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「新型コロナ時代の新たな日常」と
ロータリー活動・「紙面IM」 第9グループIM実行委員長　丸 山 夏 樹

　皆さん、今回の「IM
研修テキスト」を活用
した「紙面IM」、いか
がでしたしょうか？
　コロナ禍で「合同
IM」の開催について
苦悩している中、従来
の「IM報告書」を「IM
研修テキスト」として

作成し、事前に皆さんに配布して「紙面IM」として開催
する…というこのアイデアは、鳥越副実行委員長が年
末年始の休みの間に絞り出してくれたものです。
　「紙面IM」への開催方法の変更は、IM実行委員会・
合同IM協議会において満場一致で承認され、早速、各
クラブへ通知、「IM研修テキスト」の作成作業に入るこ
ととなりました。本来の合同IM開催日である3月27日
までに皆さんにお届けするため、時間がない中、関係
の皆さまに原稿をお願いし、何とか間に合わせること
ができました。ご協力をいただきました皆さまには、心
より感謝申し上げます。
　ところで、「IM研修テキスト」の表紙はわがクラブが
誇る大角画伯のデザインによるもので、春を感じさせる
淡い桜色に、ちょっとした趣向を凝らしたものあり、私

は大変気に入っております。
　岡山プラザホテルを会場とする開催が、各自での
「紙面IM」になったことで、IM実行委員会のメンバー
はもとより、会員の皆さんには、ホストクラブとしての
活躍ができず、残念な思いになられたかもしれませ
ん。コロナ禍の非常事態ということで、お許しいただき
たく存じます。
　5年後にはまた「合同IM」のホスト役が回ってきます。
この「IM研修テキスト」には、IMの継承を図るべく、当
初計画したプログラムや来賓・役員の方についても掲載
しております。是非、参考にしていただき、次回は会員一
丸となってホストクラブとしての任にあたりましょう。
　また、IM実行委員会で立ち上げようとした「新型コ
ロナ感染防止専門家チーム」は、松井さんが取りまと
め役となり、「コロナ対策協議会」として正式に発足い
たしました。わがクラブの奉仕活動やクラブ運営への
提言をしていただく頼もしい存在になると思います。
　コロナ禍での IM実行委員長であったからこそ、
「ロータリアン同士が直接対面し、同じ時間と空間を
共有することの意義、そして、人間らしいつながりの大
切さ」を痛切に感じることができました。
　「新型コロナ時代の新たな日常」であってもこのこ
とは大切にしたいと思います。
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会長挨拶

　会員の皆さま、いかがお過ごしですか？例会ではお
元気でお会いできますが、世間では新型コロナウイル
スにより生活が一変いたしました。また緊急事態宣言
等で話題一色です。
　メディアでは世の中が協力して鎮静化に務めるあま
り、人の行動が気になりすぎて「マスク警察、自粛警
察」と、マナー違反も見逃さない人々の報道が続いてお
ります。私自身もマスクを着けてない人を見かけたら
「ハアー、ドキッ」とすることがあります。この状況で

は仕方ないことかもしれませんが、このままでは心が
荒んでいくばかりと感じています。
　こんな時だからこそ、われわれロータリアンは、四つ
のテストと寛容の精神で相手の立場になって、思いや
りのある日々日常を過ごして行きたいと思います。
　数年後、それ以上になるかもしれませんが、「コロナ
騒動でたいへんだったけど2021年度経験が活かされ
て良かった」と思える現在の生活を心掛けていきたい

会長　内山 満義
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職業奉仕について 職業奉仕委員長　森谷行利

　今年度、職業奉仕委員長を拝命するにあたり、「分か
りづらい」と言われ 続けている職業奉仕について、自
分なりに考えてみました。
　分かりづらいと言われる所以は、利益を得るための
「職業」と、利他の精 神で他人に尽くす「奉仕」を一
対のものとして考える点にあります。「職業」と「奉
仕」をいかに融和し得るか、自分の職業に当てはめて
みました。
　「私は診療所を開業している外科医であります。開
業医というと、世間では「非常に儲かる職業」というイ
メージがあると思いますが、国内の病院および診療所
の半数近くが赤字であるという統計もあります。人口
および医療資源の減少は年々加速し、加えてこのコロ
ナ編で閉院する医療機関も出てきております。医療政

策的な配慮を国に求めていかなければ、医療機関の経
営が立ち行かなくなる状況です。では、なぜ医者になっ
たのか。「病気の人を助けたいから」、この一点に尽き
ます。診療所は大病院より低い金額で手術・入院がで
きます。お支払いが難しい患者さんには少額ずつ分割
でお支払いいただくなど、ある程度の融通を利かせて
いますが、全く支払いをされない患者さんもおられま
す。それでも、診療所こそ地域の「赤ひげ先生」になら
なければいけないと考えて日々診療をしています。
　ただ、利益を出して黒字にすることは絶対に必要で
す。なぜなら、どの事業であっても「継続する」ことを
前提にしなければいけないからです。利益が無けれ
ば、診療に必要な機器が買えず、老朽化した施設を改修で
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と思います。会員の皆さま、どうか体調管理には気を
付けて穏やかに、日々を過ごして行くことに自身、心掛
けてください。
　わがクラブは木曜日の例会を継続して行くつもりで
す。市内の感染は収まりつつありますので、皆さま会員
で、ロータリーを楽しんでいきたいと思います。私年度
はあと3ヶ月余りになりました。

　ところで、「日本東京オリンピック」の開催も気にな
るところです。何かと人と人のふれあいも無い世間で
すが、だからこそ、われわれロータリアンは、ロータ
リーの精神、四つのテスト、寛容の精神で、思いやりの
ある対応に務めていきたいと思います。
　思うままに、書き流してみました。岡山後楽園ロータ
リークラブ、メンバー、「バンザイ」

感謝の優良従業員表彰・職場訪問

　今年度、委員長という役割を初めて拝命し、会員の
皆さまには色々とご助力いただきました。本当にあり
がとうございます。
　優良従業員表彰では、私の職場で長年に亘り尽力下
さっている川上祐子さんと、木村設計の安藤輝典様を表
彰させていただきました。例年は1名の表彰でしたが、今
回2名の表彰を承認くださった理事会の皆さまに感謝申
し上げます。また、安藤様は私の運営する医院の増築工
事に携わっておられたということで、個人的には表彰者
お二人にも謝意を述べたいと思います。
　当初、職場訪問は川崎医科大学総合医療センターを
予定しておりました。しかし、新型コロナウイルスの感
染拡大により訪問が危ぶまれる状況となり、急きょ岡

山県医師会に打診して開催の運びとなりました。コロナ
禍の折、快くご了承下さった県医師会の理事会の皆さま
には深くお礼申し上げます。26名の会員に参加いただ
き、事務局長 海老塚様による岡山県医師会の理念や歴
史、活動内容のご説明に続き、三木記念ホールでの記念
写真、豪華な会長室や近代的な会議室などの施設見学
を行いました。医師であり岡山県知事でもあった三木
行治氏の「私なき献身」による数々の功績と遺品を展
示したギャラリーは、ロータリークラブの奉仕精神にも
通じるところがあり、参加された皆さまにとっても意義
のある職場訪問になったのではないかと思います。
　という事で、さまざまな方々に感謝感謝の優良従業
員表彰・職場訪問でした。

職業奉仕委員長　森谷 行利

岡山県医師会　職場訪問

右：（株）木村設計 次長 安藤輝典様
左：（医）森谷外科医院 管理栄養士 川上裕子様

2



きず、必要な職員を雇うことができません。そして、継続
できなくなれば、私を信頼して来院されている患者さんは
もとより、従業員や取引先など多くの方々に迷惑を掛けて
しまうことになります。利益を出すことは「目的」ではな
く、継続していくための「手段」の一つとして捉えなけれ
ばなりません。
　そして、継続していくために必要な考え方が「四つのテ
スト」であると私は考えます。つまり、

1. 真実かどうか … 嘘偽りのない商品やサービスの提供
2. みんなに公平か … 公正な取引
3. 好意と友情を深めるか … ステークホルダーとの信頼関係
4. みんなのためになるかどうか … すべてにWin-Winな関係

「社会奉仕」は相手のためだけの無償の行為ですが、
「職業奉仕」は正当な対価を得る行為です。それ故、より
一層の倫理性が求められます。周囲からの信頼を得られ
なければ、長く継続していく事ができません。そのため
に、常に自問自答しなければならないのが「四つのテス

ト」であります。

　ただ、多くの人は自分の職業以外の事は分からないと
思います。かく言う私も医療の事しか知りません。ロータ
リーの「職業奉仕に関する声明」や「ロータリアンの職業
宣言」には、「あらゆる職業の価値を認めて敬意を表する
こと」という主旨の内容があります。世の中に必要とされ
ているからこそ、その職業が存在するわけですから、自分
の職業に誇りを持ちつつも、他の全ての職業・職種に敬意
を抱かなければいけないと説いています。
　仕事で活躍している人、繁栄している会社には、職種や
業種を問わず、共通する何かがあるのではないかと思って
おります。それを知り、共有することが、職業奉仕をより
深く理解する一つの方法ではないかと考え、それを念頭
に職業奉仕委員会として活動を行ってまいりました。本日
の卓話や職場訪問も、自分と違う職業の「仕事内容」だけ
でなく、その方々の職業に対する「想い」を感じ取ってい
ただければ幸甚です。

わがクラブのホームページ開設しました

　永年にわたり計画してまいりましたわがクラブのホー
ムページも、昨年度より皆さまと協議して、わがクラブ
のPRをするために「岡山後楽園ロータリークラブ」の
ホームページとして完成いたしました。今後は公共イ
メージ委員会を中心にわがクラブの活動を広く知って
いただけるよう配信してまいりますので、ぜひご覧くだ
さい。

岡山後楽園ロータリークラブホームページ
https://okayama-korakuen.org

2019-2020年度　前幹事　藤原 學

1月14日 健康長寿の秘訣はフレイル対策
岡山市ふれあい介護予防センター 主任 小銭啓二様

3月4日 パレスチナについて
マジット・ブラハムさん
岡山大学医院生

3月11日 ヨルダンについて
Abdullah Khasawnehさん
岡山大学医院生

2月25日 思い込みを打破してメンタル強化
メンタルトレーナー 高畑好秀様
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傘寿：末光君　喜寿：赤木君　古稀：國定君 昭和24年生まれ：小山君、大角君、芝田君、
田邊君　昭和36年生まれ：古和君

　新年になりましたが、新型コロナウイルス感染症の蔓延する状況下で例会も考えないといけな
い中、2021年3月27日（土）第8・9グループ合同IMは会員に「研修テキスト」を配布し「紙面IM」
として開催しました。
　会報誌も記事が少ないですが喜ばしいことにわがクラブにホームページが3月に完成いたしま
した。今後は会報誌も毎号載せて皆さまへ配信したいと思います。

編 集 後 記 クラブ会報委員会

202１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

1月
近況（4）

１・２月生まれの会員7日
健康長寿の秘訣はフレイル対策
岡山市ふれあい介護予防センター

主任　小銭　啓二様
14日

3月2月
新型コロナウィルス
感染拡大予防のため取りやめ4日
取りやめ11日

取りやめ25日

赤木　匠会員

障害者の就労について18日

メンタルトレーナー　高畑　好秀様

思い込みを打破してメンタル強化25日
腸疾患に導かれて

医療法人森谷外科医院
管理栄養士　川上　祐子様21日

職業奉仕について
森谷　行利職業奉仕委員長

新型コロナウィルス
感染拡大予防のため取りやめ28日

岡山大学大学院生
マジッド　ブラハム様

近況（5）18日 ３・４月生まれの会員

パレスチナについて
4日

岡山大学大学院生
　　Abdullah Khasawneh様

ヨルダンについて
11日

1月
第13回理事会

アークホテル岡山7日
第６回臨時理事会

持ち回り14日
第5回IM実行委員会

アークホテル岡山14日
第6回IM協議会

オンライン16日
IM行事運営委員会

アークホテル岡山21日
職場訪問

岡山県医師会21日
創立記念例会

アークホテル岡山28日

第14回理事会
アークホテル岡山4日

県南１6RC幹事会
ANAクラウンプラザホテル岡山15日

2021-22年度第2回理事会
アークホテル岡山18日

第15回理事会
アークホテル岡山4日

2021-22年度第１回臨時理事会
持ち回り11日

第6回IM実行委員会
アークホテル岡山18日

第8回臨時理事会
持ち回り18日

PETS
ホテルニューオータニ鳥取20日

2月 3月

例
会
プ
ロ
グ
ラ
ム

行
事
記
録

川本ガバナー補佐訪問
第3回クラブ協議会

アークホテル岡山
25日

1月7日
長寿・年男

祝

長寿 年男
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