ
で、体操動画を配信しています。あっ晴れもも太郎体操
では、ストレッチ体操・お口の体操・筋力トレーニング
の３種類が見られます。
　運動・趣味で活力アップ、一日３食のバランスの良い
食事、友人・家族などとのつながりで活気アップしま
しょう。
　新しい生活様式のはじまりです。暮らしや行動をか
えて、フレイル予防に繋げてください。

公共イメージ委員長をお引受けして 公共イメージ委員長　板野  一郎

　今年度、公共イメージ委員長を務めさせていただき
ます。何分充分クラブの事、理解してないままお引受し
て、御迷惑をおかけいたすことが、あると思いますので
ご指導のほど、よろしくお願いいたします。
　公共イメージ委員会とは、クラブ内外に岡山後楽園
ロータリークラブに関する情報を発信し、クラブ活動
を広報すると聞いております。まず初めに10月18日地
区大会でわがクラブ独自で前委員長岡村会員・大角会
員の協力を得てパネルを作成しようと思います。
　話は予断になりますが、今日Jリーグがここまでにな
るには、障害が沢山あり、大変苦労されたそうですが、
何度も何度も会議を重ねても、意見がまとまらず、業
を煮やした川渕三郎初代ゾーンチェアマンの最後の一
言でJリーグが発足したと言われます。
　その言葉とは「時期尚早」いつまでたっても出来な
い。「前例がない」永遠に出来ない。また、先日新聞の
記事の中に、ほんの少し前までの常識が当り前が、今
では時代遅れ、非常識となる時代がやって来たと言わ
れてましたが、世の中どんどん変化していると思います。

　今まで培って来た歴史あるロータリークラブの伝統
の上に改革出来る物は、その時代、世相に合って変化し
ても良いのではと思います。最初に、10月18日地区大
会のパネル作成に思いを馳せ、11月1日新庄村での「後
鳥羽公園復元計画」に「ジンダイアケボノ」の桜の記念
植樹を行ない、新庄村の役場の方がマスコミに紹介す
ると言われましたので、わがクラブの広報になるのでは
と、期待しています。最後に、皆さまの御意見ございまし
たら、ぜひお聞かせいただきたくよろしくお願い申し上
げます。
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地区補助金事業の成功に向けて 補助金活動委員長　髙原 弘海

　今年度に入る前、内山会長から「既に腹案はあるの
で準備を進めてほしい」というお話があり、犬養幹事と
相談しながら準備を進めてきたのが、「新庄村の後鳥
羽公園復元計画を応援しよう」という今年度地区補助
金事業です。
　11月1日（日）の実施に向け、これから本格的な準備
が進められることになりますが、本号では、前座として
四方山話を三つご紹介したいと思います。
後鳥羽上皇とはどんな人だったのでしょうか
　後鳥羽上皇は1180年（源頼朝挙兵の年）に生まれ
ました。5年後の壇ノ浦の戦いで平家が滅び安徳天皇
が入水・崩御する前年に4歳で即位し、文武両道の天
皇・上皇として朝廷を牽引します。1192年に鎌倉幕府
が開かれ、三代将軍実朝の暗殺を機に、武家方からの
政権奪還を目指し、1221年5月「承久の乱」を起こし
ますが、翌6月には20万の幕府軍に完敗を喫し、所有し
ていた荘園すべてを没収され隠岐の島に配流、その地で
亡くなります。公家方から武家方への権力移行のスイッ
チを押したスーパー上皇とでも云えるのでしょうか。
後鳥羽上皇と新庄村とはどのようなご縁があるので
しょうか
　後鳥羽上皇が都から隠岐の島へ配流された際、出雲
街道の宿場町として栄えていた新庄宿を通ったことに
因んで新庄村内に後鳥羽公園が設置されており、11月

の桜の植樹は同公園で行う予定です。承久の乱の顛末
を記録した「承久記」に配流の道筋で地名が出てくる
のは数カ所しかありませんが、新庄村は「美作と伯耆の
中山」として数少ない地名の一つに挙げられています。
　ただ、異説もあるようで、浅見光彦探偵が登場する
「後鳥羽伝説殺人事件」（内田康夫作）では、尾道から
隠岐に向けて北上するという備後北上伝説こそ有力と
してストーリーが展開します。
歌人としての後鳥羽上皇と小倉百人一首に秘められた
謎とは
　後鳥羽上皇は中世屈指の歌人として高く評価されて
おり、藤原定家に新古今和歌集の編纂を命じたことで
も知られています。自らも数多くの和歌を残しており、
配流先の隠岐でも、我こそは新島守よ 隠岐の海の荒き
波風心して吹け という失意の中にも強い気概を感じる
歌を残しています。
　後鳥羽上皇と袂を分かつことになる定家ですが、な
ぜこんな歌が？といった疑問も寄せられる小倉百人一
首について、作家織田正吉氏は、「選者の定家が隠岐
に流された後鳥羽上皇と式子内親王への鎮魂の想い
を、わからないように隠し並べ替えたパズルがこの百人
一首」（絢爛たる暗号）という謎解きをし、田辺聖子氏
らに絶賛されていることにも興味を惹かれます。

会員増強について 会員増強委員長　小坂 和也

　本年度、「会員増強委員長」の小坂です。私は、本年
度の「クラブ活動・運営計画書」に下記内容を、提出い
たしました。
　「菊池地区ガバナーからの、2020－21年度地区目
標の最重点目標として「会員増強（各クラブ純増最低1
名）」とあります。
　また、当クラブ内山会長より、2020－21年度クラ
ブ目標として「健康で明るく元気なクラブに（増強）」
とあります。

〈活動方針〉
１．純増最低1名必達（会員増強と退会防止）
２．会員の皆さまからの情報に対して、素早く行動する
（クイックレスポンス）

　本年度、会員増強委員長に任命いただき、その責任
の重さを、痛感しています。

　微力ながら、精一杯、頑張らせていただきます。以
上、提出内容。
　非常に低いハードルのようですが、現在、新型コロナ
ウイルス感染症の影響で、会員増強は非常に困難な状
況にあります。
　「マイロータリー」をはじめ、会員増強に関する資料
を閲覧しましたが、参考になる事例、感心させられた事
例等は、ありませんでした。
　この環境の中での会員増強の方法としては、原点に
戻り、「知人」「友人」「元会員」「元会員家族」の勧誘
が、最も有効な活動だと、私は思っています。
　結論は、会員の皆さまからの紹介・情報提供がすべ
てと言っても過言ではありません。
　会員の皆さま、お一人お一人が「知人」「友人」の、お顔
を思い浮かべていただき、お声掛けをお願いいたします。
また「入会候補者情報」に記入も、お願いいたします。
　会員皆さまの、ご協力をよろしくお願いいたします。
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ＷＥＢセミナー体験記 ガバナー補佐　川本 平山

　国際ロータリー第2690地区初の試みとして、
2020年9月13日（日）13：30～14：40 山陽新聞社
「さん太ホール」において、ＷＥＢセミナーが開催さ
れ、講師を務めさせていただいた。コロナ渦での開催
のため、会場は前後左右の座席を空けての入場制限に
より実施され、セミナーの模様はＷＥＢにより同時配
信された。また期間限定でYouTubeから視聴出来る
という画期的なセミナーであった。新鮮な体験をさせ
ていただき感謝している。

プログラム副委員長　大田 淳一

　9月21日(月)敬老の日に行わ
れた丸亀東RCとの親睦ゴルフ
コンペは、爽やかな天気の下で
行われました。私は、丸亀東RC
の中さん、塩野さんと3人で回
り、スコアは102といつも通り
100を切れないスコアでした。
当日のキャディは、村山富市元
首相に良く似たモンゴル出身の
おじいちゃんでした。日本に来
て23年、すでに還暦を迎えて
年金生活をされているそうで
す。モンゴルは中国とロシアに囲まれており、隣国とは
あまり仲良くないそうですが、日本は親しみがあり住み
やすいそうです。ちなみにバイルさんは、以前東児が丘
に行った時もキャディでついていただきました。私は最
近モンゴル人と縁があって、先日もモンゴル出身の方

が経営する会社と顧問契約させていただくことになり
ました。2人のモンゴル人に共通するのは、常に笑顔を
絶やさないことです。「笑う門には福来る」と言います
が、当日はみんな笑顔の中でワイワイ楽しくゴルフを楽
しむことができました。 

開会
点鐘・開会あいさつ・講師のご紹介
講演Ⅰ「心の扉を開くためには?私の実践」
講演Ⅱ「多様性の世界一多様性と自己研鑽一」

講演Ⅲ「ポリオとコロナ」
閉会あいさつ
点鐘・閉会

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地区ガバナー 菊池捷男
・・・・・・・・・・・・・・岡山東RC会長 諸国眞太郎
・・・2020-21年度第9グループガバナー補佐

川本 平山
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・パストガバナー 松本 祐二

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地区研修リーダー 末長 範彦

13:30

14:35
14:40

プログラム
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例会プログラム

新型コロナ感染で、自粛生活が続く中、今年度、会報第1号にご協力の会員の皆さまありがとうございました。今年
度、会員が同じベクトルに向かって取り組む、行事やイベントなど、やる気、元気いっぱいの記載内容になりました。
会員の皆さま、一つになって、ご協力よろしくお願いします。 コロナは、緩やかに続きますが、お体にご自愛ください。

編 集 後 記 クラブ会報委員長　松井 浩明
2020年10月15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

7月
新年度の抱負（1）

内山 満義会長 ・ 犬養 吉晴幹事2日
新年度の抱負（2）

役員 ・ 理事9日
新年度の抱負（3）

各委員長16日
COVID-19感染症

岡山大学教授 大原 直也様30日

9月8月

例会取りやめ13日

７・８月生まれの会員

近況20日

味覚と健康：摂食調節物質による味覚
調節＆COVID-19による味覚異常

岡山大学教授 吉田 竜介様
6日

ロータリー月間に因んで10日 三村 重人雑誌委員長

各委員会

各委員会の今年度の活動について17日

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科
教授　森田 学様

オーラルフレイル24日

南アフリカ珍道中
（台中東南RCとの交流）

株式会社KUROIWA専務取締役
岡山西南RC前幹事 黒岩 晃一様

3日

イニシエーションスピーチ
会員増強月間に因んで
松浦 広司新会員 ・ 小坂 和也会員増強委員長

27日

行事記録

7月

丸亀東ロータリークラブとの
親睦ゴルフ

東児が丘マリンヒルズ
21日

新会員歓迎会・第１回拡大親睦活動委員会・
第１回ファイヤーサイド・ミーティング

アークホテル岡山
16日

第７回理事会
アークホテル岡山2日

8月
第８回理事会

アークホテル岡山6日
県南１６ＲＣ幹事会

リーセントカルチャーホテル17日
地区補助金事業第２回合同協議会

新庄村役場18日
第１回公共イメージ委員会

アークホテル岡山27日
第１回地区補助金事業実行委員会

アークホテル岡山27日

9月
RI第2690地区WEBセミナー

山陽新聞社さん太ホール13日
第3回IM実行委員会

アークホテル岡山17日

第2回地区補助金事業実行委員会
アークホテル岡山24日

クラブ米山記念奨学委員長研修会
アークホテル岡山27日

松浦広司新会員ガイダンス
アークホテル岡山9日

県南１６RC正副会長・幹事会
ANAクラウンプラザホテル岡山14日

第３回臨時理事会
アークホテル岡山30日

地区補助金事業第１回合同協議会
新庄村役場31日

岡山後楽園RC自転車同好会
蒜山高原自転車道サイクリング

2020年8月22日(土) AM7:00
集合・スタート

約30km！

参加者6名 
芝田会員
藤本会員
三村会員
藤原会員
岡山西南RC
　黒岩元幹事
沢田さん
　(藤原印刷) 

児島半島一週サイクリング
2020年9月26日(土) AM8:00
蒜山やつか温泉「快湯館」集合・スタート

約40km！参加者10名 
芝田会員
藤本会員
大角会員
岡本会員
鳥越会員
藤原会員
岡山東RC
　貝原元幹事
岡山西南RC
　黒岩元幹事
岡南RC
　豊田元幹事
沢田さん
　(藤原印刷) 
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