
　ロータリアンの初心者マークがやっと取れたかなと
思っている入会５年目の光岡でございます。この度、守田
前幹事からのご指名を重く受け止め、幹事を務めさせて
いただきます。至らぬ点も多々あろうかと思いますが、皆
さまよろしくお願いいたします。
　今年度の岡村会長のテーマは「We  reboot！（再起動）」
です。この方針に沿って、ロータリー活動推進に、尽力させ
ていただきます。特にコロナに対しては、正しく恐れて、的

確な対策を講じながら、決してロータリー活動を停滞さ
せることの無いよう、粛々と行事をこなして参りたいと
思っております。その為には、会員の皆さまのご協力が欠
かせません。特に、今年度、理事、委員長を引き受けてい
ただいた方々には、ご指導を含めてよろしくお願いいたし
ます。
　ロータリーに入っての�年間、人生経験豊富な方々と知
り合いになり、また、内外の活動を通じて貴重な体験をさ
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　第��代会長を務めさせて
いただいております岡村和則
です。これを書いている時点
で今年度も�カ月、既に�/�が
過ぎましたが、この間大袈裟
でなく結構なプレッシャーを
感じ続けています。原因は何
だろう？ と考えを巡らせても
実体は何も現れないのです
が…どう表現したら良いので
しょうか…意気軒昂には程
遠く、重圧を感じながら毎週
ひな壇に座っています。この訳の分からない正体不明の、
あるいは実体無き重圧感こそ「会長」なのだろうと最近は
思い始めました。
　年度始めの会長挨拶（この時ばかりはおそらく入会以来
初めて発表原稿を作りました）、当初は出囃子の様にNHK
大河ドラマ「龍馬伝」のテーマで登場しようかくらいに軽く
考えてたのですが、“その日”が近づくにつれ「そんな奇策に
打って出る場合じゃない」プレッシャーを感じ始めました。
地区協議会やら PETSやら地区研修会やらジワジワと「真
面目にやれよ！」って戒められているようでした。そして現在、
その会長挨拶のせいで却って自縄自縛の状態です。例会場
でもそれなりに打ち合わせることが多くあり、雑談冗談馬
鹿話の類を愉しむ余裕なんか全然ありません。唯一例会
時のBGMを独断で決めてるのが密かな愉しみでしょうか。

　RI財団の補助金事業、奉仕事業の整理、事務局移転が
今年度の重要課題です。補助金事業は地区内でのわがク
ラブの存在感を示すという意味でも重要な事業ですし、
後の２つはクラブ内では待った無しの懸案です。この先��
年を見据えた上でわがクラブにおける奉仕活動をマンパ
ワー、ファイナンスの両面から見直すこと、年度始めの挨
拶でも申し上げました通り、このことは中期戦略計画に
明記されているのでしっかり検討し、政治的な表現を用
いるなら「一定の結論を得」なければなりません。さらに
は事務局移転ものんびりは構えていられない状況です。
 このように難題を抱える今年度ですが、今後のわがクラ
ブの活動に関わることであり、慎重かつ大胆な判断が求
められます。メンバーの皆さま全員の積極的なご参加ご
協力を心よりお願い申し上げます。

会長を�カ月間
務めてみて

会長　岡村 和則
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　会長エレクト・副会長を拝命していただきありがとうご
ざいます。
　現会長・幹事と理事役員のご活躍を、よく観察し、学び
ながら、敬意をもって協力をしていきます。楽しいクラブを
イマジンして、若い会員とともに、再起動していける楽し
い今年度の活動に参加していきます。わがクラブの平均
年齢も��歳を超えてきました。人生に余生はなく、いつも
現役で登り坂です。健康で年を重ねるには、����年から
始まるフレイル予防の取り組みが大切です。メンタルと、
社会生活に、フレイルにはならないことが大切です。コロ
ナに負けない社会はどのようにしたらよいか、コロナに
負けないどんな人生ができるのか考えていきましょう。

ロータリアンの皆は、ひとりの為に、ひとりはみんなの為
に、それぞれの合った方法で、いつ、どこでも、誰とでも、参
加できるロータリクラブとなることが大切だと思います。
私たちロータリアンのボランティア活動に、垣根を設けず、
四大奉仕活動と、連携と共有できる取り組みには、目を向
け、心を開き、手に手をつなぐ、変化が大切だと思います。
良きものを、生み出すことが大切です。���歳人生、みんな
で頑張りましょう。
　コロナ禍、逆境にある方も、感謝の気持ちは持ちつつ、
その道のプロである会員の皆さまと交流できることに感
謝し、一日生きることは一歩進むことでありたいと思って
います。

拝命していただきありがとうございます 会長エレクト・副会長・クラブ管理運営委員長　松井 浩明

　本年度、会員増強委員長を仰せつかりました。副委員
長の深井さん、委員の秋山さん、川本さん、大角さん、髙
原さんとしっかり連携して頑張りますので、どうぞよろしく
お願いいたします。
　さて、わがクラブが持続・発展するには、会員増強と退
会防止が最重要のテーマです。����年に迎える創立��周
年を大いに祝うと共に、私どもの将来の「クラブの礎・力」
を築き上げる絶好のチャンスと捉え、今年度も引き続き

「創立��周年を会員��名で！」を合言葉に、会員一丸と
なって、会員増強と退会防止に取り組んでまいりたいと思
います。
　岡村会長が最大の目標と言われている「会員同士、特

に新しい会員を巻き込んで一体感を形成すること」に尽
力し、ロータリーの醍醐味を味わっていただき、岡山後楽
園ロータリークラブを好きになっていただく、その結果とし
て退会防止、更には会員増強に繋がればと思っています。
　まずは、皆さまの周りにいらっしゃる、「仲間としてロー
タリーの素晴らしさを一緒に味わいたい人物」の情報を
会員増強委員会までお寄せください。入会に向けて、今年
度だけでなく、粘り強く継続的に活動してまいりたいと思
います。その中に女性会員がいらっしゃれば、嬉しく、有難
いことです。
　いずれにしましても、皆さまのご協力が不可欠です。何
卒、よろしくお願いいたします。

創立��周年を、会員��名で祝いましょう 会員増強委員長　丸山 夏樹

　前年度（����－��年度）の会長が終わり、ホッとする間
もなく直前会長ということで、予定どおり奉仕プロジェク
ト委員長を任せられることになりました。
　この委員会は、職業奉仕、社会奉仕、環境保全、高齢者
福祉、国際奉仕、米山記念奨学会、青少年奉仕の�委員会
の委員長で構成されています。
　今年度の奉仕プロジェクト委員会は、�つの委員会が
それぞれ活発に、そして円滑に活動できるように、各委員

長の方々と連携を図っていきたいと思います。
　そして、いろいろな奉仕活動によって、会員同士の親睦
を深め、地域の人達との輪を広げる支援もしていきたい
と思っております。
　そしてまた、中期戦略計画に沿ったアドバイスもしなが
ら、少しでも今年度の岡村会長のお手伝いができればと
思っています。

「今こそイマジンロータリーです。」

新年度を迎えて 奉仕プロジェクト委員長　長谷　博明

せていただきました。人との出会いやロータリー活動を
通じて、自分自身の人生が豊かになっていくことを実感し
ております。サイクリングという新たな趣味もできました。
そんな姿を見て、家内もロータリー活動に深く理解を示し
てくれるようになりました。
　このロータリーの素晴らしさを正しく、後輩の皆さんに

伝えていくのも、幹事の大切な仕事だと思っております。
後 輩の皆さんにお声 を掛 けた際 には 、「はい！」又 は

「YES！」でのご返答、よろしくお願いいたします。
　最後に、クラブ運営について、効率のよいスムーズな運
営に努めると共に課題解決にも挑戦して参りますので、
ご指導ご鞭撻のほど重ねてよろしくお願いいたします。
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　本年度、ロータリー財団委員長を務めさせていただき
ます。
　昨年度は、会員皆さまのご理解、ご協力いただき第
����地区で�番目の「���％ポール・ハリス・フェロークラ
ブ」を達成し、年次基金への寄付も一人当たり���.��ドル
達成しました。今年度も引き続きロータリー財団へのご
寄付のご協力をお願いいたします。
　あわせて、本年度は地区補助金プロジェクト「留学生
のための誰一人取り残さない防災訓練指導」を��月に実
施いたしますので、ロータリアンの汗でも、ご協力をよろし

くお願いいたします。
　また、本年度は、ロータリーカードの取り組みを行いた
いと考えております。
当クラブは、����年�月末現在のロータリーカードの取得
数が、スタンダードカード�枚、ビジネスカード�枚です。
ロータリーカードは利用額の�.�％がポリオ根絶活動資
金となります。毎日の買い物や公共料金の支払いに使用
することで、ロータリー財団の活動に貢献することができ
ます。ロータリーカードの取得、使用についても、ご協力を
よろしくお願いいたします。

新年度を迎えて ロータリー財団委員長　鳥越 貞成

　����－��年度で片山康雄会員と松浦広司会員がクラ
ブを退会され、�月��日アークホテルにて両会員の送別
会を行いました。
　片山康雄会員は、長年クラブ活動に注力され、クラブソ
ングの作曲者です。残念ながらご高齢ということでの退会
です。しかしながら、送別会でのスピーチでは矍鑠たるご
様子で、まだまだこれからの人生を謳歌されることと思
います。片山会員には、クラブから記念置時計を贈呈させ

ていただきました。また、旭川荘から記念の絵画や貼り絵
等が贈られました。
　松浦会員は、会社のご都合とのことで、しばらく社業に
専念する必要があるために退会されるとのことでした。退
会後しばらくして、テレビCMに松浦社長自ら出演されて
いるご様子を拝見しました。いずれ、松浦会員にはクラブ
に戻ってきていただきたいと思います。その気持ちを込め
てロータリーマーク入りの名刺入れを贈らせていただき
ました。
　送別会では、両会員と思い出を語り合い名残りを惜し
みました。古和会員から、送別のサックス演奏が披露され、
両会員から高評価をいただきました。最後に、片山会員
の指揮でクラブソングを３番まで合唱し、閉会しました。
退会されたご両名の徳でしょうか、�月中旬はコロナ感染
数が大したことはなく、無事、送別会を行うことができま
した。多数の会員のご参加、ありがとうございました。

片山康雄会員、松浦広司会員送別会 親睦活動委員長　三村 重人

　����年�月��日(土)第��回おかやま全国邦楽
コンクールが開催されました。このコンクールは、
高校生の邦楽レベルの向上と次世代への伝統芸
術の継承を目指した歴史ある事業で、全国で唯
一高校生個人を対象とする邦楽コンクールです。
昨年に引き続き、今年度も高校生の真剣でレベ
ルの高い演奏は、聴衆に深い感動を与えてくれた
と思います。この日のために日々努力した生徒、
指導にあたった先生、支えてきたご家族を思うと胸が熱く
なりました。
　惜しくも第�位にはなれませんでしたが、素晴らしい演
奏を披露してくれた井上万優菜さんに岡山後楽園ロータ

リークラブ奨励賞は授与しました。
　来年も岡山後楽園ロータリークラブのみなさんで、若
者の未来の活躍を期待して素晴らしい演奏を聴きにいき
ましょう。

おかやま全国邦楽コンクールについて 青少年奉仕委員長　藤本 洋平
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　 � � � � 年 � 月 � � 日 、国 際 ロ ータリー 第 � � � � 地 区 の
����-��年度地区公共イメージセミナーが津山鶴山ホテ
ルで開催され、公共イメージ委員長として参加させてい
ただきました。ホストクラブが津山ロータリークラブで、主
催は地区ガバナーの友末誠夫（ともすえしげお）様でした。
　「ロータリー公共イメージの向上について」と題した講
演では、公共イメージコーディネーターの丸尾研一様か
ら「ロータリアン一人ひとりが広告塔であること」「世界を
変える行動人ではなく、地域を変える行動人になるべき
であること」「例会は人生の道場であること」など、ユーモ
アと説得力に溢れたお話をいただきました。
　次に、ロータリーの友地区代表委員の福原徹様より、
ロータリーの友委員会の今年度方針やロータリーの友の
歴史解説、各クラブの記事の検索・活用方法についての

演題がありました。
　最後に、月信出版・地区ＨＰ管理委員会の秋山政徳委
員長から、地区月信への取り組みおよび地区ＨＰの運用
についてお話がありました。
ジェニファー・ジョーンズ会長が掲げた「Imagine Rotary」
には、ロータリーの新しい意識概念である「Ｄ・Ｅ・Ｉ（多様
性・平等性・包括性）」を踏まえてロータリーの素晴らしさ
を掘り起こし、新しい時代のロータリー創造を思い描くと
いう、公共イメージ向上に結び付く意味が込められてい
たことを当セミナーに参加して感じ取ることができ、公共
イメージ委員会としての今後の活動にとって大変勉強に
なりました。久しぶりにお会いする方との旧交を温める場
ともなり、非常に充実した一日でした。

地区公共イメージセミナーに参加して 公共イメージ委員長　森谷 行利

　お月見夜間例会を９月８日（木、午後１８時５０分～）行
いました。
　本年は、岡山南高等学校書道部による書道パフォーマ
ンスを依頼し、２作品を書き上げてもらいました。作品の
一つは、ロータリーマークを背景に四つのテストを書いて
もらいました。もう一つの作品は、高校生が地元岡山に対
する思いを表現した作品でした。いずれも、部員代表の８
名が道着姿で、音楽に合わせて踊りながら書くというも
ので、ライブ感抜群の若さ溢れるものでした。作品は、５×
４ｍと６×４ｍのサイズで、アークホテルの壁面に吊り上
げて鑑賞しました。

　外部の高校生をお呼びする企画だったこ
ともあり、コロナの感染が拡大している状
況だったので、残念ながら会員のご家族の
方には参加をご遠慮願いました。高校生の
書道パフォーマンスを見ていただきたかっ
たですが、次回の家族を呼べる夜間例会

（クリスマス）で作品を会場に掲示して作品
の鑑賞していただきたいと思います。

　ちなみに、墨が散るとホテルに大変迷惑をかけること
から、損害賠償責任保険をかけました。保険期間を１日と
すると、大きな賠償額を安い保険料で賄うことができるの
で全く不安がありませんでした。守田会員、ありがとうご
ざいました。今後、何らかの動きのありそうな余興を考え
る場合には保険は不可欠だと思います。
　また、作品は、地区大会のパネルの一部にも採用して
いただけるとのこと、大変うれしく思います。
　ご参加の皆さま、ありがとうございました。最後になり
ますが、岡山南高等学校の書道部を紹介してくださった
藤原会員に感謝申し上げます。

お月見例会 親睦活動委員長　三村 重人

　９月３０日第２６９０地区のクラブ米山記念奨学委員長
研修会が岡山国際交流センターで開催され、参加してき
ました。この研修会は、ロータリー米山記念奨学生・地区
米山学友親睦会も兼ねており、２０数名の地区奨学生の
皆さんも出席され、わがクラブの張潔雯さんも参加され
ていました。
　研修会では、地区委員長の亀井朗さんから、地区委員
会の「今年度の活動」について説明がありました。奨学生

は全国で８８０名、地区で２５名だそうです。説明の最後に、
奨学生の個人情報保護と危機管理対策に十分気を付け
るようにと、注意を喚起されました。続いて、米山財団評
議員の伊藤文敏さんが、「（公財）米山記念奨学会の現
状」について講演されました。奨学事業の歴史、奨学生の
選考、寄付金の状況などを話された後、奨学生の皆さん
に「恩返し」ならぬ「恩送り」の大切さを強調されました。
　最後に、当日出席の奨学生全員からスピーチがありま

米山記念奨学委員長研修会に出席して 米山記念奨学会委員長　赤木 匠

続く
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　�月��日（木）例会終了後、岡﨑邦泰ガバナー補佐と随
行者、岡山ロータリークラブ岡﨑正裕様をお迎えして第�
回クラブ協議会が開催されました。
　岡村会長よりクラブ運営方針が説明された後、幹事よ
りクラブ概況の説明があり、順次各委員長より委員会運
営報告がなされました。
　報告の後、岡﨑ガバナー補佐より講評があり、その中で、
すばらしい運営計画が出来ているとのお褒めの言葉をい
ただきました。特に会長の運営方針は、これまでの内容を
踏襲した方針を立てる他クラブ会長が多い中、オリジナ

ルな発想と工夫がみられる内容となっているとの指摘が
ありました。
　また、各委員会等の発表の内容を聞いて、例会を大切
にすることを基本に置いていることが伝わってきた、素晴
らしいことだと思う。会員増強においても、ロータリークラ
ブにふさわしい人への声がけに努めていることは大切な
ことであるとの指摘がありました。更に、海外の友好クラ
ブとの交流等を含め、対外的活動が出来ていることも素
晴らしい。また、物故者の名簿が記載されているのは、そ
れだけ先輩を大切にしている会であると感じた…。等々
のお褒めのアドバイスを沢山いただきました。
　最後に、随行の岡﨑正裕様より来年�月��日、ホテルグ
ランヴィアで開催のIMについてご案内があり、松井副会
長のご挨拶で閉会となりました。
　ガバナー補佐からの指摘を受け、外から見れば、素晴
らしい点がたくさんある後楽園ロータリークラブであるこ
とを改めて認識しました。これからも当クラブの素晴らし
さを、もっともっと体感して参りましょう！

岡﨑邦泰ガバナー補佐訪問 第�回クラブ協議会が開催されました！ 幹事　光岡 政和

　耳鼻咽喉・頭頸部外科領域の医学常識：ウソ・ホントに
ついてお話します。
まず耳科領域です。人体で最も小さい骨それは耳小骨と
いう音を伝える骨です。
　ツチはとんかつ、きぬたは砧（かつて洗濯物をたたき、
のばす道具）、アブミは何でしょう？乗馬・競馬がお好きな
方はお判りでしょう。騎手が足をのせる器具です。まさに
アブミ骨そっくりです。次いで耳垢の話題です。耳垢には殺
菌作用があるってホントでしょうか？ホントです、耳垢には
免疫グロブリンAなどが含まれ、細菌の増殖を抑えて耳の
中を守ってくれています。また虫などの異物が入らないよ
うにブロックしています。
　お鼻の話題です。鼻血が出たときは上を向いて首の後
ろを殴打するとよい。いかがでしょうか？ウソです！鼻翼

（小鼻）を指で挟みこんで前かがみになりましょう。��分し
ても止まらなかったら受診あるいは救急車を呼びましょう。
次に、新型コロナウイルス感染症でも発生する嗅覚障害
に効果的な漢方薬がある？ホントです。更年期障害に処
方する当帰芍薬散が嗅覚障害に効きます、認知症にも効

果がある漢方薬です。お試しください。
　のどの話題です。福山雅治はウナギの骨がのどに刺
さったままコンサートを行った？ホントの話です。FM岡山：
福のラジオでお話されていました。さいたまスーパーア
リーナ�日間講演の初日のことです。初日が終わって意を
決して毛抜きピンセットで扁桃に刺さった骨を自分で抜
いたそうです。皆さんは真似をなさらず耳鼻咽喉科を受
診してください。舌根部など奥に刺さっていたら、ファイ
バースコープ下に処置をします。
　頭頸部がんのお話です。いわゆる下戸は咽頭がん・食
道がんにはならない（リスクが低い）、いかがでしょうか？
ホントです。アルコールが分解されてアセトアルデヒドに
なりますが、これが発がんの原因です。お酒が飲めないと
癌の発生率は極めて低いのです。ただし扁桃などにでき
る中咽頭がんは子宮頸がんの原因と同じヒトパピローマ
ウイルス（HPV）感染で発生します。
　そのほか様々な話題があります。またの機会にお話し
させてください。

現代における医学常識：ウソ・ホント ～耳鼻咽喉・頭頸部外科編～ 親睦活動委員　秋定 健

した。流ちょうな日本語でしっかりしたお話をされました。
ほとんどの方が技術系で、専攻はそれぞれマチマチです
が、皆さんが共通して言われたことは、ロータリーに方に
親切にしていただき、感謝しているという言葉でした。わ

がクラブの張さんも、先日のお花見例会で貴重な体験を
したと話をされていました。
　これからも米山奨学生が、母国と日本の懸け橋となり、
国際理解と親善、世界平和へ貢献されると確信しました。
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今年度の第�号の会報誌をお届けします。新年度を迎えての役員の皆さまの意気込みや今年度に
なって行われた行事や講演に関して掲載しております。片山康雄会員と松浦広司会員の送別会や久
しぶりにお会いして講演いただいた秋定 健会員の講演内容に関しても掲載しておりますのでご覧い
ただければと思います。コロナの第�波とインフルエンザの同時流行も予測されておりますので、皆
さまお体ご自愛ください。

編 集 後 記 クラブ会報委員長　浅海 淳一
����年��月��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

祝日11日

取りやめ29日

お月見例会8日

岡村　和則会長・光岡　政和幹事

新年度の抱負（�）7日

メンズショップ　三田　修一様

ファッション業界　仁義なき戦い18日 秋定　健会員

現代医学常識の嘘、ホント15日

役員・理事

新年度の抱負（�）14日

各委員長

新年度の抱負（�）21日

取りやめ
（新型コロナウイルス感染拡大予防のため）4日

取りやめ
（新型コロナウイルス感染拡大予防のため）1日

国際バカロレア教育と次世代の育成
岡山理科大学附属中・高等学校

参与　三浦　貴久子様
  岡山理科大学附属高等学校

教頭　難波　徹洋様

28日

私が出会った様々のこと
フランス語講師～市議会議員～
ビジネスコーディネーター
それぞれの立場で見えたこと

ウィングス&ヴォイス（株）
取締役・ビジネスコーディネーター

北川　あえ様

22日

人間教育の観点からみたスポーツの在り方
岡南ベースボールクラブ
総監督　藤原　將徳様

監督　野間　貴晴様
25日

�月 �月�月

行
事
記
録 アークホテル岡山

第５回理事会7日 アークホテル岡山

第６回理事会4日

肉懐石　紬

第�回公共イメージ委員会6日

津山鶴山ホテル

地区公共イメージセミナー21日

ホテルグランヴィア岡山

県南１�RC幹事会31日

リーセントカルチャーホテル

県南１６RC正副会長・幹事会13日

アークホテル岡山

片山　康雄会員・松浦　広司会員送別会14日

アークホテル岡山

歴代会長・幹事会21日

アークホテル岡山

第１回ビジョン委員会28日

アークホテル岡山

第７回理事会1日

アークホテル岡山

お月見会8日

麻布

第�回公共イメージ委員会15日

アークホテル岡山

第�回親睦活動委員会22日

アークホテル岡山

第２回ビジョン委員会22日

岡山県総合グランド南コート

地区大会記念テニス大会25日

備中高原北房カンツリークラブ

地区大会記念ゴルフ大会30日

�月�月 �月

����年おかやま全国高校生
邦楽コンクール

岡山県天神文化プラザ
30日

クラブ米山記念奨学委員長研修会
ロータリー米山奨学生・米山学友親睦会

国際交流センター
24日

岡﨑邦泰ガバナー補佐訪問
第�回クラブ協議会

アークホテル岡山
15日

�月��日
国際バカロレア教育と
次世代の育成
三浦 貴久子様

�月��日
人間教育の観点からみた
スポーツの在り方
藤原 將徳様（左）、野間 貴晴様（右）

�月��日
私が出会った様々のこと
北川 あえ様
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