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2020-21年度 国際ロータリー第2690地区（鳥取・島根・岡山）
地区大会について 幹事　犬養 吉晴

　今年度の第2690地区の地区大会は菊池捷男ガバナー
年度として岡山国際ホテルにおいて１０月１７日（土）、１８日
（日）の二日間にわたり開催されました。その他に１０月１０
日（土）に記念テニス大会が岡山県総合グラウンド内南テ
ニスコートにて開催されました。
　今年度の地区大会は例年とは異なり新型コロナウイル
ス感染防止に努めるため本大会はもとより、１７日（土）
のガバナー補佐・会長・幹事会およびRI会長代理歓迎晩
餐会においても検温、マスク、手指消毒、リモートでの会
場分散、人と人とのソーシャルディスタンス等、可能な限
り対策を高じての開催となりました。
　本大会においては運営側の努力が実り、例年同様のプ
ログラムで滞りなく進行しました。その中でも印象に残っ
たのは、①オープニング演奏の五次元キーボード・マルチ
キーボードパフォーマー薮井佑介氏によるファンタジーな
演奏（不思議すぎて適切な言葉が見つかりません）、②菊
池捷男ガバナーの人柄があふれる挨拶（秋山会員が心か
ら師と崇めるのがよーくわかります）、③わがクラブがRI
会長賞を受賞したこと（赤木直前会長、藤原直前幹事お
めでとうございます！）、④講師の国立研究開発法人宇宙
航空研究開発機構（JAXA）シニアフェロー川口淳一郎氏
の「はやぶさ式思考法」で令和の日本を拓くと題した講演
（内容は地区大会の冊子をご覧ください）、⑤ひときわ目
立っていたクラブ活動報告のパネル（唯一無二、大角画伯
流石です！）⑥それとガバナー事務職員の坂本さんと鳥
越真理さん（裏方中の裏方！凛々しい姿のお二人！）それ

から、それから・・・そう！事前に行われたテニス大会！わ
がクラブより光岡会員がディフェンディングチャンピオン
（前年度優勝者）として参加されました。惜しくも1回戦
敗退（ダブルスのペアがテニス歴1週間だか1ヵ月だったそ
うな、それでも楽しかったそうです）
　最後に、川本ガバナー補佐、内山会長、二日間お疲れさ
までした。参加された皆さん交通手段を鑑みてご協力あ
りがとうございました。残念ながら参加できなかった皆さ
ん、来年はぜひ参加しましょう。鳥取開催です！

　11月19日（木）午前11時よりアークホテル岡山におい
て菊池捷男地区ガバナー、地区会計長 五藤榮一様、川本
ガバナー補佐をお迎えし、内山会長、長谷副会長、守田副
幹事、幹事犬養と7名で懇談会が行われました。内山会長
より運営方針、幹事犬養よりクラブ概況の報告と、11月1
日に開催した地区補助金を利用した環境保全活動である
「新庄村後鳥羽公園復元記念植樹」についても報告しま
した。菊池ガバナーからはクラブ設立30年以上経過して
いるクラブで会員数50名以上を維持していること、友好
クラブが海外に3クラブ、国内に1クラブあることについ
て評価していただきました。また、女性会員が1名しかい
ないことについて細やかな助言をいただきました。

　12時30分よりガバナー公式訪問が開催され、国際協
議会での様子やRI会長の方針を説明いただき、楽しむた
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めの一番の方法は皆が集ま
ることの重要性を感じまし
た。また菊池ガバナーとして、
多様性を受け入れるため寛容の
精神の大切さや、日本人の陰徳
の心の大切さについてお話し
いただきました。ガバナー菊池
捷男様、地区会計長 五藤榮一
様、ご多忙のところ誠にありが
とうございました。

2020-21年度 地区補助金事業新庄村植樹に参加して

　２０２０年１１月１日、今年度地区補助金事業として、
桜「ジンダイアケボノ」の記念植樹に参加しました。目
的はわがクラブと交流関係の深い新庄村の後鳥羽公園
復元計画で、昨年から新庄村と共同で取り組んでおり
今回が２回目です。
　会員23名とご家族14名が植樹スタイルで集合し、肌
寒い澄んだ空気の中で、添え木で約20本の苗を固定し、
スコップで土をかぶせ、最後は記念碑を立てました。

　その後、名物新庄おこわと豚汁を食べました。一生
懸命の植樹のあと、また空の下で食べたこともあり、美
味しさや温かさがとても体に沁み、とてつもなく美味し
かったです。みなさん御替わりをしておられました。
　その後交流会の後閉会となりました。日本で最も美
しい村に認定されている新庄村にある後鳥羽公園復元
計画に参加でき、とても有意義な日となりました。

環境保全委員長　新農 泰治郎

2



岡南ベースボールクラブ交歓試合と活動支援 青少年奉仕委員長　藤本 隆志

　コロナ禍において中止が相次ぐ青少年奉仕活動でした
が、本年度の最初の活動が、岡南ベースボールクラブ交換
試合の応援と活動支援でした。
　11月8日（日）岡山県営球場において行われた県北ベー
スボールクラブとの対戦がセレモニーに決定され、16名
のわがクラブ会員が参加しました。
　当日は好天無風の絶好の野球日和、対戦前の少年たち
の練習そして本番の対戦はとてもキビキビしており、会員
一同大変すがすがしい思いで観戦していました。
　セレモニーは、内山会長の挨拶と支援金の贈呈に続
き、委員長特権により私が始球式を執り行いました。前日

のイメージトレーニングでは直球ズバリでしたが、結果は
不本意でした。「もう1回投げさせてくれ！」の気持ちです。
　今回の試合は岡南ベースボールクラブの皆さんにとっ
ても久しぶりの対外試合ということもあり、プレイに緊張
感があったとのことでしたが、少年たちの気持ちの良い挨
拶、道具に対する扱いなどさすがだなと感じました。これ
は、平素からの指導者の皆さんと少年たちとのコミュニ
ケーションの良さが表れているものと思いました。我々社
会人もそれぞれの職業を通じて色々なトラブルに見舞わ
れることがありますが、少年たちを見ていて、仲間同士の結
束やコミュニケーションが本当に必要だと確信しました。

菊池捷男ガバナー公式訪問 会長　内山 満義

　2020（令和２）年11月19日(木)第2690地区菊池捷
男ガバナー、随行の五藤榮一地区会計長が公式訪問され
ました。
　11時より会長・幹事懇談会が始まりました。出席者は
犬養幹事、長谷会長エレクト、守田副幹事、第9グループ
川本ガバナー補佐でした。懇談会ではクラブ運営方針お

よびクラブ概要を報告しました。また奉仕活動等、具体的
に計画書の説明をいたしました。
　菊池ガバナーより、わがクラブ51名クラスでは、優秀な
人材の会員が在籍し、よく頑張っていますねとお言葉を
いただきました。
　その後例会では、RIテーマバナーを菊池ガバナーから
受け取り、菊池ガバナーの講演に入りました。内容は、自
己紹介、国際協議会について、ロータリーの現状と課題、
RI会長テーマ、キーワード
“together”でした。そし
て会員より3点ほどの質問
を菊池ガバナーにいたしま
した。
　最後に随行の五藤地区
会計長より国際大会のご
案内がありました。
日程：2021年6月12日～
16日　場所：台北（台湾）

内山会長より支援金の贈呈

藤本隆志委員長によります
始球式
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献血の現状について～献血月間ご協力のお願い～ 松井 浩明
小山 幹雄

クラブ会報委員長
社会奉仕委員長

　岡山県赤十字血液センターの廣江様と木村様に卓話を
お願いしました。
　全国的に見て、2月中旬までは計画通りに血液を確保で
きていましたが、国の「ウイルス対策の基本方針」が打ち
出され、減少している。献血者減少の要因として下記が考
えられ結果献血者が減少した。
●多くの人が集まるイベントの中止や延期、献血を予定
していた会場の実施が困難になっていること。

●大学、専門学校、高等学校の授業形態の変化により、
献血実施ができない。

●企業のテレワークが定着し、従来の献血が集まらない。
●実施困難の採血計画を埋めるため、採血予定数が少
ない

●献血会場に行かざるを得ない。

　このような時でも、他に代わるもののない輸血用血液
を日々安定的に患者さんへお届けする必要があります。
　現代の医療が成り立たないことのないよう、そして、有
効期間の短い輸血用血液を必要としている患者さんの命
を守るために、在庫量を適切な水準で維持していくことが
極めて重要です。
　全国で、毎日約3,000人あまりの患者さんが輸血用血
液を必要としています。岡山県では、毎日240人分の輸
血用血液が必要です。
　献血される方が一時期に集中することによる密集や密
接を避けるため、また有効期間のある輸血用血液を必要
量に応じて確保していくため、「ご予約による献血」にご
理解とご協力をお願いいたします。

クリスマス例会 親睦活動委員長　光岡 政和

　12月24日木曜日、今年のクリスマス例会はクリスマス
イブと重なり、盛大に夜間例会を開催する予定でしたが、
コロナ禍の影響で、通常例会を30分延長する形で開催す
る運びとなりました。
　当日のコロナ対策としては、入場時のアルコール消毒、
マスク着用はもちろんのこと、10人用テーブルに4人掛け
とし、お料理も一人ずつお出しするフルコース形式として
万全を期しての開催です。催し物として当初、津軽三味線
とピアノ演奏のコラボを企画しておりましたが、やむを得
ず中止となり、それに代わる企画として、「三名勝ち残り
じゃんけん大会」と外れ無しの「お楽しみ抽選会」で盛り
上がりました。お楽しみ抽選会で登壇していただいた際
には、全員に「来年こそは！」というテーマで一言ずつ発
表していただきました。ゴルフのスコア、体重減など「無
理かな？」と思う発表もありましたが、達成した際にはぜ
ひスマイルカードで報告いただきたいと思います。そし
て、会の終わりに、全員で記念撮影を行い解散となりまし
た。お帰りの際には、チョコレートとクッキーのセットお
よびスパークリングワインをお土産としてお持ち帰いた

だきました。ステイホームのクリスマスイブの夜に、ご家
族皆さんでご賞味いただけたと思います。
　今年のクリスマス例会は、夜間例会から通常例会へと
二転三転して、皆さまには大変ご迷惑をお掛けし、また、
当日の運営面では不行き届きの点もありましたが、それぞ
れの立場でご協力いただき深く感謝申し上げます。
「来年こそは！」来年こそは、普通のクリスマス例会が出
来ることを切に願う次第。
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10月２２日 オリンピック新種目BMX
一般社団法人全日本フリースタイルBMX連盟理事長／
東京オリンピック選手強化委員　出口智嗣様

小豆島をロータリークラブの仲間とサイクリング 青少年奉仕委員長 藤本 隆志

　10月25日は、好天に恵まれた絶好のサイクリング日和
でした。
　新岡山港に朝7時集合、フェリーで土庄港まで約1時
間。参加者は、他のクラブの方と当クラブの家族を含めて
全員で19名。
　Aコースは、小豆島1周73キロ。Bコースは、観光名勝
を訪ねる48キロ。どちらも坂の多いコースですが、平素

の練習の成果を試すには最高の場所です。
　オリーブ園やマルキン醤油記念館など巡った後、両コー
スとも無事に土庄港で合流、楽しい1日が終わりました。
　サイクリングは、有酸素運動として最高のスポーツで
す。健康増進のため、ロータリークラブの仲間と気軽に楽
しめればと思っています。

ー　サイクリングへのお誘い　－ SAA 芝田　堅志

　２０２０年１１月２９日（日）、藤本さん監修のもと、茶
屋町～下津井（旧、下津井電鉄跡地）～鷲羽山スカイライ
ン～児島を１２名でツーリングしました。
（当クラブ６名、藤原さん同期幹事他６名）
　途中楽しい昼食、瀬戸内海の素晴らしい眺望、児島の
ジーンズstreet等距離は約５０㎞でした。
　毎回初めての方が参加されています。皆でサポートしま
すので、お気軽にご参加ください。

11月12日 献血の現状について～献血月間ご協力のお願い～
岡山県赤十字血液センター献血推進課
木村壽男様、廣江善男様

12月10日 ドバイで暮らす
地区民生児童委員 塩野正弘様

12月17日 世界チャンピオンを目指して
日本フライ級チャンピオン
ユーリ阿久井政悟様

10月15日 献血の現状について
経済と地域社会の発展月間　女性の地位向上
（エンパワメント）　下市このみ様
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今年度は、新型コロナウイルス禍の中、秋冬の行事等の多くが中止となりました。その中で行われた地区大
会・ガバナー公式訪問、新庄村での植樹・岡南ベースボールクラブの交歓試合と支援・親睦活動委員会やサイ
クリング同好会活動・献血の現状などにつき、原稿をお寄せくださいました。皆さまのご協力に感謝すると共
に、新型コロナウイルスの感染が一日も早く収束することを祈ります。

編 集 後 記 クラブ会報委員長　秋山義信
202１年1月28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

10月
米山月間に因んで
岡村　和則米山記念奨学会委員長1日
近況

９・１０月生まれの会員8日

オリンピック新種目BMX
一般社団法人全日本フリースタイル
BMX連盟理事長／東京オリンピック

選手強化委員　出口　智嗣様

22日

12月11月
ロータリー財団月間に因んで5日

地区ガバナー　菊池　捷男様

ガバナー公式訪問19日

１１月生まれの会員

近況26日

献血の現状について
～献血月間ご協力のお願い～
岡山県赤十字血液センター献血推進課

木村　壽夫様　廣江　善男様

12日
岡本　営松ロータリー財団委員長

経済と地域社会の発展月間
女性の地位向上（エンパワメント）
岡山市議会議員　下市　このみ様

15日

ドバイで暮らす10日 地区民生児童委員　塩野　正弘様

クリスマス例会24日 地区民生児童委員　塩野　正弘様

年次総会3日

日本フライ級チャンピオン
ユーリ　阿久井　政悟様

世界チャンピオンを目指して17日

10月
第10回理事会

アークホテル岡山1日
第3回地区補助金合同協議会

新庄村役場会議室6日
第1回ビジョン委員会

アークホテル岡山8日
地区大会記念テニス大会

岡山県総合グランド10日
第1回合同IM行事運営委員会

アークホテル岡山15日
第2回拡大親睦活動委員会

アークホテル岡山15日
ガバナー補佐・会長・幹事会

岡山国際ホテル17日
地区指導者育成セミナー

岡山国際ホテル17日
RI会長代理ご夫妻歓迎晩さん会

岡山国際ホテル17日
地区大会

岡山国際ホテル18日
県南１6RC幹事会

アークホテル岡山19日

アークホテル岡山

川本ガバナー補佐訪問第3回クラブ協議会22日
岡山西RCメークアップツアー

ANAクラウンプラザホテル岡山26日

地区補助金事業
新庄村1日

KBC交歓試合支援
岡山県営グランド8日

会長・幹事懇談会
アークホテル岡山19日

ガバナー公式訪問
アークホテル岡山19日

第４回臨時理事会
アークホテル岡山19日

ロータリー研究会
オンライン25日

指名委員会
アークホテル岡山26日

第２回ビジョン委員会（持ち回り）
アークホテル岡山26日

第1回合同IM記録委員会
アークホテル岡山26日

第12回理事会
アークホテル岡山3日

第４回IM実行員会
アークホテル岡山10日

第５回IM協議会
オンライン12日

第３回ビジョン委員会
アークホテル岡山17日

県南１6RC幹事会
ホテルグランヴィア岡山21日

11月 12月

例
会
プ
ロ
グ
ラ
ム

行
事
記
録

次期クラブR財団委員長研修会・
地区補助金管理セミナー

ホテルニューオータニ鳥取
13日
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