
　2022年2月13日（日）、岡山プ
ラザホテルにおいて、インターシ
ティー・ミーティングが開催され、パ
ネリストとしてサブテーマ「コロナ
状況下の例会運営について」わが
クラブの取り組みを具体的にかい

つまんでお話させていただきました。
　2020年2月初旬、クルーズ船のクラスターが確認され
たことから、3月下旬岡山初の感染者の確認、4月初旬7都

道府県に緊急事態宣言発令、中旬には全国に拡大、これを
受けて6週連続で例会を休会、その後事態は解除され、5
月末2週例会は再開、そして2020-21年菊池地区ガバ
ナー年度地区大会も岡山で行いました。ソーシャルディス
タンスを取り、今までにない地区大会でございました。
　2020年12月下旬、岡山県内で感染者が増加傾向になる。
　2021年1月初旬、1都3県に緊急事態宣言発令、その
後11都道府県に拡大。この時期、クラブ独自の例会取りや
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　2022年2月13
日（日）、2021～
2 2 年 度 の R I 第
2690地区第8・9グ
ループ合同IMが開
催されました。今年
度もコロナ禍でした

ので、第8・9グループの会長、幹事のみの参加ということで
開催され、出席者も少人数であったせいか、私個人的には気
の抜けない真面目なロータリーの勉強会であったように思
います。13：15分開会式に始まり、IMのメインであります基
調講演は13：40より始まりました。佐藤芳郎RＩ理事エレクト
の「ロータリーの不易流行」という演題で、いつものように分
かり易い言葉で話をしていただき、私自身ロータリーについ
てもう一度考え直す良いきっかけをくださったような気がい
たします。ロータリーの不易流行については、ロータリアン
一人一人が考えてほしいということでした。そしてまた、ロー
タリアン個人個人がロータリーの扉を見つけてください、そ
してロータリーを楽しんでくださいとも話されていました。 
特に若い会員の方々には、その扉を見つける手助けをして

あげて欲しいということでしたので、よろしくお願いします。
「ロータリーの不易流行」の詳細については、大変ありがた
いことに秋山会員が聴講メモを作ってくれました。皆さんに
お配りしましたので、是非目を通していただければと思って
おります。そしてこの後13：20よりパネルディスカッション
になり、わが岡山後楽園ロータリークラブパネリスト内山パ
スト会長の出番となってきます。パネルディスカッションの
テーマは「ｗｉｔｈコロナ時代のロータリーを考える」というこ
とで、津山西ロータリークラブの谷口康子様と、わがクラブ
の内山パスト会長、お二人のパネリストで始まりました。谷口
様は女性会員でしたので、柔らかく説得力のある感情を込め
た口調で話をされていました。 内山パスト会長については、
大きな声でハキハキと、これぞ男という印象で谷口様とは対
照的な雰囲気の話振りでしたので印象に残りました。お二人
共それぞれに個性のある大変いいパネリストではなかった
かなと思いました。この後、RＩ理事エレクトの佐藤芳郎様か
ら講評があり、お二人のパネリストの方々にお褒めの言葉を
いただき、17：00に閉会式に入りました。
　短い時間でしたが、内容のある濃い今年度のIMであった
ように思います。

コロナ禍での今年度のIMに参加して 会長　長谷 博明

パネルディスカッションテーマ「With　コロナ時代のロータリーを考える」

続く
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　２０２１ー２２年度が７月にスタートしましたが、８月から
はコロナの感染拡大により例会が中止となりました。さま
ざまな行事も中止となり、例会が再開できたのは、緊急事
態宣言、その後のまん延防止等重点措置が解除された１０
月からでした。
　１０月に再開されてからも、コロナの感染拡大は一定落ち
着いていたとはいえ、まだまだ予断を許さない状況でもあっ
たので、一定の制限を受けながらの活動となりました。
　そのような状況の中で、新会員の歓迎会、クリスマス夜間例
会は何とか開催することができたことはよかったと思います。
　このまま通常の運営に戻れるかと期待していたのです
が、年明け早々から、またコロナの感染が急速に拡大して
いき、2022年1月27日から岡山県下にもまん延防止等
重点措置が発令されることなり、例会も休会することとな

りました。
　例会の再開はまん延防止等重点措置が解除された３月
10日となりました。例会の再開と同時に２名の新会員を迎
えることができたことは大変喜ばしいことでした。
　これで、今年度は５人の方が新入会をされました。新会
員が入ることは、クラブの活性化には必要不可欠な要素で
すので大変ありがたいことだと思います。
　今年度は既に通算３か月が例会休会となりました。実に
４分の１が休会せざるを得なかったことになります。例会が
休会となることで会員間のコミュニケーションがどうして
も不足してしまうこともありクラブ運営の難しさも痛感し
ました。逆に例会の重要性も大いに感じましたので、例会
が開催できる喜びを感じながら残り３か月の幹事を全うし
たいと感じています。

コロナ禍での活動状況 幹事　守田 敏英

めおよび再開
の基準を理事
会に提案。
　2021年1
月下旬～2月
初旬、3週例会
の取りやめ。
　2021年2

月下旬、やっと医療従事者にワクチン接種が開始。
　2021年5月、全国的に感染者が増加し、緊急事態宣言
発令。5月6月の例会は取りやめましたが、この年度最終例
会のみ開催いたしました。
　2021年7月全国に感染者が増加、7月11日に東京都
に緊急事態宣言が再び発令。新年度になり、例会の開催に
関して、まん延防止等重点措置および緊急事態宣言が発令
されますと、例会は一切取りやめということを決めました。

　2021年8月下旬～9月中旬、岡山県に緊急事態宣言が
発令。8月例会は取りやめ、9月中旬のガバナー公式訪問
は時短で開催しました。
　2021年10月～12月、全国的にコロナが急速に鎮静化
し、10月23・24日には鳥取市で地区大会を開催しました。
　2022年1月今度はオミクロン株感染者が急増。1月27
日～2月末例会は取りやめ、3月10日例会を再開しました。
　わがクラブは例会運営に留意した4つのことを決めました。

　１．クラブ内での感染を防ぐ。
　２．個人の意思を尊重し平等に扱う。
　３．情報をできるだけ共有する。
　４．安心して例会に参加してもらう（詳細は省く）

　上記のことを報告させていただきました。
　会員の皆さまに感謝いたします。ありがとうございました。

　令和4年3月10日（木）14:00岡山赤十字
血液センターにMAK岡山クリニックモール代
表松井会員から献血記念品として「レトルトカ
レー3700個」を贈呈するに当り、当クラブか
ら、松井・板野・藤原3名でセレモニーに参加い
たしました。血液センターの中村様の進行によ
り、14:00より寄贈式典開始、MAK岡山クリ
ニックモール松井会員の挨拶でコロナ禍の中、
献血も大変でしょうと「レトルトカレー3700個」献血呼び
込みの為にも、お役に立っていただければと血液センター
坪田事業部長に贈呈されました。3700個を目の当たりに
すると圧巻でした。坪田事業部長よりコロナ禍の中、大変
助かります　お役に立たせていただきますと、丁重なお礼

の言葉をいただきました。
　私からも、4月21日（木）岡山後楽園ロータリークラブから
地区補助金災害支援プロジェクトとして、会長以下で数名で
改めて「献血資材」を寄贈に参りますと、お話させていただ
き、その後参加者一同で記念撮影してお開きといたしました。

MAK岡山クリニックモール献血記念品贈呈式 社会奉仕委員長　板野 一郎
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　祖父も父も短命(病死)であったにもかかわらず、どうし
たら元気で病気もしないで、長生きできるだろうか？など
全く考えたこともありませんでした。85才まで仕事以外は
何も考えないで、気がつけば米寿を迎えておりました。
ひょっとしたら健康を願ってつけられた「康吉」という名前
がよかったのかもしれません。
　そして自分のあるがままを認めて生かしていけたわがまま

を許してくださった方々のおかげであったと感謝しております。
　コロナも下火となった今、東京や大阪に住む子供たち
が、“オマエはダレダ？”と言われないうちに、米寿の祝いを
と計画をあせっている様子だそうです。
　これから先も淡々と認知症という病気とつき合いなが
ら、与えられた寿命を生きていくのみですが、家内よりは長
生きをしないように注意しなければと思っております

米寿によせて 職業分類・会員選考委員　大塚 康吉

　１９５３年生まれの
私は古稀を迎える年
になりました。気が付
けば７０歳ですよ！７０
歳の長寿のお祝い古
稀（こき）とは、還暦
（６０歳）から始まる

長寿のお祝い「賀寿」のひとつ。節目のお祝い中国の詩人“杜
甫”（とほ）の「曲江」（きょっこう）の「酒債」は尋常行く処に有り
人生七十古来稀なり」という部分“人生７０歳まで生きるのは

稀である”ことが由来となっています。
　古稀は満６９歳（数え）７０歳に祝います。お祝いの仕方
としては、家族や親族、友人、知人と食事したり旅行等が多
いようです。
　古稀、喜寿はともに紫色のお祝い着です。プラス、プレゼ
ントもいろいろするみたいです。
さて皆さま、古稀を迎えた方はどうされましたでしょうか？
私はもう数年、会社経営に関わり、わが人生を楽しみ、燃え
ながら暮らしていきたいと思っています。もちろんエンジョ
イ・ロータリーです。

古稀に思う 直前会長　内山 満義

　令和4年3月20日(日)岡山後楽園ロータリークラブ第
1回親睦ゴルフコンペが岡山金陵カントリークラブにて開
催されました。
　新会員2名を含め13名の参加でした。当日は少し肌寒
くはございましたが、天候に恵まれ最高のゴルフ日和の
中、皆さん大いに楽しめたことだと思います。
　私も、クラブのコンペには初めての参加でしたが、和気あい
あいとした雰囲気に魅了されながら、スコアは伏せさせてい
ただきますが私自身も、自己ベストを出すことが出来ました。

これを機に、次回
もぜひ参加でき
たらと思った次
第でございます。
　新型コロナウ
イルスの影響に
よりさまざまな、親睦行事が見送られる中ではありますが、
次年度についてはたくさんの親睦行事が開催され盛り上
がることを切に願っております。

岡山後楽園ロータリークラブ第1回親睦ゴルフコンペ 親睦活動委員　山下 智教

　春はあけぼの。とてもいい陽気になりました。
　３月１３日（日）、サイクリング同好会、藤本隆志さんの企
画で、和気町のスポーツ公園集合で、旧片上鉄道跡地を柵
原町まで往復約５０㎞を走りました。全長の約８割が整備
された安全なロード。
　旧各駅舎が往時の面影を残し、かつて柵原➡片上港へ
鉱石および多くの通勤通学者、生活の足としての交通手
段、一大インフラとしての痕跡が時代の変遷を感じさせて
くれました。
　参加者は、藤本、同ご子息、光岡、鳥越ファミリー（４人）、
芝田（敬称略）で、新作のクラブチームジャージの披露の機
会でもありました。
　鳥越けんたろう君（小５）、まおちゃん（小２）も大健闘。

　家族参加は、ロー
タリークラブならで
はです。
　春風はあくまで心
地よく、日常雑事から
解放のひと時でした。
　同クラブは、気軽に、気ままに、ムリなく（藤本さん）を基
本にしています。
　その時々のコース設定をご覧になってご参加くだされ
ば、ロータリークラブ・ツーリングクラブとしての目的を果
たしているものと思っております。
　（追伸）当該ロードには随所に桜並木が有り、開花シーズ
ンには、比類なき美しさを誇っています。

ツーリング（自転車）へのお誘い 雑誌委員長　芝田　堅志
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　今年度長谷会長方針・・・会員同志の友情を大切に（知人から友人へ）に沿って、楽しく・明る
く活動されている私たちのロータリークラブですが、この3カ月間（1～3月）はコロナ禍で例会
の半数が中止となる厳しい環境の中での対応となりました。残念です。
　この会報誌をお届けできるころには、コロナとの戦いも終息し、新しい活動へ向けて挑戦し、
明るいロータリー活動ができていることを願っています。
　次号は6月末締めで7月発行予定です。ご期待ください！！

編 集 後 記 クラブ会報委員　居森 正而

2022年4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

1月 3月2月

2・3月生まれの会員

ここだけの話（4）17日

那須 保友会員

安心・安全な社会を目指して24日

2022-23年度
第1回クラブ協議会

アークホテル岡山
31日

年男・長寿・在籍30年会員を
お祝いして

年男・長寿・在籍30年の会員
6日

進化するロータリーと貴方に
とってのロータリーとは？

RI理事エレクト　佐藤 芳郎様
13日

「医療福祉」の先人
二人の教えと職業奉仕

末光 茂会員
20日

第8・第9グループ
合同IMに参加して

長谷 博明会長
内山 満義直前会長

10日

取りやめ
（新型コロナウイルス感染拡大予防）3日 取りやめ

（新型コロナウイルス感染拡大予防）3日
取りやめ
（新型コロナウイルス感染拡大予防）10日
取りやめ
（新型コロナウイルス感染拡大予防）17日
取りやめ24日

取りやめ
（新型コロナウイルス感染拡大予防）27日

取りやめ31日

1月
第11回理事会

アークホテル岡山6日
県南１6RC幹事会

アークホテル岡山17日
第4回臨時理事会

持ち回り20日
2022-23年度第2回理事会

アークホテル岡山20日

第12回理事会
アークホテル岡山3日

第8・第9グループ合同IM
岡山プラザホテル13日

2月

第5回臨時理事会
持ち回り17日

2022-23年度第3回理事会
アークホテル岡山17日

第13回理事会
アークホテル岡山3日

PETS
ザ・シロヤマテラス津山別邸19日

第1回親睦ゴルフ
岡山金陵カントリークラブ20日

県南１6RC幹事会
リーセントカルチャーホテル22日

3月

例
会
プ
ロ
グ
ラ
ム

行
事
記
録

3月20日
第1回親睦ゴルフ

2月3日
第8・第9グループ合同IM
第9グループパネリスト　内山 満義

1月13日　進化するロータリーと
　　　　　 貴方にとってのロータリーとは？
　　　　　 RI理事エレクト　佐藤 芳郎様
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