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理 事 ・ 役 員
2022．７～2023．６

週報
2022-2023年度国際ロータリーのテーマ

2022-2023年度国際ロータリー第2690地区のスローガン

ロータリーの素晴らしさを体感しよう！
2022-2023年度岡山北ロータリークラブのスローガン

新たな道

会員増強・退会防止（理事）� 高　畠　　　浩
広報（理事）� 永　山　雅　己
奉仕プロジェクト（理事）� 馬　場　幸　三
ロータリー財団（理事）� 谷　本　　　章
親睦活動� 髙　橋　茂　樹
プログラム� 杉　山　栄　洋
直前会長� 杉　本　康　成
次期会長� 岸　本　達　也

会　長（理事）� 廣　野　景　治
副会長（理事）� 皆　木　英　也
幹　事（理事）� 中　山　賢太郎
副幹事� 杉　山　栄　洋
会　計� 山　本　和　秀
S.A.A.（理事）� 牧　本　太　郎
副S.A.A.� 宮　井　　　宏

No.2555　2023．３．７．　　第 26 例会

本日のメニュー：和食
次回のメニュー：洋食

「弊社のSDGsの取り組みについて」
　　備商株式会社
� 代表取締役　上　野　雅　史 様

「PETSの報告」
� 次期会長　岸　本　達　也 会員

スケジュール

次回３月14日のプログラム

14日㈫　12：30～例会：PETSの報告
　　　　13：40～第2回被選理事役員会
21日㈫　例会取消し（定款第7条第1節）※春分の日
26日㈰　西南ミニバスケットボールチームとの奉仕活動
28日㈫　19：00～夜間例会：夜桜の宴

３月　水と衛生月間

２日㈰　イチゴ狩り親睦ツアー
４日㈫　12：30～例会
　　　　13：40～第10回理事役員会
７日㈮　国際奉仕事業 カンボジア
11日㈫　12：30～例会
16日㈰　地区研修・協議会
18日㈫　12：30～例会：地区研修・協議会の報告①
25日㈫　例会取消し（定款第7条第1節）

４月　母子の健康月間
出席の状況
　会 員 数　50名（出席免除者0名）
　　　　　　出席者数　30名
　　　　　　欠席者数　20名
　出 席 率　60.00％

　２月ホームクラブ平均出席率　65.33％

前回２月28日の例会記録

3月のお祝い行事
　会員誕生日：堀川、磯島（慈）、前田、
　　　　　　　小野、杉山、坪井君
　結婚記念日：青木、伊藤、砂田、杉山君



１．2月19日（日）米山奨学生の歓送会がアークホテルで開催され、米山奨学生ニューさんと
カウンセラー谷本会員が出席されました。

２．先週実施いたしました「幼稚園・保育園でチューリップを育てよう」贈呈式にご参加いた
だいた皆様にはお疲れさまでした。

３．地区大会にご登録いただいた皆様に地区大会記念誌を配付しております。
４．本日の奉仕事業についての卓話の資料、昨日メールでお送りいたしました「カンボジア国

への国際奉仕事業のご案内」、ロータリーの友2月号を配付しております。
５．6RC事務局につきまして、3月6日（月）より第一セントラルビル6Fに移転となります。移

転に伴い、3月3日（金）午後からは、電話、FAX、メールは使用できませんのでお知らせ
いたします。

６．ハイライトよねやまVol.275、地区米山学友会誌第10号、他クラブ週報を回覧いたします。

幹事報告

廣野君：馬場奉仕プロジェクト常任委員長様、本日はありがとうございます。弁護はできませ
んので、よろしくお願いします。

伊藤君：皆木会員叙勲受章祝賀会�無事終了、ご協力ありがとうございました。
馬場君：本日「これまでの奉仕事業とこれから」というタイトルで卓話させていただきます。
福嶋君：バイデン大統領が秘密裏に最小限の同行者とキーウを電撃訪問されたニュースに驚き、その勇気に感動した。

80歳の大統領が小型機と夜行列車を乗り継ぎ戦時下のウクライナに行かれた事は世界の重大ニュースだ。岸
田首相は先を越された形だが危険を犯してキーウへ行くことよりも、ここは内政問題とりわけ喫緊の課題で
ある、少子化対策に全力をあげて点数を稼いで貰いたいと思う。

宮井君：パネルがなくすがすがしいですね。このまま収束しますように。

Ｓ．Ａ．Ａ．

会長挨拶
　春が近づいてくる感じがします。また、コロナも落ち着いてきて、今日からア
クリル板も取り外しました。
　今月は、創立夜間例会をはじめ、5つの保育園・幼稚園でチューリップの贈呈式、
そして先週の祝賀会と、奉仕プロジェクト委員会、親睦活動委員会、ひな壇をは
じめとする関係者の皆様には、大変お世話になりました。あらためて、御礼申し
上げます。

　3月も、西南ミニバスケットチームとの清掃の奉仕活動と保育園・幼稚園のチューリップの引取式
ということで、年度末のご多忙の折ですが、ご協力をよろしくお願いします。
　本日は、馬場常任委員長から奉仕活動の歴史、会員の皆様へのアンケート結果、また、今年度の今
後の取り組みについてのお話をいただくことになっています。
　来年、2/4に創立55周年を迎えるにあたって、記念事業を検討するために大切な内容と思いますので、
どうぞよろしくお願いします。

出席報告
今日はビスケット
の日です

スマイル



会報委員会　副委員長　　堀川　洋子　会員

「ロータリーの友2月号」の紹介
　2月は「平和構築と紛争予防月間」ということで、RI会長がウガンダを訪問し
てのナキバレ難民居住地での女児と女性のエンパワメントのための取り組みを今
後も発信し、共有していくことの大切さと今後の活動への協力をお願いするメッ

セージを紹介。そして、ロシアのウクライナ侵攻およびウガンダでのジェノサイド（大量虐殺）等の
記事では戦争の悲惨さを訴えました。
　また、今回の2月号誌には、岡山県内のクラブの記事や投稿が沢山載っていました。

委員会・活動報告

奉仕プロジェクト常任委員会 　　　　　　　　　　　
常任委員長　馬　場　幸　三 会員�

「これまでの奉仕事業とこれから」

岡山北ロータリークラブ

奉仕事業について
～これまでの奉仕事業とこれから～

奉仕プロジェクト常任委員会

委員長 馬場 幸三

①

岡山市ミニバスケットボール大会

④

【地区補助金事業】

子供 番の家・セーフティコーン設置事業

「見直そう！鎮守の森」事業（ ヶ年）

備前国総社宮復興のための「もみじの杜」事業

福島ｰ岡山交流ミニバスケットボール大会

獅子舞復活プロジェクト

⑦

【職業奉仕】

 優良従業員表彰
 職場訪問

【青少年奉仕】

 ミニバスケットボール大会共催
 ジュニアテニス大会開催

【社会奉仕】※地区補助金事業を除く

 岡山北ロータリークラブ奨学金
 車椅子バスケットボール大会
 岡山城へベンチ寄贈
 子どもシェルター支援
 石巻市 釣石神社記念植樹（ 周年

記念事業）

【国際奉仕】

 タイ国バンミ村の子ども達へ靴・自
転車寄贈

③

石巻市
釣石神社
記念植樹

⑥

これまでの奉仕事業

②

タイ・バンミ村小学生への寄贈

⑤

⑧



�
会報委員会：永山雅己、堀川洋子、難波佳那、髙取　新

天城保育園
ちゃや保育園 贈呈式

⑩

国際奉仕 新事業

⑭

ゴミ問題の原因

原因のひとつとしてゴミの分別が徹底されていないことが挙げられる。
カンボジア人はゴミを捨てるときに分別を行うという習慣が無い。一般
的な家庭ではペットボトル、家庭ゴミ、燃えないゴミ及び燃えるゴミな
どを全てまとめて廃棄する。そして廃棄時もゴミ袋を適切に結ばないた
め、ゴミ収集の際に散らばってしまう。

また別の原因として、マナーの問題がある。ゴミをゴミ箱に捨てず、適
当にゴミを廃棄する人が多い。多くのカンボジア人はゴミ問題に対して
興味を持っていないため、政府の忠告があっても改善が見られない。そ
してゴミのリサイクル活動が十分でないことから、廃棄されるゴミの量
を減らすことが出来ないのである。昨今では、工場から廃棄される業務
用のゴミも増加傾向にあり、問題となっている。

⑯

なぜ日本代表チームはロッカールームを
きれいにし、日本のファンはスタジアム
をきれいにするのかという質問に森保監
督は「日本人にとっては当たり前のこと
かなと思っている」と即答した。

「私自身、育成年代のとき、社会人のと
きにいろいろな方々から教育を受けたが、
帰るときは来たときよりも美しく とい

うのを教えられてきた。日本の文化とし
て、自分たちが使ったところはきれいに
して帰るというのは当たり前で、常識か
なと思う」。そう笑顔で答えた。

「ゲキサカ」取材・文 西山紘平

⑱

②西南ミニバスケットボールチームとの
緑道整備・清掃活動

日時： 年 月 日（日）

： ～ 約２時間

場所：芳塘園

（ほうとうえん）
妹尾郵便局（南区妹尾８５６
１）、岡山市立せのお病院の西
沿いの緑道公園

⑬

カンボジアの
ゴミ問題

⑮

⑳

わかみや保育園
かんだ保育園 贈呈式

⑪

③カンボジア国へのゴミ箱寄贈

カンボジア国の環境教育課題に着目し、現
地の 団体の協力のもとに、コンポンス
プー州（首都プノンペンの西側隣接州）の
小学校・寺院にゴミ箱を寄贈

 年 月 日 現地で寄贈セレモニー

⑰

①園児たちでチューリップを育て動物園を
きれいに飾ろう企画

天城保育園、ちゃや保育園、わかみや保育園、かん
だ保育園、朝日塾幼稚園にチューリップを植えたプ
ランターを預け、園児達に育ててもらい、池田動物
園の花フェス会場に飾る企画

天城、ちゃや・・・・・ 月 日

わかみや、かんだ・・・ 月 日

朝日塾・・・・・・・・ 月 日 贈呈式実施

⑫

習慣づくり・教育のためのゴミ箱
 メンバーを通じて、コンポンスプー州（首都プノンペン隣接州）の
小学校・寺院にゴミ箱を寄贈。ゴミ箱は現地で調達し、ロータリーマー
クと「ゴミはゴミ箱へ」の標語シールを貼り付ける。ゴミの管理は
メンバー、並びに寺院関係者に委託。

⑲

カンボジア訪問
【スケジュール】

出 発： 年 月 日（水）朝 岡山駅発

関西空港からベトナム経由で夕刻カンボジア（プノンペン空港）入り、

コンポンスプー州のホテルに移動・宿泊

月 日（木）：ゴミ箱設置先・現地 との打ち合わせ、ゴミ箱シール貼り、夕刻交流会

月 日（金）： ゴミ箱寄贈セレモニー ゴミ箱 を 台、 を 台の寄贈

セレモニーには、現地村長、住職、村職員が列席予定、昼食会

市内観光の後、プノンペン空港へ 深夜出国 ベトナム経由で日本へ

帰 国： 月 日（土）：お昼頃 関空着 岡山へ

【訪問先】

（コンポンスプー州）、 、 、

、 （キリモニカオセイ寺）

㉑

今年度の奉仕事業

⑨


