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　まずは守田幹事、理事、役員、各委員長の皆さまに支えら
れて、一年間大過なく会長職を務められたことにお礼を申し
上げます。特に守田幹事には頼りない会長をフォローしてい
ただき、また年齢も親子ほど離れた私の話し相手になってい
ただき、心強く一年間過ごせたこと、感謝の気持ちでいっぱ
いです。
　本年度も新型コロナウイルス感染防止に取り組みながら
クラブの運営をさせていただいておりましたが、「まん延防
止等重点措置」「緊急事態宣言」の発令もあり、二度にわたり
三カ月も例会を休会せざるを得ない時期がございました。年
度当初に掲げさせていただきました、運営方針の「会員同士
の友情を大切に！（知人から友人へ）」を深め広げる親睦活動
につきましても、中止せざるを得なくなり、充分な事業を行う
ことができず、非常に残念な一年になりました。
　このような状況のなかで、なんといっても一番喜ばしい出
来事は、今年度中にぜひやりたいと思っておりました
「100％ポール・ハリス・フェロークラブ」の挑戦でした。会員
の皆さま、特に入会間もない新会員の方々の理解を得なが
ら、認証を得ることができました。
　また、年度後半では、助成金を使って人道的奉仕という
ことで、地区世界社会奉仕（DWCS）プロジェクトに取り組
み、紆余曲折ありましたが、ロータリー財団から認証が下り、

グアムの日本人学校に機材の贈呈をするに至りました。やっ
との思いでグアムに何か残したいという念願も叶い、ほっと
しております。こういった取り組みの中で、友好クラブのグア
ムタモンベイロータリークラブとの親睦がより深いものにな
ればと思っております。
　そしてまた、非常に厳しい社会情勢の中で、クラブとして
基盤の強化といえる会員増強につきましても皆さまのご支
援とご協力で一定の結果を残し、次年度に引き継げる状況に
なったのではと思っております。退任後も若い会員の方々の
縁の下の力持ちになって、このクラブを盛り上げていきたい
と思います。
　最後になりましたが、ますますのクラブの発展、会員の皆
さまのご健勝をお祈りして、感謝の挨拶とさせていただきま
す。一年間ありがとうございました。

会長退任にあたり 会長　長谷 博明

　皆さま、一年間大変お世話になりました。長谷会長はじめ
各委員長の皆さま、会員の皆さまには一言では言い表せな
いほどのご協力を賜り誠にありがとうございました。
　幹事の大役を引き受けて、２年半あっという間でした。そ
れまでは、何となくロータリー活動に参加していましたが、こ
の２年半で少しはロータリーのことが理解できたのかなと感
じています。入会して５年足らずの私を幹事に推薦してくだ
さった内山直前会長、犬養直前幹事には大変感謝しておりま
す。また、私が幹事となることを快く？了承してくれた長谷会
長には足を向けて寝れません。
　幹事として年度がスタートしてからのこの１年は、コロナ

禍で例会が休会となったり、奉仕活動や親睦活動も十分に
活動できなかったりと大変なことも多かったですが、皆さま
に温かい目で見守っていただき無事に一年間を終えること
ができました。
　また、光岡幹事には無理を言って幹事を引き受けていた
だいた経緯もありますので、出来る限りの協力とお手伝いを
したいと思っています。そして私が今感じているように、「幹
事を引き受けてよかった。守田が言ってくれたおかげだ。」と
感じてもらえたら嬉しいなと思っています。
　最後に、本当に皆さまありがとうございました。

幹事退任あいさつ 幹事　守田 敏英
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　張　潔雯 Jiewen 
Zhang（ジャン　ジェ
ウェン）さんは、2022
年4月1日から2023
年9月30日までの1
年半の間の予定で岡
山後楽園ロータリーク
ラブの米山奨学生とし

て参加しています。張さんは、中国福建省出身です。再生医
療研究に興味があり、2019年10月から岡山大学大学院医

歯薬学総合研究科インプラント再生補綴学分野で博士課程
に在籍し、現在3年生です。これまで間葉系幹細胞が産生す
る液性成分が間葉系幹細胞機能の発現に与える影響を検討
し、すでに昨年週齢の異なる間葉系幹細胞の培養上清濃縮
液が幹細胞の分化誘導能を影響していることを発見してお
り、福岡の国際歯科研究会日本部会でポスターを発表して
います。現在は週齢の異なる間葉系幹細胞とマクロファージ
の相互作用を加えた研究で6月の国際歯科研究会総会での
発表を予定しているそうです。今後は細胞の研究から動物
研究に進めたいと思っているとのことです。

米山カウンセラー　浅海 淳一

　４月１４日（木）に毎年恒
例のお花見例会を、後楽
園の鶴鳴館で開催いたし
ました。
　当日はあいにくの雨
で、最後に残っていた桜
も雨で散っている中でし

たが、それはそれで趣があり、なかなかよかったと思います。
　昨年度は、お花見例会として開催はしたものの、プログラ
ムはせずに時短例会としての開催でしたが、今年度は就実大
学非常勤講師の乗岡実様にお越しいただき、岡山にまつわ
る興味深い卓話を聞くことができました。普段はなかなか聞
くことができない岡山の歴史にまつわる話を聞けて大変良
かったです。例年、お花見例会の卓話は、岡山の歴史や後

楽園、岡山城等にまつわるテーマで聞くことができるので大
変楽しみです。プログラム委員は大変だと思いますが、来年
もよろしくお願いいたします。
　最後に、やっぱり晴れてるほうがいいので、来年は晴れる
ことを今から祈ってます！！

お花見例会 幹事　守田 敏英

　４月１４日（木）に岡山県赤十字血液センターにて、献血バ
スやイベント等、出張して行う献血活動の際に使用するス
ポットクーラー、発電機、イージーシステムパネルの贈呈式
を行いました。
　献血事業への支援というと、イベント等で献血する方を集

めて実際に献血に貢献するのが一般的ですが、コロナ禍で
イベントや人を集めることが難しい状況であり、器材の寄贈
という形で貢献することとなりました。血液センターの方か
ら大変喜んでいただき「実際の現場で大変助かります。」と
のお言葉をいただくことができました。
　贈呈式にはコロナ禍の影響で出席者を絞っての参加と
なったことは残念でしたが、Oniビジョンでの放映や山陽新
聞への掲載等もしていただいたのでよかったと思います。

地区補助金災害支援プロジェクト 幹事　守田 敏英
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　４月２９日（金）に、毎年恒例の岡山南ロータリークラブと
の親睦ゴルフコンペを、岡山カントリークラブ桃の郷コース
にて開催いたしました。昨年も雨だったように記憶していま
すが、残念なことにこの日は大雨のため、ハーフだけで中止
となりました。それでもたくさんの方にご参加いただき、皆
さん楽しく親睦が図れたと思います。
　私が不慣れなことと、新型コロナの影響により、さまざま

な親睦行事が進まないなか、長谷会長の方針でもある「会
員同士の友情を大切に！知人から友人へ」を大事に思い、自
分なりに先輩方の指導の下、友情と奉仕の精神で親睦活動
委員長を務めさせていただきました。役としてはあと僅かで
すが、少ない時間を皆さんと楽しく過ごします。次年度の親
睦活動委員長は今年度できなかった親睦活動行事をよろし
くお願いいたします。

岡山南ロータリークラブとの親睦ゴルフコンペ 親睦活動委員長　岸本 泰博

　令和4年5月22日（日）に丸亀東ロータリークラブと岡山
後楽園ロータリークラブの２ロータリークラブ親睦ゴルフコ
ンペが岡山ゴルフ倶楽部帯江コースにて開催されました。

丸亀東ロータリークラブからは９名、岡山後楽園ロータリー
クラブからは１１名の計２０名の参加となりました。
　当日は雲一つ無い晴天となり絶好のゴルフ日和で、皆さ
ん気分良くプレーすることができたと思います。
　私も入会して初めて参加させていただき、皆さまからのお
声掛けをいただいたおかげで楽しく過ごせましたので、飛び
賞の会長賞をいただくことができました。
　２ロータリークラブ団体戦では、わが岡山後楽園ロータ
リークラブが勝利することができ喜びも倍増となりました。
　今後の親睦活動についてはコロナの影響が少しずつ緩和
され、いろいろな行事が開催されることを願っております。ま
たその時は私もぜひ参加させていただき親睦を深めたいと
思います。

2ロータリークラブ親睦ゴルフコンペ 親睦活動委員　菅波 洋平

　５月１５日（日）、岡南小学校体育館にて第74回岡山南警
察署管内少年剣道錬成大会が開催されました。私も幼少か
ら剣道をしてきました。小学校低学年の選手を見て「かわい
い」と感じたのですが、じきに、苦しかった稽古が思い出さ
れ、何とも言えない酸っぱい気持ちになりました。
　さて、参加した選手は小学生と中学生です。残念ながらコ

ロナ対策のため、「鍔迫り合いなし」のルールが設けられまし
た。鍔迫り合いからの引き技も剣道の大切な技です。技に制
限があったのはかわいそうでしたが、力を試す試合ができた
ことは何よりでした。剣道に一生懸命取り組んでいれば非行
少年になることはまずあり得ません。クラブとして応援する
意義のある事業でした。

岡山南警察署管内春季少年剣道大会開催 青少年奉仕委員長　三村 重人
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荒木賢治君のご依拠を慎む

２０２１（令和３）年１２月３０日　ご逝去（享年８2）
第3回マルチプル・ポール・ハリス・フェロ一
第2回米山功労者マルチプル
1989年9月21日 入会
職業分類：酒類販売
2007-08年度 会長「2007-08年度会長賞」
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偲んで 親睦活動委員　荒木 裕之

　ロータリアンとしての父を思い出すと、若い頃から
晩年まで毎週木曜日の例会を楽しみにしていた様子
が一番に思い出されます。岡山後楽園ロータリーク
ラブが大好きで、アメニティグッズの懐中電灯やライ
ト付きのページホルダーなど古いアメニティグッズを
大切に使っておりました。そういった物を私に「やる」
と言った時の嬉しそうな様子を思い出すと心が温ま
ります。
　またクリスマス会で福島さんとサンタに扮して盛り
上がったこと、後楽園に寄贈した鯉が数日でカラスに
食べられ再度鯉を寄贈した話、会長時に悩みぬいて
決めた通年目標のビージェントルマンが母には不評
だったこと、旅行時に購入した郷原漆器を晩年最後
まで使用していたことなど、ロータリーの思い出が

溢れています。
　晩年体調が優れない時は「ちょっと今日はやめとこ
うかのう？」と例会を欠席した方がよいか私に聞き、私
が部屋で休んだ方がいいことを伝えると「じゃあ行っ
てこようかのう」と出かけて行く。そんな木曜日の午
前中のやり取りも懐かしい思い出です。
　例会から帰ると毎回、例会での楽しい出来事を話
し、「廊下で寝とったら助けてくれるんど、皆親切じゃ
のう」とホテルで転倒して起き上がれず、助けても
らったことなどを楽しそうに話しておりました。毎週の
例会は父にとって格別の楽しみであり、ロータリーク
ラブで楽しい仲間に恵まれたことは父にとって最期ま
で支えとなる掛け替えのないものでした。皆さま、本
当にありがとうございました。

病との闘いと旅立ち
　２０２１（令和３）年１２月３０日、荒木賢治さんは、満
８１歳で黄泉の国へ旅立ちました。
　荒木さんは、７～８年来、肝硬変などの治療をして
おり、病と上手につき合いながら、仕事を続け、例会
やロータリー活動に参加していました。
　５年位前の「クリスマス家族会」では、娘さん同伴
で、同じテーブルになりました。このとき、私はうかつ
にも荒木さんにビールをすすめました。もうアルコー
ルは禁止となっていました。妻にしかられたもので
す。アルコールなしでも話好きの荒木さんとは、大い
に盛上がりました。

ロータリーをこよなく愛しかつ楽しんだ
　荒木さんは、１９８９（平成元）年９月２１日当クラブ
に入会。チャーターメンバーといってよいでしょう。第
２０代（２００７－０８年度）の会長で、幹事は福光富則
さん、お酒好き、宴会好きの楽しいコンビでした。「創
立２０周年は秋山さんやってくれよ」と第２１代会長の
バトンを渡されました。荒木さんは豪放磊落な性格
で、周囲の人を明るく、楽しませてくれる人です。体調
が悪くても、昨年１１月ころまでは例会に出席してい
ました。エンジョイ・ロータリーの３３年間でした。

ロータリーのバトンは長男裕之さんへ
　私が荒木さんの逝去を知ったのは、今年１月１３日
（木）でした。１２月から１月にかけて荒木さんの姿が
見えない。例会後、福島さんが荒木酒店へ電話したと
ころ、長男裕之さんが出て「父は１２月３０日に亡く
なった」と言われました。
　同日二人で弔問しました。すると裕之さんは、「すぐ
岡山後楽園ロータリークラブに入会したい」と言いま
した。私は「急がなくてもいいですよ。四十九日が終
わってからでも」と答えたのです。しかし、生前荒木さ
んは裕之さんに「自分が亡くなったら、岡山後楽園
ロータリークラブに入会しろよ」と告げていたので
す。これが荒木さんの遺言でした。そして３月１０日、
裕之さんは当クラブに入会しました。若い裕之さんに
は、荒木さんのバトンを受け継いで、当クラブのため、
これから大いに活躍していただきたいと期待してい
ます。

おわりに
　裕之さんが、酒類販売の家業はもちろんロータ
リーの方も立派に引継いでくれることと思います。荒
木さん、これまでいろいろとありがとうございました。
生前の荒木さんを偲びながら、ご冥福を祈ります。

荒木賢治さんを偲んで 青少年奉仕副委員長　秋山 義信
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　私は生まれも育ちも岡山市南区です。小さいときから野
球をしていたこともあり、体を動かすのが好きで、現在では
ゴルフが趣味の一つとなっております。
　家族は妻と、17歳の娘、14歳の息子の4人暮らしで家族
旅行を毎年恒例で行っているのと母親と姉家族、兄家族が
集まっての食事会を定期的にしています。
　仕事は家業であります製造業で精密部品加工、産業用装
置の製造をしています。私は大阪で機械工学を学びその後
入社し、姉、兄と共に働いております。現在は経営、営業、開
発を中心に活動していまして、年齢は47歳になりましたの
で、そろそろ集大成として何か残そうと考えている所でござ
います。
　私の父親はこのクラブのチャーターメンバーで、岡山後楽
園ロータリークラブ会員の方とは仕事などでお会いする機
会があり、お世話になったのを覚えております。当時は写真
同好会で風景写真などを撮りに行く時は、前日から楽しそう
に準備をしている姿を見て仲良しなんだなと感じておりまし

た。そのような御縁があったおかげもあり、2006年に亡く
なってからは岸本会員には会社のこと、私的なことまで親身
になって御指導いただきまして感謝しております。
　このたび、岸本会員、福島会員、守田会員の御紹介をいた
だき、入会することになりました。今後はロータリアンとして
の倫理観や諸先輩方の知識、経験などを御教授願いたいの
と、クラブの活動内容の海外視察や他クラブとの交流などに
参加したいと思いますので、ご指導ご鞭撻のほど、よろしくお
願いいたします。

新会員挨拶 親睦活動委員　菅波　洋平

新会員歓迎会

　この度岡山後楽園ロータリークラブのメンバーに加えて
いただきました荒木裕之です。昭和56年酉年生まれの41
歳です。昨年は父が他界し、前厄でこれなら本厄とは一体と
思いながら日々を過ごす中、皆さまからご厚情を賜り、本年
から栄えある岡山後楽園ロータリークラブの一員となれま
したこと、大変に光栄であり、深く感謝申し上げます。
　皆さまは「鷹の選択」をご存じでしょうか。パブリック・ス
ピーキングで題材にされる話で、40歳でツメを折り羽をむ
しり逆境に身を投じる鷹は70歳まで生き、そうでない鷹の
寿命は40歳という話です。41歳になった私も鷹になぞらえ
ると少しは格好がつくかなと思い、インターネットで検索す
ると「鷹の選択」は真偽不詳ながら、一般に鷹の寿命は動物
園飼育下で長くて40歳とあり、41歳だと既に？という出鼻
を挫かれる内容でした。ですが心は鷹、自らツメを折らずと
も世界は混迷を極めた逆境の時代であり、向かい風は飛び
立つには絶好のコンディションでもあります。吹いてるだけ

上等という気概で、少しでも長く高くそして楽しく皆さまと一
緒に飛んでゆければと思います。
　趣味の話になりますが、最近はまっているのはネットフリッ
クスという映像配信サービスです。海外ドラマ、クライムサス
ペンス、ホラー、ゾンビものをよく見ています。「来る」「サン
タクラリータ・ダイエット」はお勧めです。皆さまもお勧めのド
ラマや映画があれば是非教えてください。

新会員挨拶 親睦活動委員　荒木 裕之
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5月12日 わが雑感
RI第2690地区 パストガバナー 菊池 捷男様

4月28日 備前総社宮の由緒
備前総社宮 宮司 武部 一宏様

5月26日 職業奉仕委員会 優良従業員表彰
　● 服匠 深井 職長 遠藤 義男様
　● ひらたえがお保育園 看護主幹 土屋 昭子様

6月2日 岡山リベッツの挑戦
岡山リベッツ監督 白神 宏佑様

歴代会長・幹事会
開催 アークホテル岡山2階

北木島・真鍋島 ツーリング4/29 しまなみ海道サイクリング6/26

　さわやかな初夏の風に誘われて、笠岡諸島に位置する「北木島」「真鍋島」
へ４人のツーリストが旅をしました。
　澄み渡った空に舞う鳥、又、潮騒に耳を傾けていると、今まで見えなかった
ものが見え、忘れかけていたことが思い出される島でした。

【行程】２０２２年５月５日
【ツーリスト】藤本（隆）、ご子息、光岡（敬称略、五十音順）、芝田
【島の見どころご紹介】「北木島」は自然が造形した石の島、大阪城の石垣、靖
国神社の大鳥居にも使用。お笑い芸人、千鳥の大悟さんの出身地。人口約
１０００人。「真鍋島」は岡山県のふるさと村に指
定。映画「獄門島」（S５２）、「瀬戸内少年野球団」
（Ｓ５９）のロケ地にもなりました。人口約２００人。

当クラブは安全第一にムリなく楽しむ会（藤本さ
ん）です。ご案内後、自由参加となっています。

～ 瀬戸内海の魅力は多島美と穏やかな気候 ～
ツーリング（自転車）のご報告　芝田 堅志
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　本年度もコロナ感染拡大の影響があった一年でした。例会も取りやめがあり、写真・材料の集
約に苦労しましたが、無事4号の発行ができました。会員の皆さまのご協力で心よく投稿してい
ただけましたこと、本当にありがとうございました。
　新会員の若い力に期待し、ロータリー活動を報告していきます。

編 集 後 記 クラブ会報委員
2022年7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

2022学年度ロータリー米山
記念奨学生オリエンテーション

オンライン
10日

地区補助金災害支援プロジェクト
スポットクーラー贈呈式

岡山県赤十字血液センター
21日 次期地区会員増強・

ロータリー財団合同セミナー
津山鶴山ホテル

15日
第７４回南警察署管内
春季少年剣道大会

岡山市立岡南小学校体育館
15日

堀川ガバナー補佐訪問
第４回クラブ協議会

アークホテル岡山
19日

2022-23年度第２回
クラブ協議会

アークホテル岡山
28日

4月 5月 6月

例
会
プ
ロ
グ
ラ
ム

行
事
記
録

4月

第１４回理事会
アークホテル岡山7日

地区研修協議会
音楽文化ホール　ベルフォーレ津山24日

岡山南RC親睦ゴルフ
桃の郷コース29日

第３回ビジョン委員会
アークホテル岡山28日

岡山北西RC創立30周年記念式典
ホテルグランヴィア岡山8日

第１５回理事会
アークホテル岡山12日

県南１６RC幹事会
アークホテル岡山16日

新旧プログラム委員会引継ぎ会
奇跡の匠12日

出席委員会引継ぎ会
アークホテル岡山9日

新旧クラブ協議会
アークホテル岡山9日

第１６回理事会
アークホテル岡山2日

親睦活動委員会引継ぎ会
アークホテル岡山15日

会員増強委員会引継ぎ会
アークホテル岡山16日

県南１６RC幹事・次期幹事会
ホテルグランヴィア岡山20日

佐藤芳郎ＲＩ理事就任祝賀会
ＡＮＡクラウンプラザホテル26日

備前ロータリークラブ
創立50周年記念式典

岡山プラザホテル
22日

丸亀東ロータリークラブ
親睦ゴルフ

岡山ゴルフクラブ
22日

４・５・６月生まれの会員

ここだけの話（5）7日
6月

岡山リベッツ 監督 白神 宏佑様

岡山リベッツの挑戦2日

理事・役員・各委員長

退任挨拶9日就実大学非常勤講師 乗岡 実様

花見例会　岡山城について14日

岸本 泰博会員

金型について21日

備前総社宮 宮司 武部 一宏様

備前総社宮の由緒28日

5月

松井 浩明 職業奉仕委員長

人間関係ストレスと感謝法26日

我が雑感
第2690地区パストガバナー

菊池 捷男様
12日

退任挨拶
長谷　博明会長・守田 敏英幹事・

内山 満義直前会長
岡村 和則会長エレクト

16日

祝日　例会取りやめ5日

最終夜間例会23日
例会取りやめ30日

「HPVワクチン」
「認知症サポート医」について

中村 淳一会員
19日
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