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インスピレーションになろう

RI会長：バリー・ラシン

会長：篠田日出海

幹事：多田耕三

例会場／JRホテルクレメント高松3階「玉藻の間」 毎週水曜日

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

二コ二コ箱
渡辺会員「親睦委員会の皆さま家族会楽しかったです。超真面な司会
者。縫いぐるみは最高でした。」
吉田会員「忘年家族会楽しかったです。」
太田PDG「永年出席表彰ありがとう。」
詫間会員「戦略計画委員会半年お世話になりました。皆様よいお年を。」
豊田PDG「皆出席賞ありがとうございました。
」
多田幹事「本日結婚26年になります。お互いのがまんの結果です。
またがんばります。花束ありがとうございました。」
計￥19,000

合計￥320,000

会員掲示板
ロータリーソング
●メークアップ
豊田PDG、太田PDG、新地会員、松本会員、 「奉仕の理想」
ソングリーダー 堀（一）
森（敬）会員
会員
●ビジター
田中さま（高松北RC）

1月9日

2018-19年度

第25回

日時／平成31年1月9日（水）18:30〜

会長挨拶

場所／喜代美山荘 花樹海
会

長

篠田日出海

新年おめでとうございます。
皆さん、新年を如何お迎えだったでしょうか。
巷間で言われていますように、今年は平成最
後の年です。と言う事は、新元号元年でもあり
ます。新元号名については4月1日発表、5月1日
新天皇即位・新元号元年が始まることになります。これを契機
に、何か大きな変化が起こるのではないかと予感も期待もして
います。
今年の社会の大きな行事は、ここ香川県では3年に1度の「瀬
戸内国際芸術祭2019」があります。日本全体を見ますと、4月
の統一地方選挙、7月の参議院選挙、9月に「ラグビーワールド
カップ2019日本大会」、そして10月から消費税10%課税が始ま
ります。国際的な事項は、依然としてミサイル・核問題の北朝
鮮や慰安婦・旧朝鮮半島出身労働者・レーダー照射問題等との
韓国とキナ臭い事案が続いています。それに世界経済では、米
中貿易戦争が当事国のみではなく、経済ネットワークに繋がる
我々にも大きな影響を被ると思われています。もしかしたら、
負の影響転じて正の影響が有るかもとの期待も微かに抱いてい
ます。
これらの見通しには“自然災害”の発生を入れていませんが、
これが人命や経済に甚大な被害をもたらすため、発生した場合

12:30〜13:30

の対応策を常々準備しておくことも重要だと思っています。
以上いろいろと揚げてきましたが、今年はいつもの新年を迎
えるのとは違い、平成最後年および新元号元年に入る年を迎え
ることにより、何か良いことがあると期待を込めて、皆さん及
びご家族の皆様共々に幸多い年になることを祈っています。
今年も楽しいロータリー、社会へ貢献するロータリーを目指
しましょう。

幹事報告
1/23

クラブ協議会クレメント

18:30開催

委員会報告

国際奉仕委員会 堀委員長
書き損じはがき又は現金寄付のお願い

新年会

前田会員 乾杯挨拶
年末年始の株価下落の原因と今後の株価変動についてお話
しされた後、乾杯をし、新年会が始まりました。

二コ二コ箱
増尾会員「今年は春から…」
ソバハニ会員「新年おめでとうございます。おかげ様で。」
中村（秀）会員「誕生祝ありがとうございます。」
堀（祥）会員「国際奉仕委員会、かき損じハガキキャンペーンにご協
力ありがとうございました。29,000円お預かりしました。
地区経由でユネスコへ寄付させていただきます。
」
宮本会員「誕生祝をいただきありがとうございました。」
前田会員「年男となります。」
中村（厳）会員「年男となります。」
讃井会員「誕生祝ありがとうございました。
計￥19,000

合計￥344,000

会員掲示板
ロータリーソング
●メークアップ
「我等の生業」
「バー
前田会員、中村（厳）会員、上村会員、田中（弘） 「国家」
スデーソング」
会員、森
（敬）
会員、今城会員
ソングリーダー 木村会員

2018-19年度

1月16日

第26回

日時／平成31年1月16日（水）12:30〜

会長挨拶

場所／JRホテルクレメント高松

直前会長

岡林正文

今日は、「読み出したらとまらない雑学の本」の中から、ふ
たつ紹介します。
雷は金属をめがけて落ちるは、ウソだった！
ゴルフ場で雷が鳴りだしたら、クラブを捨てて、バンカー
（砂場）に逃げるよう言われます。
この対応は、間違いではありませんが、雷がクラブ（金属）
をめがけて落ちるからではありません。雷は、人間そのものを
めがけて落ちてきます。
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例
人間は、水分が多くて電気が流れやすい伝導体です。した
がって、近くにもっと高い伝導体がなければ、人間に落ちま
す。近くに高い木があれば、木に落ちます。木の下に逃げるの
はダメです。巻き添えを食らうことになります。
ちなみに、車の中は安全です。車に落ちた雷の電流はボ
ディーに沿って地面に流れるため、車内には入ってきません。
大豆を世界に広めたのは日本だった！
1873年、明治6年にウイーン（オーストリア）で万国博覧会
が開催されました。この時の日本の出展品の中に「大豆」があ
りました。
大豆の評判は抜群で、フランス人は「真珠のような豆」と絶
賛したそうです。
ドイツ人は、大豆の栄養組成（成分）を徹底的に分析し、
「この豆の栄養価は牛肉や豚肉に匹敵する。いわば畑の肉とで
もいうべきものだ。
」と評価しました。その後、ドイツは大豆
による食料革命を計画し、日本から大豆を取り寄せて栽培実験
を行いました。しかし、残念なことにヨーロッパの土には大豆
栽培に不可欠な「根粒菌」がないことがわかって断念したそう
です。
根粒菌は、自然界において、窒素と水素からアンモニアを作
り出すことができます。大豆は、このアンモニアを根粒から受
け取り、たんぱく質を作ります。
現在は、アメリカとブラジルが大豆の主要生産国ですが、こ
れはアメリカがこのドイツの評価を知り、第2次世界大戦中に
栽培をはじめたからです。
アメリカから中国への輸出品の主要なものはこの大豆でした
が、米中貿易戦争のなか、アメリカの大豆はヨーロッパが輸入
し、中国はブラジルから大豆を輸入していると思います。

客

話

香川県立高松養護学校 自立活動室

谷口公彦さま

「夏季研修会の報告」
夏季集中研修会は、「香川県ひまわり親の会」
を実施主体に、高松養護学校が運営・指導を
行っている肢体不自由児・者の教育や支援の技
術を伝えるための実技研修会です。昭和57年か
ら毎年欠かすことなく開催され、スタート間もなくより高松南
ロータリークラブ様によるご支援をいただいてまいりました。
今年も、たくさんのご寄附をいただき、特別暑かった夏でし
たが、延べ259名の参加を得て、無事に実り多い研修会が実施
できました。
今年はこんなトピックがありました。高松南ロータリークラ
ブ様の60周年記念事業で頂戴した「ファシリテーションボー
ル」ですが、校内での活用展開の中で県外の指導者とのつな
がりができ、その方々を招いて研修班に「ファシリテーショ
ンボール班」が加わりました。ご支援いただいた「モノ」が
「人」をつなぎ新しい「コト」が実現したのも、長年にわたる
集中研修会という独自の土壌があってこそだと感慨深いものが
ありました。
すでに数十年のご支援のお陰様で、ひまわりのように種が芽
吹き、花を咲かせてきた研修会ですが、新しい種が芽吹いてい
く良い土壌としての役割も続いていけばと思っております。
今後とも、ご支援のほどよろしくお願い申し上げます。

会
二コ二コ箱
向井会員「誕生祝ありがとうございます。」
計￥1,000

合計￥345,000

会員掲示板
ロータリーソング
●メークアップ
増尾会員、髙島会員、宮本会員、田中（弘）会員、新地会 「奉仕の理想」
員、堀
（祥）会員、豊田PDG、上村会員、堀
（一）会員、森 ソングリーダー
讃井会員
（恒）
会員
●ビジター
松村さま
（高松RC）

1月23日

2018-19年度

第27回

日時／平成31年1月27日（水）18:30〜
場所／JRホテルクレメント高松 2F 霞・暁の間

会長挨拶

会

長

篠田日出海

先週の例会は、所用で欠席して失礼しまし
た。また、会長を代行していただきました岡林
直前会長にお礼申し上げます。
今日は、いつもと違って夜間例会にお集まり
いただき、この例会の中で第5回クラブ協議会
を行います。このクラブ協議会には、香川第Ⅰ分区の工藤ガバ
ナー補佐にご臨席賜りお礼申し上げます。ガバナー補佐には、
各委員会からの今年度活動計画についての説明をお聞き戴い
て、改善点等をご指摘戴きたいと思っております。
例会後には、懇親会を行いますので、会員相互および工藤ガ
バナー補佐と親睦を深められることを願っております。
次に、今週末の26日から28日まで、我々が支援しています郷
土の偉人鎌倉芳太郎生誕120周年と、那覇南ロータリークラブ
との友好クラブ協定10年目にあたることから、クラブメンバー
13名総勢22名で沖縄を訪問し、28日には那覇南RCでメイクアッ
プすると共に、佃会員が鎌倉芳太郎についての卓話をされるこ
とになっています。次週の例会で訪問の報告を致します。
今日は、長丁場の例会になりますので、挨拶らしい挨拶では
ありませんでしたが、ここで挨拶を締めくくらせていただきま
す。本日もよろしくお願いします。

幹事報告
1/26
2/6
3/4
3/9

那覇南RC例会参加してきます。
ガバナー公式訪問多数の参加お願いします。
高松北RC合同夜間例会を開催します（例会変更）
IM参加のお願い

第5回クラブ協議会

工藤ガバナー補佐のご出席のもと各委員長が
3分間で報告しました。
最初に工藤ガバナー補佐が講評をされました。
工藤ガバナー補佐講評
「最初にガバナーの公式訪問が遅いと各クラ
ブから苦情をうけました。高松南クラブはガバナーを5人も輩
出され、また60周年が終わった伝統あるクラブですので各委員
会の報告は敬意を持って聞きました。ただ出席率の低下につい
ては、高松中央クラブ（工藤ガバナー補佐所属クラブ）では出
席率の悪い会員何名かに退会してもらいました。それから出席
率が良くなり、今も今期何回か100％出席の日があります。メ
イキャップにEクラブを利用して、出席率を上げています。ガ
バナーの今期の方針は供に考え、供に行動しようです。各クラ
ブを訪問して私自身が勉強をしています。今期もゴルフ大会と
は別にIMが開催されます。第2部の基調講演はアクネンチャン
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例

会

さんに依頼しています。一般の方も入場できます。たくさんの

でくれた鎌倉芳太郎の足跡」と題して卓話を行いました。この

方のご出席をお願いいたします」

3日間で3クラブメンバー間の友好がより深められたと思ってい

この後太田、豊田パストガバナーが講評されました。

二コ二コ箱
田中
（理）会員「結婚記念のお花ありがとうございました。結婚10周
年で沖縄も家族一同ご一緒させて頂きます。今日はお先に
失礼します。」
吉田会員「結婚記念日です。お祝いの花ありがとう。34年目に入り
ます。工藤さんありがとうございました。」
計￥12,000

合計￥357,000

会員掲示板
●メークアップ
堀（一）
会員、森（恒）
会員、田中（弘）会員

1月30日

2018-19年度

ロータリーソング
「それでこそロータリー」
ソングリーダー 中村
（厳）
会員

第28回

日時／平成31年1月30日（水）12:30〜
場所／JRホテルクレメント高松 2F 霞・暁の間

会長挨拶

会

長

篠田日出海

今日は平成31年１月最後の例会です。来年は新元号2年の1月
の例会が行われます。
先程、点鐘前に当クラブ故乾篤之会員のご逝去を悼みご冥福
を祈って、皆さんで黙祷を捧げて戴きました。突然の悲報に
只驚くばかりでした。故乾篤之会員は2000年10月に入会され
クラブ在籍18年、その間2005年～2006年年度に中村秀明会長
のもと幹事を務められています。近年は企業の合併買収M&A
（Mergers and Acquisitions）で多忙を極め、日本中を飛び回っ
ていたように認識していました。業務隆盛の折、このような悲
劇に見舞われ、さぞや無念だったと思います。そこで、故乾会
員のご冥福を祈り、来る2月5日（火）午前11時から高松国際ホテ
ルで「故乾篤之氏のお別れの会」が行われます。当クラブ会員
多数の参列をお願い申し上げます。
さて、先週の例会でも申し上げましたが、26日（土）～28日
（月）までクラブメンバー22名が、友好クラブ那覇南ロータリー
クラブ訪問と、鎌倉芳太郎資料の閲覧で沖縄県立芸術大学（芸
大）を訪れました。到着した26日の夕刻は、那覇南RC有志の
皆さんと、やはり友好クラブの富山南RC5名および我々訪問団
とで懇親会を行いました。翌27日の日曜日には、日中は観光し
たり、3クラブのゴルフコンペを行ったりし、夜は島唄ライブ
のある居酒屋で高松南RC会員の親睦会を行いました。最終日
の28日（月）は午前中、芸大図書･芸術資料館で宮城元学長･名誉
教授と波照間名誉教授から資料についてレクチャーを戴きまし
た。その後、芸大学長室を訪れ比嘉康春学長と当会員との懇談
を致しました。その後、12:30～13:30は那覇南RCの例会に出席
し、同様に富山南RCのメンバーも出席されて総勢43名の例会
で、当クラブの佃会員が「那覇南RCと高松南RCのご縁を結ん

ます。
この訪問以前のことですが、先週の第5回クラブ協議会で香
川第Ⅰ分区の工藤ガバナー補佐臨席のもと、各委員会からの今
年度活動計画と進捗状況について説明を戴き、大変ありがとう
ございました。
来週の例会には、桑原ガバナーがこの協議会で説明した活動
計画と進捗状況のデーターを周知して当クラブを公式訪問され
ます。会員の皆さんは万難を排して是非とも来週2月6日の例会
には出席されますようお願い致します。
皆出席表彰14年
藤田会員
グリーンRC
八田会長
例会場変更のご案内
オークラホテル髙松からホテルマリンパレス讃岐に変更
太田PDG
ソバハニ会委員の東京RCでの客話の紹介

幹事報告

1/26~28 那覇南RC例会参加者13名＋家族9名
（篠田・豊田PDG・詫間・田中弘之・中村秀明・堀祥
二・吉田・佃・秋山・今城・田村・田中理・多田）
2/6 桑原ガバナー公式訪問例会 例会終了後2Fスタジオ
で写真撮影13:35~
3/4 高松北＆高松南RC合同例会 18:30例会変更
3/9 香川第Ⅰ・Ⅱ分区合同IMの参加のお願い
高松グリーンRC例会場変更（2月から）
（旧）
オークラホテル→
（新）
ホテルマリンパレス讃岐

新会員卓話

三井信託銀行

讃井和則

「信託銀行について」
新入会員卓話ということで、ご質問を多く受
けます「信託とは」
「信託銀行とは」を中心に
お話させて頂きました。
信託は、委託者、受託者、受益者の三者で構
成され、受託者は、委託者に代わって目的をもって管理・運
用・処分を行なうことから、高い信頼のうえに成り立ちます。
信託の主な機能としては、財産管理、転換、倒産隔離等です
が、財産管理を委託される受託者には善管注意義務、分別管理
等、厳しい義務が課せられています。
信託銀行は、資金取引としての銀行業務だけでなく、年金や
資産流動化等の信託業務や、不動産、証券代行等、幅広い業務
を担っております。個人の皆様からは、昨今、相続関連等のご
相談も多くなっていますが、様々な身近なお悩みやニーズに対
して、幅広さと専門性で、総合的に応えられるところもありま
すので、ご関心頂けたらと思います。宜しくお願いいたします。

二コ二コ箱
那覇南RC訪問団「訪問団でおみやげを持って行きました。おつりを
ニコニコします。とても楽しかったです。」
田村会員「沖縄では皆様に大変お世話になりました。家族にもとても
喜んでもらえました。」
藤田会員「しばらく欠席しました。栗林公園事業は、皆さまのご支援の
おかげで、3年継続が決まりました。長男の受験も終わりまし
た。第一希望には一歩及びませんでしたが、あとは全ての学
校から合格いただきました。どこに行くか今から考えます。」
計￥17,670

合計￥374,670

会員掲示板
●ビジター
八田さま（高松グリーンRC）

ロータリーソング
「四つのテスト」
ソングリーダー 新地会員
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2019年2月例会予定 平和と紛争予防／紛争解決月間
No. 日

時間

場所

12:30〜

JRホテルクレメント高松

ガバナー公式訪問例会

桑原征一ガバナー

30 13

12:30〜

JRホテルクレメント高松

新入会員卓話

近藤弘行

会員

31 20

12:30〜

JRホテルクレメント高松

職業奉仕賞受賞記念卓話
＊定例理事・役員会

aste代表

田中志歩様

32 27

12:30〜

JRホテルクレメント高松

客話「折衝中」

自衛隊香川地方協力本部様

29

6

例会プログラムおよびその他

講演者

2019年3月例会予定 水と平和月間
No. 日
33

4

時間

場所

18:30〜

JRホテルクレメント高松

2 月の誕生者

例会プログラムおよびその他

秋山

〜おめでとうございます〜

講演者

高松北RCとの合同例会（例会変更）

俊二（₂日） 岩井

孝博（25日）

12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

12月累計

186

42

22

123

43

4

127

編集後記

出席率
76.50 ％

2月は平和と紛争予防

年後、原子爆弾を生み出すことになります。当時、アイ

／紛争解決月間です。百

ンシュタインの理論を理解できた10人の科学者の一人と

有余年前ドイツ皇帝ヴィ

言われているハーバー博士は、空気から窒素を取り出す

ルヘルム二世は「敵が我々を攻めてくる、立ち上がれ！

方法を確立しノーベル賞を受賞しました。この研究を応

武器をとれ！たとえ世界が敵だらけでも、我々は、この

用して窒素肥料が開発され、飢餓に苦しむ人々が救われ

戦いを勝ち抜くだろう」との宣言で、第一次世界大戦は

ましたが、戦争が始まると、その同じ窒素の研究は毒ガ

始まりました。その頃の発明王エジソンは「私の発明

ス開発に転換していき、欧州全体で6600万発の毒ガスが

は、すべての人にとって役に立つものでありたい。そし

使われ死傷者は100万人に及びました。ハーバー博士の

て世界の平和に貢献するようなものでありたい。もし私

妻で同じ科学者のクララ・ハーバーは「夫の研究は科学

の発明で一人でも死んだとしたら私には人生を生きる意

を捻じ曲げている」と死をもって科学者の良心を発露し

味も資格もない」と言っていましたが、結果的には、第

ました。

一次世界大戦で積極的に戦争に協力することになりまし

戦争と科学技術の進歩・発展、人類の平和、福利の向

た。アインシュタインの相対性理論は、原子が膨大なエ

上を考えさせるテーマです。私たちロータリアンも単な

ネルギーをもっていることを突き止め、E＝Mc 2は少量

る「平和」のお題目を唱えるのではなく、また、目には

の物質が非常に大量のエネルギーに変換されることを示

目を！歯には歯を！でもない、右の頬をぶたれたば左の

しています。相対性理論によって、本格化した原子の力

頬を出せ！でもない、平和を求めるロータリアンであり

の解明は、無限の力を生み出す原子力研究へと連なり40

たい。そんな2月号です。ご一読ください。 （編集子）
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