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岡山西ロータリークラブ第60代会長を拝命いたしまし
た藤原です。歴史と伝統のある当クラブの諸先輩及び
会員の皆さまのご指導、ご協力を賜りながら、重責を全
うしたいと存じます。どうぞよろしくお願いいたします。
特に本年度は創立60周年という節目の年にあたりますの
で、例年の活動に加えて令和３年３月には記念行事を
予定しています。また、令和２年10月に予定されている
第2690地区の地区大会の運営にも積極的役割を果たし
てまいります。
さて、今年の春頃から世界的に猛威を振るっている
新型コロナウィルス感染症はいまだ終息の目処がたたず、
これがロータリーの活動に２つの点で大きな影響を及ぼ
しています。第一に、例会、イベント等の私たちの日常
の活動において、コロナ対策のガイドラインや国・自治
体の要請に従って、
「ロータリーからは感染者を出さない」
という意識と行動を徹底する必要があります。第二に、
ロータリーが行う奉仕、社会貢献活動において、国際
ロータリーや地区の活動と連携して、私たちのクラブとし
て貢献できることに取り組んでまいります。
本年度の当クラブのスローガンは、国際ロータリー会
長のテーマ「ロータリーは機会の扉を開く」及び地区ガ
バナーのスローガン「こころの扉を開こう」を踏まえて、
「オープンで多様性のあるロータリーへ！」と定めました。
人と人とのつながり、クラブと社会とのつながり、クラブ
への参加や奉仕活動機会の拡大等に広く「扉を開く」

ことによって、オープンで多様性のあるロータリーを目指
すことにより、公共認識を一層高め、私たちの成長を目
指したいと思っています。
本年度は以下の運営方針に基づいて、ロータリーク
ラブ会員同士の交流を深め、共に奉仕活動に携わる一
年にいたします。また、新型コロナウィルス禍に対しては、
地域や世界の情勢を踏まえて柔軟に対応してまいります。
①参加して楽しい例会を目指します
・会員同士が声を掛け合い、例会を活性化します。
・会員の卓話を増やし、会員参加型の例会にします。
②共に行動する会員を増やします
・クラブの歴史と伝統、格式に相応しい若年齢層へ
入会を勧誘します。
・組織の活性化と多様性のためにも、女性の入会を
勧誘します。
③時代の変化に応じた活動の多様化とクラブ運営に努
めます
・形がい化したクラブ事業を見直し、会員の皆さまの
ご意見を伺いつつ、密度が高く効率の良いクラブ
運営に努めます。
・地域や地球規模の災害、病禍等に対しては地区
の方針に従って柔軟に支援できるよう検討します。
④国際的な奉仕活動の継承と発展に努めます
・数十年に及ぶ台南ロータリークラブとの友好関係を
継続し、共に協力して実行する国際的な奉仕活動
を模索します。
⑤ロータリー財団等を支援します
・地区目標に従ってロータリー財団等への支援を継続
します。
・米山奨学生への支援についても従来通り継続します。
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2020‑21年度幹事に就任いたしました道廣 司です。
今年度のホルガー・クナーク国際ロータリー会長のテー
マは「ロータリーは機会の扉を開く」です。また、第
2690地区 菊池捷男ガバナーのスローガンは「こころの
扉を開こう」です。そして、藤原恵子会長が掲げられ
た当クラブのスローガンは「オープンで多様性のあるロー
タリーへ！」です。

会長、ガバナーの提唱されるテーマやスローガンを、
我が岡山西ロータリークラブの活動にいかに反映させて
いくかが重要であり、着実に実践することが大切です。
特に今年は、創立60周年を迎える大事な年です。当
クラブ会員のみなさまにご協力いただきながら、国際ロー
タリー第2690地区とクラブが一つになって進んでいけれ
ばと考えております。一年間どうぞよろしくお願い致します。

○７月６日
野田君、千原君、尾木君、半田君 新入会員 竹中工務店 島田様を歓迎
いたします。
ようこそ西ロータリークラブへ。
藤原会長、道廣幹事 皆様方のお力添えなしには会長職、
幹事職を全うするこ
とはできません。
どうか、
よろしくお願い致します。
菊池ガバナー ①フジワラ丸のご出航おめでとうございます。
藤原船長、
道廣機
関長、
１年後には大漁旗を掲げてのご帰還楽しみにしています。
②私も、
本年度
ガバナーとして頑張ります。
岸君、桑原君、山下君、末吉君、千原君、尾木君、蜂谷君、小山君 藤原会長、
道廣幹事、
ガバナー年度、
地区大会、
60周年と１年間大変ですがよろしく我々を
お導きください。
岸本君、髙柴君、岩居君、小原君、唐井君、永瀬君、高井
（研）
君、森本君、半
田君 菊池ガバナー丸、
藤原西ロータリークラブ丸、
２隻の大型船、
同時出航し
ます。
お目出度うございます。
荒波を乗り越え、
無事、
帰港出来ますよう私供クラブ
メンバー１同１丸となって支えます。
がんばりましょう。
利守君、村山君、小出君 藤原会長の船出をお祝いいたします。
橋本君、松田君、平野
（隆）
君、坂元君、衣笠君、丸川君、上杉君、井上君、佐
藤
（睦）
君、野田君、川端君、加計君 藤原・道廣丸の出航おめでとうございま
す。
大変な時期にスタートですが、
かじ取り宜しくお願いします。
坂口君 新理事、
役員の皆様の御活躍をお祈りします。
臼井君 藤原恵子様、
道廣 司様、
一年間お世話になります、
と同時に楽しみで
もあります。
重田君 新年度の藤原会長を支えていきたいと思います。
頑張って下さい。
野田君 ①本日から、
藤原丸の出航ですね。
足出まといにならないように頑張っ
てついていきます。
②先日は、
岡山理科大学ローターアクトクラブの企画の、
新型
コロナ治療対応の医療従事者への感謝・応援メッセージの記入ありがとうござい
ました。
皆さまから、
50枚弱のメッセージを頂きました。
理科大の学生からも募った
メッセージ合計で200枚程度をメッセージボード２つに100枚ずつ張り付けて７月９
日 岡山市立市民病院、
７月10日 岡山大学病院にそれぞれ届ける予定です。
また、
７月１日、
岡山理大での医療従事者への感謝の意味を込めたブルーライト
アップの取り組みが始まりましたことお知らせいたします。
ライトアップの山陽新聞
の記事をコピーしてきましたので、
各テーブルで回覧していただけましたら幸いで
す。
平野
（隆）
君 丸川会長、
水田幹事、
一年間御苦労様でした。
○７月13日
藤原会長、道廣幹事、大森君 京都東ロータリークラブ 北尾様の御来会を歓
迎致します。
藤原会長、道廣幹事、野田君、重田君、大森君 新入会員の藤原さんを歓迎
致します。
○７月20日
菊池ガバナー ガバナーの公式訪問が始まりました。
菊池捷男のガバナー日記
を公開していますので、
失敗の数々をご覧ください。

○７月27日
大原あかね様 今日はお話をさせて頂く機会をありがとうございます。
藤原会長、道廣幹事 大原あかね様を歓迎致します。
菊池ガバナー、佐藤
（睦）
君、松田君、小原君、重田君、唐井君、平野
（幸）
君、
半田君、原田君 大原あかねさんのお話しとても楽しみにしています。
８月25日
からの美術館再開も楽しみです。
重田君 尊敬する大原美術館館長 大原あかね理事長がスピーチに来て下
さりありがとうございます。
よろしくお願いします。
菊池ガバナー 昨日は第2690地区の諸行事にお手伝いに来てくださった担当
の方、
お疲れのことと思います。
有難うございました。
唐井君 先週７月25日
（土）
、
仕事の帰りに天神町にまわって、
RSK新社屋にあ
る岡本太郎さんの「躍進」の壁画を見て来ました。
絵になります！私が学生時代
には岡山駅にあって待ち合わせの場所にしていました。
皆さんも天神町を通った
時には、
じっくり見て下さい
（RSKのまわし者ではありませんが…）
。
○８月３日
藤原会長、道廣幹事、衣笠君、坂元君、重田君、平野
（隆）
君、川端君、松田君、
岩居君、佐藤
（睦）
君、水田君 桑田様のご来会を歓迎します。
卓話を楽しみに
しています。
菊池ガバナー 桑田さんを歓迎。
本、
おもしろかったよ。
利守君 山陽放送 桑田社長さまのご来場を歓迎します。
女子プロゴルファー
渋野日向子プロの育ての親です。
岡山県民に笑顔と夢と希望を与えてくれました。
私も渋野プロの強気な 壁ドンパット を見習いたいと思います。
本日のお話し楽し
みにしております。
幸野君、山田君、平野君、山下君 桑野社長様 新社屋完成おめでとうござ
います。
今日は楽しいお話になりそうですね。
よろしくお願いします。
藤原会長、道廣幹事、菊池ガバナー、末吉君、松田君、川端君、佐藤
（睦）
君
岡山RC 室賀様のご来会を歓迎します。
岸本君 小生、
７月29日で85才になりました。
合せて西ロータリークラブ在籍40年
になりました。
今年度は西クラブにとりまして菊池ガバナー年度と云う記念すべき
年です。
その記念すべき年に85才、40年と節目を迎へることに感謝してロータ
リー財団へ寄付と云う形にしました。
これからもよろしくお願い致します。
上野君 いま、
新型コロナによるパニックが全世界で流行している中、
江戸末期
にはやったコレラ・天然痘などと戦った立派な先人が郷土に生まれたノンフィク
ションを書いてみました。
昨年書いたものですが、
本日の山陽新聞朝刊に郷土が
生んだ緒方洪庵の記事がありましたので小山さんの所でたくさん印刷していた
だきましたレジメを、
最近入会された会員の方にお届けします。
興味ある方はどう
ぞご高覧ください。
○８月17日
パストガバナー 原 正様
（岡山南RC） 菊池地区ガバナー 末吉地区代表
幹事 藤原クラブ会長のご健勝をお祈り申し上げます。
菊池ガバナー、松田君、川端君、小原君、末吉君、山下君 第2690地区御意
見番 延原パストガバナーを歓迎します。
藤原会長、道廣幹事 延原パストガバナーを歓迎します。

