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年頭ご挨拶

会

長

12:30〜13:30

篠田日出海

新年おめでとうございます。健やかな新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。
【新しい元号の年】
今年は平成元号最後の年です。5月からは、新天皇が即位する新元号の歴史上特筆される年になります。そして
香川県では、3年に1度の“ 瀬戸内国際芸術祭2019（Setouchi Triennale 2019）”が開催（春･夏･秋）されます。さら
に、来年迎える世紀の祭典“ 2020年東京五輪 ”の前年に当たります。インバウンド（訪日外国人旅行）は、更に増加すると期待され
ています。これらにより香川県のみならず日本全国の景気が沸騰し、社会・経済がより活性化するのを期待しているところです。
【日本のロータリー誕生100年】
さて、今年、我が高松南ロータリークラブ（高松南RC）は創立63年を迎えます。1905年にシカゴに世界最初のロータリークラブ
出来て115年、1920年に日本最初の東京ロータリークラブが創立されてから100年になります。我がクラブの創立が日本で何番目かは
存じませんが、RI2670四国地区74クラブでは10番目で、歴史あるクラブに位置付けされています。
【ロータリーの標語】
今期も半ばを過ぎましたが、クラブ活動方針に「奉仕活動に積極的参加を！」を謳っています。国際ロータリーの標語に①「超我
の奉仕（Service Above Self）
」、②「最もよく奉仕する者、最も多く報いられる（One Profits Most Who Serves Best）」が
あります。①の意は「自身への奉仕以上に、他人に対して奉仕をせよ」
、すなわち無私のボランティア精神を発揮することを要求さ
れていると思います。また②は「本当に心の底から奉仕に徹する人は、
（別にその報酬を期待していないのに不思議なことには、な
ぜか）素晴しく酬われることが実に多いものだ」と解釈している解説文も有り、まったくその通りだと思います。①はロータリー思
想の原理を示す標語、②はロータリーの実践に関する標語と理解しています。
【奉仕】
「奉仕」と言えば、人的労力奉仕を思い描くと思います。例えば「水資源保護活動“早明浦ダム上流域下草刈り”」や「高松市環境
美化活動」等があります。金銭的奉仕、即ち“寄付”による奉仕もあります。例えば「平成30年7月豪雨災害義援金」や「米山奨学寄
付」、「ロータリー財団寄付」等があります。その他、募金呼び掛けや社会への啓蒙活動等の奉仕活動もあります。それぞれのロータ
リアンが活動出来る範囲で奉仕活動をされたら良いと思います。先日のテレビで「寄付」についての番組がありました。寄付につい
て外国に於ける研究結果で「寄付をしたほうが幸せになれる」が紹介されておりました。その説明では、
「強制されていると感じず
に『人のためにお金を使った時』こそ、最も大きな幸福感が得られると結果が出ている」との解説でした。これは前記②の「最もよ
く奉仕する者、最も多く報いられる」の心理的報酬ではないでしょうか。番組の中で「寄付、します？」の街頭インタビューがあり
ました。それぞれの回答は、「しないよねー」、「あんまりしない」、「自分がやらなくてもいいかな」等がありました。世界の国別“寄
付する人の割合”順位では、日本は99位でアフリカの貧困国カメルーンとほぼ同位で、日本のGNI（国民総所得）から考えたら寂し
い気がします。少ない理由について出演者からの弁では、
「寄付って何か恥ずかしいー。
」とか「エエかっこしいーと、見られるので
は？」等がありました。私の感じでは、日本人独特の“他人の目を気にする”習癖が関係しているのではないかと思いました。また、
他国では宗教的心情が関係しているのかもしれません。
ロータリー活動として、労力奉仕でも金銭奉仕（寄付）でも、それぞれの都合に合わせて出来ることで社会貢献するのが、ロータ
リアンの使命と思います。
【今年も楽しく】
ロータリー活動の根幹は「親睦と奉仕にある」といつも申し上げています。毎週の例会では、知り合いが広がり良い友人を得て、
人生の勉強や自己啓発に努めましょう。そして素晴らしい有意義な客話や卓話を楽しみ、楽しい昼食を摂りましょう。また、親睦活
動により会員間の信頼と調和を深め、情報交換によってお互いを知りましょう。
今年もロータリアン同士の親睦と、有意義な社会奉仕や国際奉仕等の奉仕活動を通じて、ロータリーを楽しみましょう。
今年も皆さん及びご家族に幸多きことをお祈りします。
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例
11月21日

2018-19年度

第20回

会
三宅会員「一日会、優勝させていただきました。」
西野会員「結婚記念お祝いありがとうございます。」
計￥9,000

日時／平成30年11月21日（水）12:30〜

会員掲示板

場所／JRホテルクレメント高松

会長挨拶

会

長

篠田日出海

11月16日（金）に友好クラブの富山南ロータリークラブの
創立55周年記念例会に岡林直前会長と田村SAAの3人で出席し
てきました。富山南RCは、富山県と石川県で構成される国際
ロータリー第2610に属しており、富山県で4番目、富山市内で
は2番目に誕生したクラブです。スポンサーは県内で最初に出
来た富山ロータリークラブと言う事で、我々のクラブと何か似
通った経緯だなぁと感じたところです。
この記念例会には、ガバナーをはじめ富山市内の各クラブ会長
や友好クラブの那覇南RCから4名の出席で総勢72名の参加でし
た。この記念例会の前に別室で、富山南RCと高松南RCとの友
好協定5年目の協定更新締結を行いました。同様に富山南RCと
那覇南RCとの15年目の協定更新締結も行いました。そして、
記念例会では両クラブとの各締結書の交換と披露を行いました。
懇親会での懇談中に、我々が来年1月に那覇南RCを訪問する
件を話題にしましたら、富山南RCの方々もその日に合わせて
那覇南RCを訪問しようとの気運が高まって、訪問するような
話しが進んでいるようです。
南を冠する3クラブのトライアングル友好交流を今後も推進
していこうと、お互いに確認し合った次第です。
以上、富山南RCの記念例会出席の報告で、本日の挨拶とさ
せて戴きました。

客

話

香川県国際観光推進室

陶山尚志様

「香川のインバウンドの現状と取組みについて」
本日はお時間を頂き、香川県のインバウンド事情についてお
話させていただきます。
昨年、日本を訪れた外国人旅客数は2869万人でした。この統
計では都道府県別数が不明であり、それが分かる統計として外
国人延べ宿泊者数を活用しており、香川県は日本人も含めた順
位では全国40位ですが、外国人観光客のみで見ると22位となっ
ています。
香川県はこの外国人延べ宿泊者数の2012年からの5年間の伸
び率が日本一（11.2倍）となっており、観光白書にも取り上げ
られました。なお、国別では①台湾②中国③香港④韓国となっ
ており、全国の状況①中国②台湾③韓国④香港とは順位が異
なっています。
この伸びは、高松空港の航空ネットワークの拡大によるとこ
ろが大きく、昨年の外国人入国者数は広島空港を上回っている
状況であり、本年4月1日に民営化された高松空港株式会社とも
協力し、引き続き海外との航空ネットワークを広げていきたい
と考えています。
訪日外国人観光に関係するプレイヤーは多岐に渡り、観光は
非常に裾野の広い産業となっています。香川県としては、これ
からも、海外の重要市場での「誘客プロモーション」と、再度
香川を訪れていただくための「受入環境の整備」をバランスよ
く行うことにより、外国人観光客増加についての継続した好循
環の創造に努力したいと考えています。

二コ二コ箱
木田会員「前田さん、11月17日（土）は素敵な挙式と披露宴ありが
とうございました。」
詫間会員「ドイツ語訳

下手ですみませんが利用してください。」

合計￥238,000

●メークアップ
秋山会員、藤田会員、森（恒）会員、中村（厳）会員、岡
林会員、松本会員、堀川会員、田中
（理）会員、岡
（隆）
会員、小野会員、田村会員、松木会員、森
（敬）会員
●ビジター
松村さま（高松RC）

11月28日

2018-19年度

ロータリーソング
「奉仕の理想」
ソングリーダー
讃井会員

第21回

日時／平成30年11月28日（水）12:30〜
場所／JRホテルクレメント高松

会長挨拶

会

長

篠田日出海

先週の例会で、香川県国際観光推進室の陶山室長から「香川
県のインバウンドの現状と取組について」の演題で客話を戴き
ました。インバウンド（Inbound）
、日本では観光目的の“訪日
外国人旅行”を表す言葉として近年、使われ始めました。昨年
度の香川県のインバウンドは、全国47都道府県でトップの伸び
率だったとの事でした。確かに市内でも多くの外国人を見掛け
るようになりました。
先週の日曜日に、上海から先程紹介しました本日の客話者を
高松空港で迎えました。その後、彼らと松山、広島、京都、東
京および新潟経由で山形県鶴岡へと案内･旅行しました。何処
でもたくさんの外国人を見掛け、ホテルは何処も満室で予約を
取るのに大変難儀しました。
先日、2025年の大阪万国博覧会開催が決定しました。また、
来年には3年に一度の瀬戸内国際芸術祭が、翌年の2020年には
東京オリンピックが、そして大阪万博へと順次イベントがあ
り、インバウンドが益々増加することが見込まれます。これに
備えてホテルやレストラン等の建設が盛んに成り、旅行関連業
の景気が上がり、相乗効果で産業界全体の景気向上が期待され
ると経済誌で謳われていました。香川県のインバウンド伸び率
同様に、香川県経済の上昇を期待しております。インバウンド
について感じるところをお話ししました。

幹事報告
11/18
11/23

一日会報告（親睦委員会より）
香川県RCゴルフ大会報告
高松南12名参加 第7位
12/₅ クラブ年次総会
12/19 第4回クラブ協議会（篠田会長）
12/12 忘年家族親睦会 18:30~20:30
₁/28 那覇南RC例会訪問
表彰 米山功労賞 堀会員 前田会員

委員会報告

親睦委員会 平井会員
・ゴルフ大会の報告 一日会 三宅会員優勝
・香川県RCゴルフ大会 11/23 12名参加 第7位
・忘年家族会の案内

客

話

ガイアナ国農業省技官

Mr. Rudolph Persaud

「ガイアナ（Guyana）の紹介」
南米大陸の大西洋カリブ海に面したガイアナ
共 和 国 は、 総 面 積21万5千 ㎢ で 国 土 の80%が
ジャングルとサバンナの赤道直下の国です。人
口は約78万人で民族はインド系、アフリカ系、
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例

会

ポルトガル系および原住

張していたようですが、皆さんの真摯に耳を傾ける姿に感動し

民で構成されており、宗

て、益々親日の好感を増したようです。

教 は キ リ ス ト 教、 ヒ ン

さて、今日の例会は平成最後の12月の最初の例会です。年次

ズー教、イスラム教と多
民族・多宗教国家です。
1966年に英国から独立し、公用語は英語で、産業はボーキサイ
ト、砂糖、米、木材です。
ガイアナ料理は、スパイスが効いたカリブ海とラテンアメリ
カの味がミックスした米飯料理です。観光は、高さ226mのカ
イエチュール滝や、アマゾンの稀少動物、それに英国植民地時
代に建立した100年以上前の木造教会がたくさんあります。こ
のような小さな国で、日本とは地球の反対側ですが、是非とも
ガイアナへ来られるのをお待ちしています。
ご静聴ありがとうございました。今回、初めて日本を訪問し
ましたが、街中は綺麗で人々は大変親切で感動しました。そし
て今日、ロータリークラブで私の国を紹介する機会を与えてい
ただき、お礼申し上げます。

Mr. Dimas Sokowati

中国浙江大学大学院留学生

「インドネシアの紹介」
東南アジア南部に位置するインドネシア共
和国は、赤道直下で17,500の島嶼から成ってお
り、国土東端から西端までの距離は5,110km、
300以上の民族からなる人口は2億6千5百万人で
す。約150の活火山があり温泉もあって地震も多く、津波災害
を度々被っています。公用語はインドネシア語、宗教は世界最
大のイスラム教徒を擁しています。1949年にオランダから独立
しました。
米作農業とカカオやパームオイル等の農産物、石油や天然ガ
ス、ニッケル等の工業資源に恵まれています。各地方や民族に
より独自の踊りがあり、300以上の伝統舞踊があります。また
影絵芝居やインドネシア独特の楽器による音楽文化もありま
す。建築では、文化的、伝統的、歴史的、地理的な影響を受け
た多様な建物が多くあります。インドネシア料理は、地方毎に
特色ある食材や調理法で、刺激的な風味溢れ活力と彩りのある
料理と言われています。島嶼が多く美しい自然景観や歴史的遺
産が多く、独特の伝統文化もあるので、是非ともインドネシア
へ観光旅行に来られるのをお待ちしております。
（補足）客話者は、篠田会長がJICAシニア海外ボランティアで
海外活動した時の相手国担当者である。

会員掲示板
ロータリーソング
●メークアップ
秋山会員、新地会員、堀（一）会員、上村会員、 「それでこそロータリー」
ソングリーダー
森（敬）会員、森（恒）会員、前田会員
中村（厳）会員
●ビジター
吉田さま（姫路西RC）

12月5日

2018-19年度

場所／JRホテルクレメント高松
会

長

篠田日出海

幹事報告

会員62名 12月レート 1ドル112円
12/₇ 高松大学 高松短期大学 職業指導懇談会
出席者 篠田 木田 多田
12/12 忘年家族親睦会 （クレメント高松 18:00～）
受付開始18:00 集合時間18:15 写真撮影18:20
1/26~28 那覇南RC例会参加者 10名
篠田 豊田PDG 詫間 田中（弘）田中（理）
中村 堀 秋山 田村 多田
ゴルフ参加者 篠田 中村 詫間 秋山 今城 田中理

委員会報告

藤田会員より
ハンセン病問題を抱える市民の会からの「講演と映画の集
い」の案内

年次総会

多田幹事が年次総会成立（会員数62名出席者39名、クラブ細
則第1条3節により）を宣言した後、篠田会長が次々年度の会長
と次年度幹事会計及び4名の理事の指名をソバハニ指名委員長
にお願いした。
ソバハニ指名委員長が次々年度会長に今城広治会員を指名
し、篠田会長が会員に拍手で承認を諮り全会一致で承認された。
今城会長ノミニーが挨拶された後ソバハニ指名委員長が再び
次年度の理事役員を指名（下記）し、全会一致で承認された。
高島次期会長他選任された役員が挨拶をした。8名の理事役
員に篠田会長とこの後一週間以内に選任されるSAAを加え10
名の次年度理事体制を確認して総会を終了した。
会長 高島秀樹会員 幹事 田中理会員 会計 近藤弘行会員
職業奉仕 岡隆夫会員 社会奉仕 宮本俊樹会員
国際奉仕 堀章二会員 青少年ローターアクト 熊田浩会員

第22回

日時／平成30年12月5日（水）12:30〜

会長挨拶

総会を予定しています。この総会で選出された次々年度会長お
よび次年度理事の皆さんが就任するのは、未だ不明の次の元号
の7月1日からです。
今月は、職業奉仕月間です。明後日に職業奉仕委員会がプロ
モートする高松大学職業指導懇談会があります。来週には恒例
の忘年家族親睦例会があります。目下、親睦委員会が準備に
忙しいのと“第九”の合唱練習に皆さん熱心に取り組んでいるの
は、周知の通りでございます。
皆さん、年末で公私ともに忙しい月になると思いますが、新
年・新元号への希望を込めて坦々と今年の整理を致しましょ
う。それでは、本日の年次総会よろしくお願いします。

先週の例会客話は、南米ガイアナ国とインドネシア国の在中
国大学留学生にしていただきました。彼らは私が、かってシニ
アボランティアで土木設計を教えた連中です。彼らのプレゼン
を短時間でしたが熱心に聞いていただきお礼申し上げます。彼
らは初めての来日で、且つロータリアンの前での講演で大変緊

二コ二コ箱
ソバハニ会員「11月に2週間、オリーブの買い付けにイタリア、スペイ
ン、ポルトガル、ドイツ、フランスに行っていました。今城
広治会員の会長ノミニー就任おめでとう。おかげさまで。」
篠田会長「先週の留学生の客話、ご静聴ありがとうございました。今日
の年次総会議事進行に、ご協力ありがとうございました。」
田邊会員「結婚記念日のお祝いの品ありがとうございました。
」
太田PDG「本日、12月5日は私の誕生日です。86才になりました。
」
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例
前田会員「お先に失礼します。中村耕太郎さん、米山寄付ありがとう
ございました。」

会
ました。ガンガン使ってください。そして最後は、この日のた
めに練習を重ねてきた「歓喜の歌 An die Freude」をドイツ語

平井会員「誕生祝お礼」

で。太田さんと増尾さん、大いに盛り上がりましたね！今後も

松本会員「結婚記念祝ありがとうございました。」

続けていきましょう！親睦活動委員会の皆さん、ご苦労さまで
した。そして、ありがとうございました。皆さん、良い年をお
迎えください。

増尾会員「結婚記念日にお祝の花、ありがとうございました。45年
もがまんできました。」
吉田会員「平井さんにゴルフのご指導いただき、元気がでました。頑
張ります。
」
岡（隆）会員「ゴルフ大会たくさんの参加ありがとうございました！
来年こそは…優勝だ！」
堀川会員「結婚記念日お花ありがとうございます。」
計￥30,000

合計￥268,000

会員掲示板
●メークアップ
森（恒）会員、上村会員、田中（弘）会員、田中（理）
会員、松木会員、小野会員、合田会員、木村会員、田
村会員、岡（隆）会員、森（敬）会員、前田会員、堀
（祥）会員、堀（一）会員

12月12日

2018-19年度

ロータリーソング
「四季のうた」
ソングリーダー
平井会員

第23回

日時／平成30年12月12日（水）18:30〜
場所／JRホテルクレメント高松

会長挨拶

会

長

篠田日出海

今日は、皆さん待ちに待った忘年親睦家族例会です。
ご家族の皆さん、年末のお忙しい中、ご参加下さいましてあ
りがとうございます。
夏の親睦家族例会の時にも申し上げましたが、ロータリー活動
の根幹は「親睦と奉仕にある」と謂われています。この奉仕活動
を行うには会員間の信頼と調和のための会員親睦が必要です。
それには、家族を含めた親睦例会で、会員間の信頼を深め、
ロータリー奉仕活動に役立てていただけたらと思っています。
最後になりますが、今回のイベントを計画され実施される岡
隆夫委員長をはじめとする親睦活動委員会の皆さんのご尽力に
感謝申し上げます。
今日の忘年親睦家族例会は、平成最後の家族例会です。来年
の新元号は不明ですが、平成最後の親睦会を、みなさん心ゆく
まで楽しんで下さい。

幹事報告

12／₇ 高松大学 高松短期大学 就職指導懇談会
12／₉ 第6回定例理事役員会
12／26～29 那覇南RC例会出席者 13名 ゴルフ出席者 8名
次期SAA選任
忘年家族会

堀一代会員

「忘年親睦家族例会」報告

年の瀬が近づくと、恒例の「忘年親睦家族例会」。お子さん
やお孫さんたち家族が集まり、ロータリーの本懐である「親
睦」を最も感じられる集いとなりました。岡隆夫委員長率い
る親睦活動委員会がこの日のために準備をし、当日も早くか
ら設営に当たりました。今年のゲストはハーモニカ奏者の
「HaMaNa」こと松岡なお喜さん。ドイツのホーナー社「クロ
マティック64」を自在に操り、抑揚の効いた情緒豊かな演奏
は、確かなテクニックに支えられ、あたたかい雰囲気を演出し
てくれました。お楽しみのプレゼント交換では、一喜一憂。ぼ
くが頂いたドローンに強く食いついた田村会員の二人のお子さ
ん。来年小学校のお兄ちゃんが開口一番「揚力は？」。（笑）あ
んなに強い関心を持つというのは貴重なことなので、彼らが
持っている方がいいだろうと、田村会員のプレゼントと交換し

二コ二コ箱
上村会員「誕生プレゼントありがとうございます。本日の景品を忘れ
ました。ニコニコでご勘弁を！」
中村（秀）会員「結婚記念のお花ありがとうございます。」
中村（厳）会員「大ちこくしてスミマセン。ソフトバンクのせいで…」
詫間会員「19年皆出席表彰有難うございました。あっという間の19
年でした。」
岩井会員「メリークリスマス」
前田会員「結婚記念日にお祝の花、ありがとうございました。45年
もがまんできました。」
吉田会員「商品プレゼントを忘れたので残金はニコニコにします。
」
岡（隆）会員「本日はありがとうございました！メリークリスマス!!」
篠田会長「楽しい忘年親睦家族例会、ありがとうございました。
」
計￥33,000

合計￥301,000
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例

浜）出席

会員掲示板
ロータリーソング
●メークアップ
豊田PDG、森（恒）会員、森（敬）会員、上村 「我らの生業」
ソングリーダー 平井会員
会員、田中（弘）会員、堀川会員、岡林会員

12月19日

2018-19年度

第24回

日時／平成30年12月19日（水）12:30〜
場所／JRホテルクレメント高松

会長挨拶

会

長

会

篠田日出海

先週の忘年親睦家族例会、いかがでしたか。
さて、今日の例会は今年最後の、そして平成最後の12月の例
会になります。また、今日の例会が、今期48回予定例会の丁度
半分、第24回例会と言う事で、この後のクラブ協議会で半期を
振り返っての活動報告を行うことになっています。
ところで、テレビ・新聞では年末の恒例と成っている「今年
の漢字」や「今年の十大ニュース」等が賑やかです。今年は、
北海道の地震や西日本の豪雨等の災害が多く発生し、“今年の
漢字”に「災」（｢さい｣､ ｢わざわい｣）が公益財団法人日本漢字
能力検定協会から発表されました。ここRI2670地区内の愛媛
県や高知県で、「西日本豪雨災害」により多くの人命や財産を
失っています。一刻も早い復興を願って、当地区内のロータリ
アンから多くの義捐金が集められ、現地への支援に役立てられ
ています。
「今年の漢字」は、ここ数年世相を反映して“ネガティブ”な
意味の漢字が多いようですが、このシリーズが始まった1995年
から調べてみますと、この時期が“失われた20年”の不景気と重
なる故か、ネガティブ漢字が多くあります。それに対してポジ
ティブな漢字は、オリンピックで「金」を獲った2000年（シド
ニー）、2012年（ロンドン）、2016年（リオ）の年、2003年には
18年振りにリーグ優勝した阪神タイガースを慶んで「虎」でし
たが、政治家の中には「虎の尾を踏む」や「虎穴に入る」とネ
ガティブになった人も居るようでした。
皆さんの「今年の漢字」は、如何でしたか？来年はポジティ
ブな漢字で表せるのを願って、今年最後の例会を開会します。

第４回クラブ協議会 ―半期活動報告―

会

長

篠田日出海

今期も半分経過しましたので、五大奉仕活動の現在までの活
動状況を報告します。
各委員会の「活動方針」や「活動計画」は時間の関係から割
愛しますので、それらは「クラブ活動計画書」を参照していた
だき、ここでは現時点の「活動実績」について報告します。
【クラブ奉仕委員会】
①プログラム委員会
・新会員卓話3回、・客話9回/卓話7回/会務8回、・ロータリー
月間客話：
（9月）基本的教育と識字率向上月間「国際的に見
た基本的教育と識字率向上」aste田中女史、（10月）経済と地
域社会の発展月間「まちづくり 企業づくり MBAで学ぼう」
香川大中村准教授、（10月）米山月間「元米山奨学生として」
百十四銀行Mr. Bui Manh Cuong
②出席委員会
・幹事と連携して長期欠席者に出席を促した、
・出席率（図参照）
・忘年親睦家族例会で皆出席者表彰（前年度対象19名）
、
・10月
100%出席率目指すも達成できず
③会員増強・職業分類委員会
・退会者2名、
・新規入会者2名、交代入会者2名、・会員増強地
区セミナー/クラブ研修リーダー育成セミナー（8月11日新居

④会員選考・ロータリー情報委員会
・会員選考：入会対象者の入会カード

例会月

昨年度

今年度

₇月

77.0%

77.4%

₈月

78.4%

76.0%

₉月

82.7%

76.9%
精査、
・ロータリー情報：地区大会/
10月
78.9%
79.7%
IM等の情報提供
11月
80.8%
78.7%
⑤会報・広報・雑誌委員会
平均
79.6%
77.8%
・会報：7月号～12月号まで6号発行、
・
広報：Facebook広報､ ホームページメンテナンス外部委託、
・雑誌：ロータリーの友月間に卓話「ロータリーの友を読む」
（9月5日）詫間行芳副委員長
⑥親睦活動委員会
・例会出迎え、ビジター案内、・新会員歓迎例会：鎌倉芳太郎
生誕120年顕彰と新会員歓迎（10月12日栗林カフェ）、・夏季
親睦家族例会（8月29日Another Style）63名参加、・忘年親
睦家族例会（12月12日JRホテルクレメント高松）71名参加、
・
一日会：ゴルフコンペ2回実施、・野球部：第9回ガバナー杯
野球大会（9月2日松山）出場、第35回全国ロータリークラブ
野球大会（9月16日甲子園球場）出場、
・釣りクラブ：有志に
よる青少年短期交換生接待、・友好クラブ田辺はまゆうRCと
の一日会ゴルフコンペで交流
【職業奉仕委員会】
・高松養護学校夏季集中研修支援/開講式（7月24日）出席10
名、
・高松大学職業指導懇談会（12月7日）実施、学生約100名
【社会奉仕・環境保全委員会】
・第11回高松クリーンデー（10月28日）活動5名参加、・高松養
護学校支援：職業奉仕委員会と合同、・水資源保護活動（早
明浦ダム上流域下草刈り）
（9月29日）16名参加予定（雨天中
止）
、
・地区事業平成30年7月豪雨災害義援金に186,000円拠出
（ニコニコ箱支出）
【国際奉仕委員会】
・青少年短期交換生2名の受入（多田幹事宅ホームステイ7月6
～10日）
、歓迎会/レジャー接待、
・国際関係客話：（9月）基
本的教育と識字率向上月間客話（プログラム委員会参照）
、
「バハマ国の紹介」
（8月8日 ） 高 松 一 高 教 師Miss Jannelle
Wilson、「ガイアナ国の紹介」（11月21日）ガイアナ国農業
省技官Mr. Rudolph Persaud、
「インドネシア国の紹介」（11
月21日）中国浙江大学大学院留学生Mr. Dimas Sokowati
①ロータリー財団委員会
・ロータリー財団への年次基金寄付412,000円（個人4，法人1）
②米山奨学委員会
・普通寄付¥3,600/人/半期、総額216,000円（一般会計支出）、
・
特別寄付金総額840,000円（14個人会員、2法人）
、
・香川第Ⅰ・
第Ⅱ分区米山協議会（9月29日高松）出席2名、
・
（10月）米山
月間客話（プログラム委員会参照）
【青少年奉仕・ローターアクト委員会】
・地区第1回ローターアクト提唱クラブ連絡会議（8月19日松
山）出席3名、
・地区内交流会（9月8～9日松山）参加1名

幹事報告

12/12 忘年家族例会 参加者33名 総数71名
₁/26~28
那覇南RC例会参加者13名 ゴルフ参加者7名
₁/₉ 新年例会 花樹会にて 18:30~
₂/₆ ガバナー公式訪問例会 例会終了後2Fスタジオに
て写真撮影13:35
12/26、1/2 は休会

訃報 乾会員がご自宅で12月18日にご逝去されました。
白井会員 御尊父会葬御礼のご挨拶
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2019年1月例会予定 職業奉仕月間
No. 日
25

9

時間

場所

例会プログラムおよびその他

講演者

18:30〜

喜代美山荘花樹海

新年会

26 16

12:30〜

JRホテルクレメント高松

客話「夏季研修会の報告」

香川県立高松養護学校
教諭 谷口 公彦様

27 23

18:30〜

JRホテルクレメント高松

第5回クラブ協議会（ガバナー補佐訪問）

ガバナー補佐

28 30

12:30〜

JRホテルクレメント高松

新入会員卓話

三井住友信託銀行

工藤 達夫様

讃井 和則会員

2019年2月例会予定 平和と紛争予防／紛争解決月間
No. 日
29

6

時間

場所

例会プログラムおよびその他

12:30〜

JRホテルクレメント高松

窪田
増尾
〜おめでとうございます〜 讃井

1 月の誕生者

ガバナー公式訪問例会

泰彦（₃日） 板坂
茂之（16日） 谷本
和則（23日）

講演者
ガバナー

桑原 征一様

直樹、中村 秀明（₆日） 向井 攻一（₇日）
昌英（19日） 宮本 敏樹（21日）

11月出席率
例会日

正会員

出席免除

免除出席

出席数

欠席数

補填数

補正出席数

11月累計

248

56

30

162

51

13

175

編集後記

新年にあたり、この一
年、静かに感謝と奉仕の
こころを持ち続けたいと

思います。
ある高僧の教えを思い出します。「人のこころにはい
ろいろな感情があります。喜び、悲しみ、怒り、嫉妬、
欲望などなど。自分が思うように、他の人にも同じよう
に思いがあります。自分のことばかり考えていると、怒
りや憎しみと悪い方向に向かってしまいます。他の命、
他のこころに思いをよせると、こころは豊かになり怒り
や憎しみから遠ざかります」それこそが、人としての正
しい生き方ではないでしょうか？世の中、いつも思い通
りになんて行きません。しかし、思い通りに行かなくて
も、今ある現実を受け入れ、的確に対処していく智恵を
めぐらす。これが、大人の行動です。そうなると、「ひ
と月待てた／手紙の返事／メールになって／一週間／
LINE（ライン）になって／一時間？／待てなくなって
る／せわしないね」＜京都・仏光寺 真理をつく標語＞
の世界から脱却できるのでしょうか。

出席率
78.78 ％

また、「人なればこそ」という教えを想起させます。
①頭がいい人ほど腰が低く、頭が悪い人ほど頭が高い
②出来る人ほど慎重で、出来ない人ほど無茶をする ③
情けのある人ほど冷静で、情けのない人ほど騒ぎ立てる
④強い人ほど、おとなしく、弱い人ほど、やかましい
⑤金のある人ほど無駄をせず、金のない人ほど買いたが
る。どこか言いえて妙です。
言葉がもつれる状態を「ろれつが回らない」と言いま
す。実は、この「ろれつ」は仏教音楽の音調の事を指し
ており、「呂」の旋律と「律」の旋律、この音調を整え
られないことを「呂律が回らない」と言ったことが始ま
りの様です。この「呂」
「律」の旋律でお経を唱えるこ
とが「声明（しょうみょう）」です。この１年、音調だ
けでなく、言葉も、考え方もそして奉仕のこころもしっ
かりと「ろれつを回したい」ものです。
そんな「ろれつの回った」奉仕のこころを、「萌え出
づる 春の息吹」とうけとめた新年号です。ご笑覧くだ
さい。
（編集子）
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