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　会員、会員ご家族
の皆さまにおかれま
しては、現在コロナ禍
で の日常 の日々を
送っていることと存じ
上げます。不要不急
の外出、密閉・密集・

密接の三密を避け、新型コロナウイルス感染症拡大予
防をし、命を守ることが一番大事と思い、例会の開催、
委員会の開催等も、一部断念いたしました。
　今年度はＲＩホルガー・クナーク会長テーマ「Rotary 
Opens Opportunities ロータリーは機会の扉を開く」
第2690地区菊池捷男ガバナースローガン「こころの
扉を開こう」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～」でした。　　　　　　
　クラブ運営方針のクラブ目標次の四つは、コロナ禍
の中、達成したと満足しています。
（1）ロータリアンの三大義務の向上
（2）健康で明るく元気なクラブに
（3）戦略計画の作成、ビジョンの作成（2019-22？）
（4）地区補助金活動に取り組む

　ただ、例会の日数が通常年度より減少したことが非
常に残念でたまりません。
　また、私年度にロータリアンの綱領、四つのテストは
毎例会時に歌うことにしました。
　四つのテスト　言行はこれに照らしてから
1　真実かどうか
2　みんなに公平か
3　好意と友情を深めるか
4　みんなのためになるかどうか
　少しでも今まで以上にロータリークラブを理解し、そ
の上にロータリアンとしての向上に役立ちましたでしょ
うか？実際には2020年10月17・18日菊池地区ガバ
ナー年度の地区大会は開催されました。コロナ禍の中、
菊池捷男ガバナー公式訪問、2020-21年度地区補助
金事業　新庄村植樹（後鳥羽公園復元計画）、岡南ベー
スボールクラブ交歓試合、献血支援活動、少年剣道大
会の協賛等、限られた活動しかできませんでした。その
他、委員会活動が不可能になりました。よって、次年度
にプラスの奉仕活動が可能になることを祈っています。
　最後に新型コロナウイルス蔓延について予断を許さ
ない状況です。どうか会員、ご家族、関係各位の皆さ
ま、お体をご自愛ください。

次頁 ▶

会長退任挨拶 会長　内山 満義

　2020-21年度ガバナー補佐を務めさせていただ
き、厳しいコロナ禍中で無事に職責を果たしたことに
安堵し感謝している。
　ガバナー補佐の主たる任務は、クラブ・アッセンブリー

等のクラブ訪問とインターシティ・ミーティング（ＩＭ）
の開催である。
　クラブ・アッセンブリー訪問では、RI会長メッセージ
およびガバナーの地区スローガンとクラブ活動・運営

ガバナー補佐を終えて 第9グループ ガバナー補佐 　川本 平山

2020-21年度 地区補助金事業 新庄村植樹 岡南ベースボールクラブ交歓試合と活動支援
菊池捷男ガバナー公式訪問
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退任あいさつ 幹事　犬養 吉晴

「五里霧中・・・」
そんな言葉が何度もよぎる１年でした・・・

　コロナ禍の中でそれぞれの対応に悩み、苦しみ、甘
え、結果迷走し、しまいには右に舵を切ったのか左に
切ったのか、進んでいるのか、後退しているのかわから
なくなり・・・まさに五里霧中。

　そんな中、内山会長方針のサブタイトルの～エンジョ
イロータリー～の言葉だけを頼りにやってきました。
　疲弊する雰囲気の中少し砕けた例会進行、クラブ運営
になりましたが、会員皆さまのご指導、ご協力、何より寛
容の精神に助けられ、１年過ごすことが出来ました。

　また例会出席においても、年始以降新型コロナウイ
ルス感染症拡大の中、８０％前後で例年になく出席率
が高く、皆さまのコロナ禍に対する不撓不屈の心構え
が感じられ、力強く背中を押されました。

　冒頭の五里霧中の話ですが、数年後振り返ってみた
ときは霧の中を彷徨ってはいたものの、霧が晴れたら
皆さまのおかげで広大なお花畑だったなんて感じなん
だと思います。本当にありがとうございました。

　この経験をもとに少しでも岡山後楽園RCに恩返し
できればと思っています。

ＳＡＡ（会場監督）を終えて SAA　芝田 堅志

　早いもので、一年間のお役目がほぼ終了しました。
　SAAになって、改めてお役目の重要さに気付きました。
　大切な事は会長、幹事と連携して、
（１）「時間配分」と、
（２）進行の「歯切れの良さ」
だと思いました。
　そう言った意味から、SAAには過去に多くの委員会

経験者が求められているようです。
　また、今期は協力者として、いつも笑顔の岡村副
SAAを得たことは、私にとってもクラブにとっても大
きなメリットになりました。
　今期、内山会長は会の方針として、「明るく元気に」
を上げられています。
　ロータリークラブでは、毎週の例会が最大の親睦の

次頁 ▶

計画との整合性を図るとともに、地区ガバナーとクラ
ブとの綿密な連携を図るものである。岡山ＲＣをはじ
めとして第９グループのクラブ訪問では、歴史と伝統か
ら培われたクラブの素晴らしさを随所に拝見し、「井の
中の蛙、大海を知らず」の諺を痛感した。これらの知見
が次年度正副会長・幹事を通じてわがクラブの成長と
発展に向けてのヒントとして活かされれば幸いである。
　わがクラブでは、内山満義会長、犬養吉晴幹事の
リーダーシップのもとで厳重な感染予防対策をして
「クラブ例会から絶対にコロナを出さない」という決
意の下に運営され、ロータリー賞およびガバナー地区
目標に果敢に挑戦して多くの成果を得られたことに敬
意を表したい。　
　インターシティ・ミーティング（ＩＭ）は、開催日時・
会場の決定から始まりコロナ禍での感染対策を念頭に
して、開催方法は
1.従来方式
2.地区大会方式
3.参加者限定方式
4.オンライン方式
5.紙面IM方式
と変遷を極め、まるで「朝令暮改」の様相であった。年
明け早々の緊急事態宣言の発出により都道府県を跨い

での往来の自粛要請のため、特別講演が開催出来なく
なった。講師の小長啓一先生にはご迷惑をお掛けする
とともに貴重な講演が拝聴出来なくなり大変残念な結
果となった。開催方法の変更のたびにホテルとの折衝、
通信業者との話し合い、シナリオの練り直し、予算の算
定に追われた。「紙面IM」の成功は偏に丸山夏樹IM実
行委員長と鳥越貞成IM副実行委員長の献身的な貢献
の賜であり、ご苦労に対し感謝の念でやまない。
　終わりにあたり、ガバナー補佐を全面的に支援し協
力を惜しまなかった会長・幹事と全クラブ会員に、そし
て事務局として支えていただいた古和京子さんにお礼
を申し上げる。
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次頁 ▶

場と位置づけられていますので、いかに例会の一時間が会
員にとって楽しく過ごせ、“今日”出席して良かったと思っ
てもらえるかがSAAのポイントになります。
　お昼の１時間と言う限られた時間内で品位と秩序を
保ちすべてを完結しないといけない為、特に注意した
点は、
①例会３分前（鐘を鳴らす）の案内で時間厳守。
②会長挨拶、委員会報告、卓話中の私語の注意。
③配席。
④親睦活動委員会と連携して、会員出席者、来訪者へ
　の声がけ、挨拶。
です。

　また、アークホテル岡山、小坂さんのご協力で例
会毎に等身大の鏡を会場の入り口に設置していただき
会員各位の服装と笑顔チェックをお願いしました。
　今期はコロナ禍で例会時の配席の大半をスクール形
式にせざるを得なかったことが残念でした。
　にもかかわらず、出席率が８０％を超える日が多かっ
たことは、会員各位の斯のような時だからこそクラブ
を一層盛り上げなければと言う熱意の表れだと思いま
した。
　つたない進行役でしたが、皆さまのご協力のお蔭で
何とかお役目を果たすことができました。
　心よりお礼を申し上げます。

出席委員長を終えて

　この一年出席委員会は深井副委員長・片山会員・蜂
谷会員と私の4名でした。
　ロータリーの出席は会員の義務の一つで、各クラブ
には出席委員会があり、出席状況は例会で報告され、
またガバナー月信で第2690地区のクラブ状況が掲載
されています。
　私は昨年9月より体調を崩し2ヵ月欠席しました。そ
の間深井副委員長に頑張ってもらいました。
例会欠席最初の頃は思考する力もなく、例会が開かれ
ていることも考えませんでした。
　少し元気になると出席委員会のことを考えるように
なり、長期欠席のかたは会費を払いながら出席できな

いのは、各人それぞれの事情があり出席したくとも出席
できない事情があるのだと考えるようになりました。
一時電話での出席催促をしましたがこれも中止しまし
た。
　それでも多数の方（欠席の多い方を含む）出席をい
ただき有難うございました。中には年賀状でなるべく
出席しますと宣言してくださった会員もありました。
　そして、今年度はコロナ影響で例会の休会もあり、様
子が例年とは違いました。しかし出席率８０％以上の日
がかなりあり何度か会長挨拶で取り上げて貰いました。
　コロナ対策が功を奏し、早く収束し正常なクラブ運
営ができることを祈っています。

出席委員長　中村 淳一

プログラム委員会の1年を振り返って

　COVID-19の第2波が始まろうとする中、岡山後楽
園ロータリークラブのプログラム委員長を拝命しまし
た。2020年7月に副委員長の大田淳一会員、青木三
恵子会員、松井浩明会員、國貞繁樹会員の協力のもと
会長方針の「明るく元気に楽しく生きるため」のプログ
ラムの推進を掲げてスタートしました。
　7月の内山会長、犬養幹事の抱負を皮切りに役員、
理事、各委員長の抱負を語っていただきました。そして
私の職場である岡山大学歯学部教員を中心に医療に関
した内容のCOVID-19、味覚、フレイル、口腔がん検診
など話を提供しました。会員からも南アフリカ、オリン

ピック新種目BMX、ボクシングチャンピオン、メンタル
強化等多彩な話をいただける方を紹介していただきま
した。会員からの増強月間に因んだ話も織り込み、国際
色を出した話を私の教室の大学院生等からドバイ、パレ
スチナ、ヨルダン、チュニジア等の話を提供しました。
　5月以降は第4波のピークを迎え例会取りやめとなり
ましたが、11月から2月にかけて大きな第3波があった
にも関わらず4月末までは順調にプログラムを重ねる
ことができました。ご協力いただきました関係各位に
感謝申し上げます。

プログラム委員長　浅海 淳一

親睦活動委員会を終えて

　今年度の基本方針として「親睦活動を通じて会員相
互の親睦と理解と意思疎通を図る」を掲げましたが、
コロナ禍の影響でほとんどの親睦行事が中止、または
縮小を余儀なくされました。その中で、何とか「クリス

マス例会」を通常例会30分延長の形で開催すること
が出来たことと、親睦ゴルフも規模を縮小して出来た
ことは、良かったと思います。
　また、当委員会の組織内活動としては、通常例会に

親睦活動委員長　光岡 政和
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おいて、スマイルの受付と発表を当番制にし、親睦活動
委員会メンバー全員が一通り役を務めることが出来
たことは、大変良かったと思います。スマイルの発表が初
めての方もいらっしゃいましたが、回を重ねるごとに上手
に発表出来ていたと思います。業務の負担が特定の方に
偏らないように、次年度も工夫が必要かと思います。

　一年間を通じて、本来の親睦活動委員会の活動がで
きず、不完全燃焼の年ではありましたが、親睦活動に
関わっていただいた会員の皆さんが、それぞれの立場
でご協力いただいたことに深く感謝申し上げます。
　「来年こそは！」来年こそは、コロナが治まり、普通の
親睦活動委員会活動ができることを切に願う次第です。

お花見例会開催

　４月１日、岡山後楽園内にある鶴鳴館にてお花見例
会を開催しました。
　３月の理事会においてコロナ禍により中止も検討さ
れましたが、プログラムを取りやめ時間短縮にて行う
ことが決定しておりました。とは言え直前まで新型コ
ロナウイルス感染症拡大を心配しておりましたが、幸
いなことに岡山市の新規感染者数は直前の１週間で、
４９人と落ち着いていたため比較的安心して行うこと
ができました。
　当日はさくらカーニバル中止の影響で人出も少なく
河川敷の駐車場も後楽園も閑散としていました。コロ
ナ禍に関係のない、晴れ渡った空、勢いよく咲き誇る
桜、土手を色づける雑草、流々とした旭川、自然の配
色だけが印象に残る一日でした。
　本来なら、お花見例会の後に高齢者奉仕活動として、

ハッピーライフ操風を訪問し入所者の方と護国神社ま
で散策する予定でしたが、昨年同様中止となりました。

　また、４月１２日（月）１１時より、守田、光岡、
犬養の３名で次年度のお花見例会の予約に行ってまい
りました。来年は４月１７日です。皆さん楽しみにして
いて下さいませ！

　追記：鶴鳴館の予約は１年前の同月１０日１１：００
～（土日祝除く）となっております。４月の１週目は使
用禁止期間が多い事と桜の開花が早いのでお花見例
会の開催を３月末にしてはどうかと感じました。
そうなると予約は来年３月１０日（木）１１：００です。
忘れそうなのでここに記しておきます（笑）

幹事　犬養 吉晴

台北東南扶輪社の黄水基（スチーブ）さんから、
日本政府からのワクチン提供に対して感謝のメールが届きました

台灣の國民への愛と支援に対し日本政府と國民達に十二萬分の感謝の意を心より申し上げます。
日本から124萬劑のAZワクチンを台灣に贈り貴重物は今日午后13:58 JALで安全無事に台灣
到着しました。
台灣の疫情は大変厳しい狀態にあり日本の愛心支援は干ばつ中の甘い雨が降っているようです。
日本政府と国民に対してもう一度心より感謝申し上げます。
日本と台灣でも互いにコロナウイルスに負けないように一日も早く終止まで頑張りましよう。
貴クラブの会員皆さんとご家族も安全生活を心よりお祈り申し上げます。

台北東南ロ-タリ-クラブ　Steve/姐妹クラブ委員長　6月4日 2021年

岡山後樂園ロ-タリークラブ 会長内山樣 及び会員皆樣
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コロナからの再生　3.5.29.

　今、岡山は、6月20日までの延長で、緊急事態宣言
の中にあり、ステージ４である。変異種コロナの勢いは
強く、感染力2倍のインド株も発生しています。
　医療従事者のワクチン接種から始まり、18万人の
65歳以上のワクチン接種も始まり、ワクチン量も十分
確保された中、個別接種を中心に、集団接種も同時に
行っています。
　集団接種では、岡山市医師会と五医師会と連携し
て、集団接種に参加しています。接種率も全国の6.4％
より高い7.5％です。この努力を無駄にせず、緊急事態
宣言の解除が来ることを願います。対策に、最も大切
な事は、今も今後も予防です。集団免疫ができるには、
70％以上の抗体ができることなので、まだまだ、ゴー
ルは遠いです。
　岡山県、岡山市、県医師会、郡市医師会に問題や課
題発生するのはいたし方ないし、それを乗り越え、市民

全員にワクチンが行き届くように、円滑な連携を続け
ていただきたい。
　早く16歳以下の子供にもワクチンが出来ることを願
います。
　しかし、今、欠けているのは、治療薬の開発だと思い
ます。誰もが使用できる治療薬が数種類あれば、私た
ちの不安は軽減できるし、死亡率も激減できると思い
ます。
　私たちの会場アークホテル岡山の、宴会場の取り組
みパンフレットをみて、「予防」対策が、とても良くでき
ていることに気付きました。会員のために、対策を行っ
ていることに感謝してます。
　ロータリ執行部と相談窓口でもあるコロナ対策実行
委員と会員の連携を崩さず、マスクのいらない例会を
目指しましょう。

クラブ会報委員長　松井 浩明

　令和３年４月１０日に第１回岡山後楽園RC親睦ゴル
フコンペが、岡山カントリークラブ桃の郷コースにて開
催されました。当日は天気も良く最高のゴルフ日和でし
たが、個人的なスコアはいつも通り低調でしたので公
表することは控えさせていただきます。ご了承下さい。
　2020-2021年度はコロナの影響もあり様々な行
事が中止となりましたが、第２波が来る直前であったた
め何とか開催することが出来ました。また、当該コンペ

はクラブ内でのコンペでしたが、毎年４月２９日に開催
される岡山南RCとの２RC親睦ゴルフコンペに向けて
の練習ラウンドの意味もあったので参加した皆さまも
気合十分でした。順位と参加者の方のスコア等につい
ては敢えて触れませんが、参加者全員楽しい１日が過
ごせたと思います。次年度についてはゴルフコンペに
限らず、様々な親睦行事が開催されることを祈ってお
ります。

岡山南警察署管内春季少年剣道大会に参加して 青少年奉仕委員長　藤本 隆志

　毎年春秋の2回行われてきた青少年剣道大会です
が、昨年の秋季大会がコロナ禍のため中止となり、やっ
と念願の春季大会が開催されました。
　5月5日のこどもの日、浦安南町の岡山市総合体育館
を会場に行われ、関係者以外では選手とその家族のみ
に限られた寂しい大会となりました。
　いつものように来賓あいさつから始まり、大会後援
者の内山会長他のメッセージを行った後、トーナメント
方式で試合が行われました。試合では、独特の掛け声
が木霊する会場も観客が少ないことが影響してか、選
手の息遣いや竹刀の音が聞こえてくるようでした。
　今大会は、秋季以上にコロナの蔓延状況が厳しく、
大会関係者の運営は大変なことと察しました。入場時
の検温や消毒はもちろん、審査員の全員がフェース

ガードを着用するなど対策が徹底していました。
　今大会も無事に終わり、これからも青少年の育成の
ための奉仕活動に、クラブとして微力ながら貢献を続
けてゆきたいと思いました。

第１回岡山後楽園RC親睦ゴルフコンペ 副幹事　守田敏英
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　6月20日に、緊急事態宣言が解除されました。Withコロナの中、4回の会報を発行することができました。原稿依頼
を、喜んで引き受けて頂き、会員の皆様、ありがとうございました。
　思えば、例会中止やハイブリッド参加を取り入れたり、三密対策しながら、ワンチームで頑張り、協力し合いながら、1年
間を乗り切り、次年度にバトンを繋げたのではないでしょうか。コロナワクチン接種率も全国2位は、すごいことです。職域
接種も始まります。今までの経験を将来の不安ととらえず、良い経験にしてください。
　温故知新で、新たな活動にも挑戦して、成長した岡山後楽園ロータリークラブにしましょう。1年間ありがとうございました。

編 集 後 記 クラブ会報委員長 松井 浩明

202１年7月1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

4月
花見例会1日

6月5月

祝日　取りやめ29日
岡山大学大学院生　ヌハ　テキキ様

チュニジアについて22日

日本の人口動態と
コロナ禍の妊娠・分娩について

中村　淳一会員
8日

日本とミャンマーにおける
口腔がん検診
岡山大学病院顎口腔再建外科部門

講師 水川 展吉様

15日

新型コロナウイルス
感染拡大予防のため取りやめ6日 新型コロナウイルス

感染拡大予防のため取りやめ3日
新型コロナウイルス
感染拡大予防のため取りやめ10日
新型コロナウイルス
感染拡大予防のため取りやめ17日

新型コロナウイルス
感染拡大予防のため取りやめ13日
新型コロナウイルス
感染拡大予防のため取りやめ20日
新型コロナウイルス
感染拡大予防のため取りやめ28日 最終例会24日

4月
第16回理事会

アークホテル岡山8日
2021-22年度第1回クラブ協議会

アークホテル岡山8日
岡山後楽園RC親睦ゴルフ

岡山カントリークラブ10日
2021-22年度第3回理事会

アークホテル岡山15日
県南１6RC幹事会

岡山プラザホテル19日
第４回ビジョン委員会

アークホテル岡山22日

地区研修・協議会
オンライン25日

第2回岡山南RC親睦ゴルフ
岡山カントリークラブ29日

第18回理事会
アークホテル岡山3日

県南１6RC幹事・次期幹事会
ホテルグランヴィア岡山21日

第6回ビジョン委員会
アークホテル岡山24日

RYLA
オンライン22日

第５回ビジョン委員会
（持ち回り）28日

2021-22年度第４回理事会
アークホテル岡山20日

第１７回理事会
アークホテル岡山6日

新旧合同クラブ協議会
アークホテル岡山13日

5月

6月

例
会
プ
ロ
グ
ラ
ム

行
事
記
録

第73回南警察署管内
春季少年剣道大会

岡山市総合文化体育館
5日

次期地区会員増強・
ロータリー財団合同セミナー

オンライン
16日

4月22日
チュニジアについて
岡山大学院生 ヌハ テキキ様

4月15日
日本とミャンマーにおける口腔がん検診
岡山大学病院 顎口腔再建外科部門
講師 水川展吉様

4月8日
バイオリニスト竜馬さん
ピアニスト真島聡史さん
例会中に生出演。
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