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ロータリーは世界をつなぐ

RI会長：マーク・ダニエル・マローニー

会長：髙島秀樹

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

クラブ年次総会

2019-20年度

堀川会員「今日結婚記念日です。家内と食事に行きます。お花ありが
とうございました。」

第22回

12月4日

渡辺会員「お先に失礼」

日時／令和元年12月4日（水）12:30〜

計￥13,000

場所／JRホテルクレメント高松 3F

会長挨拶

会

長

役
会

理事名簿

職

長

氏

合計￥192,000

会員掲示板

髙島秀樹

今年度の年次総会では、過去に無い一人二役の指名になりま
したが、ご理解を頂き皆様方の厚い御支援をお願いいたします。
指名にあたっての問題点が多々ありますが、今後の改善が必
要不可欠であると思います。
田村会員、頑張ってください。
2020-2021年度

幹事：田中理

12:30〜13:30

名

備

ロータリーソング
●メークアップ
、
「四季の歌」、
「バー
堀
（祥）会員、木村会員、大西会員、松本会員、 「国歌」
新地会員、宮本会員、前田会員、SOBHANI 会 スデーソング」
ソングリーダー 新地会員
員

考

今城

広治 現会長エレクト

副会長（会長エレクト）

田村

禎啓 現会長ノミニー

幹

事

田村

禎啓

会

計

近藤

弘行

職業奉仕

林

幸稔

社会奉仕・環境保全

岡

隆夫

国際奉仕

藤田

徳子

青少年奉仕・ローターアクト 熊田

浩

直前会長

髙島

秀樹 現会長

S.A.A

合田

弘朗 12/6新理事会で決定

戦略計画

詫間

行芳 12/18現理事会で決定

忘年家族会

2019-20年度

12月11日

第23回

日時／令和元年12月11日（水）18:30〜
場所／アールベルアンジェ高松

会長挨拶

会

長

髙島秀樹

皆さん、こんにちは！
今日は、家族を含めた親睦例会で、会員相互の信頼を深める
ための、一番重要な、大切な例会です。そのために、夏季親睦
家族例会後、スケジュールを押さえて頂きたく、ご案内状を早
く送付いたしました。年末のお忙しい中、ご家族及び香川大学
ローターアクトクラブの多くの皆様がご参加下さいまして、本
当に有難う御座いました。
今年度のクラブ運営方針として「会員相互の親睦をもっと
もっと高めよう：例会で童心に返ろう」を掲げ、半年が経過
しました。具体的対策として、「委員会ミーティング」を実施
し、決定事項は必ず行動に移す事を、お願いしてます。まだ効
果は出ていませんが、クラブの雰囲気が変化しているのを感
じています。来年の6月まで、後 6ヶ月ありますが、ご協力の

二コ二コ箱
太田PDG「誕生祝ありがとうございました。87才になりました。昔
風に云えば米寿（88才）です。」
松本会員「結婚記念の花ありがとうございました。お先に失礼」
大西会員「誕生祝いありがとうございます」

12 月 11 日

忘年家族会集合写真
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例
程、宜しくお願い致します。

会
・出席率の低いメンバーに、例会に顔を出していただけるよう

さて、今日の家族例会は中村耕太郎委員長を中心とした企画

に、各担当者が、月に一度柔らかく連絡を入れる。

で、歌あり、踊りあり、プレゼントありと聞いております。親

■クラブ内での検討事項

睦活動委員会の皆さんのご尽力に感謝いたします。
最後になりますが、夜間例会ではロータリーソング「手に手
つないで」を合唱いたしますが、みんなの輪が益々大きくなり
ますように頑張って行きたいと思います。短い時間ですが、心
ゆくまで楽しんで、童心に返って下さい。
宜しくお願い致します。

・例会自体をより魅力あるものにする。
・夜間例会の早期の案内
・メイキャップの方法の通知の徹底
・親子会員の検討
最後に、メイキャップの方法を通知し、最も簡易に実行でき
るが、まだ浸透していないｅ-クラブの活用方法を実際にPCを
使って説明しました。
しかし、何よりも大切なことは、メンバー皆が「来たい！」
と思える例会の設えであることを再認識しました！

二コ二コ箱
詫間会員「20年皆出席表彰有りがとうございました。プレゼントで
自転車をいただきました。孫がとても喜んでいます。」
SOBHANI 会員
平井会員「誕生祝いありがとうございます。74才になります」
計￥14,000

合計￥206,000

会員掲示板

各委員会ミーティング

12月18日

場所／JRホテルクレメント高松 3F
会

長

話

藤田会員「家族会、中村委員長はじめ親睦委員会の皆さま、ありがと
うございました。家族会を楽しみにしていた息子は、夜中
までの二次会も含めて、大満足のようでした。二次会でご
指導頂いた皆さま、お世話になりました。」
計￥7,000

合計￥213,000

会員掲示板
●メークアップ
豊田PDG、SOBHANI 会員、堀
（祥）
会員

髙島秀樹

先週の忘年親睦家族例会は如何でしたか？出
席者は、会員32名、ご家族41名、香川大学ロー
ターアクト5名 計78名でした。夏季親睦家族例
会よりも多くの出席者を迎え、楽しいひと時を過
ごすことが出来ました。また、親睦委員会の皆さ
んの尽力に感謝いたします。本当にありがとうございました。
さて、本来はこの後にクラブ協議会で上半期を振り返っての活
動報告を行う計画になっていましたが、変更して上半期に行われ
た「委員会ミーティング」の議題、
「出席率向上」についてのグ
ループ討議内容を参考にして、下半期の具体的取組事項を出席委
員会の林委員長にまとめてもらいましたので、参考にし行動に移
して下さい。下期の出席委員会の活動事項といたします。
ところで、12月12日に「今年の漢字」が京都の清水寺で発表
され、新しい元号、令和の「令」の文字が選ばれました。
「令」
が選ばれた理由として、新しい元号の「令」和に明るい時代を
願う国民の思いが集約されたと言われています。さらに、法
「令」改正による消費増税や芸能界で起きた闇営業、薬物使用
などの問題で法「令」順守が重視されたこと、自然災害で警報
や避難勧告の発「令」が相次いだこともあげられています。
私は、クラブ運営方針にあります「童心に返ろう」の「童」
にしました。大人が子供のように素直な、謙虚な気持ちになる
ことと言われています。この漢字を目標にして「来年の漢字」
にもしようと思っています。皆さんも一年間を振り替えて「今
年の漢字」「来年の漢字」を考えてみては如何でしょうか？

卓

中村(秀)会員「結婚記念日のお花ありがとうございます。」

第24回

日時／令和元年12月18日（水）12:30〜

会長挨拶

中村(耕)会員「忘年家族親睦会、田中(理)幹事、合田SAA、親睦活動
委員の皆様、またプレゼントをご提供下さいました皆様ご
協力ありがとうございました。」
豊田PDG「46年皆出席表彰ありがとうございました」

ロータリーソング
●メークアップ
新地会員、堀川会員、堀
（一）会員、松本会 「我等の生業」
ソングリーダー 平井会員
員、上村会員、長町会員、森（恒）会員

2019-20年度

二コ二コ箱

出席委員会

委員長

林

幸稔

「出席率の向上」について
各グループでの検討事項を紹介し、7月から
の出席率を提示。そのうえで、総括として、下
記の項目を提示しました。
■グループ内での実施事項

12月25日

2019-20年度

ロータリーソング
「奉仕の理想」
ソングリーダー 宮本会員

第25回

日時／令和元年12月25日（水）12:30〜
場所／JRホテルクレメント高松 3F

会長挨拶

会

長

髙島秀樹

「ロータリーの友」第12月号に掲載されてい
る「 友 愛 の 広 場 」 の 中 に、 坂 出 東RC 新 谷
五十雄 会員の記事が出稿されていましたので
紹介します。テーマは『感謝するより、感謝さ
れることの価値観』。
「悲惨な交通事故をなくしたい」との思いで、交通安全協会
の役員を44年間勤めています。数え切れないほど多くの事故撲
滅の活動を続けてきて思うことは、やはり「交通ルールを守ら
ない」
「マナーが悪い」が事故を招くということです。特に、
「信号のない横断歩道の手前で車両はは一時停止して、歩行者
または自転車の通行を妨げない」と道路交通法で定められてい
ます。しかし、これを守らない車両がいかに多いか？ここで、
私が経験した事案を申し上げます。
ある日の午後、横断歩道に手押し車の女性が立っていたの
で、当然一時停止し、手を上げて「どうぞ！」と促しました。
女性は渡り切るまでに4回ほど私にお辞儀をされて、向かい側
に着いても、こちらに何度も挨拶をされるのです。その間、反
対側に自動車が近づいていたので、その車に手で止まるように
指示しました。多分、いつもこの道路を横断する際に、なかな
か車が止まってくれなかったのではないでしょうか？余程うれ
しかったのだと思います。
さて、当の私はというと、この一時停止で「感謝された！」
という何とも言えない喜びに包まれて、その日は充実感に満ち
た一日でした。常に、人に譲る心、人に感謝する心を持ち続け
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例
たいと思いながら運転していますが、この日から、特に注意を

会

会長挨拶

会

長

髙島秀樹

怠らず「感謝されること」にも専念して、安全運転を心掛けて

新年明けましておめでとうございます。本年

いますと経験談を書かれていました。まさにロータリーの倫理

も、宜しくお願いいたします。今年の干支は子

思想にある、『超我の奉仕』『職業奉仕実践理論』であり『利己
の心と利他の心の調和』ではないでしょうか。
ロータリアンの経験談を、例えば、生活や仕事の場面で覚え
ておくべき4つの問い『4つのテスト』に当てはめて考えてみる
ことが、ロータリーを学ぶうえで重要なことであり、理解しや
すいと思います。参考にして下さい。
さて、今日が今年最後の例会になります。2019-2020年度も
上半期が終わり、来年1月より下半期に入ります。年初より、
各委員長は活動報告の準備をお願いします。結果に拘ることは
ないと思いますが、目標達成に向かって行動に移して下さい。
今年もあと1週間で終わります。7月以降、大変お世話になり
ました。来年も引き続き宜しくお願いいたします。良い年をお
迎えください。

客

話

社会保険労務士

大和円香

様

「働き方改革と香川県の取組みについて」
働き方改革の背景にあるものそれは、人口減
少問題にあります。
2065年には総人口が9,000万人を割り込み、
高齢化率は 38％台の水準になると推計されか
つ、働き手の割合が減少していき、その他の割
合が増えていくといった人口構造があります。
政府は、日本の労働制度と働き方にある三つの課題①単線型
のキャリアパス、②正規、非正規の不合理な処遇の差、③長時
間労働の是正のため法改正を含めて着手しています。そして、
働き方改革を「一億総活躍社会実現に向けた最大のチャレン
ジ」と位置づけ、9つのテーマに沿って進められています。
◎事例紹介
◎各種認証、県事業紹介

二コ二コ箱
岡
（隆）
会員「一年間ありがとうございました。来年はバリバリや！」
詫間会員「戦略計画委員会 半年間お世話になりました。」
上村会員「お誕生日祝ありがとうございました。」
吉田会員「米山寄附をよろしく。みなさんの力で奨学生を支えましょう。」
多田会員「結婚記念の花束ありがとうございます27年になります。
続けられるようお互い忍耐を身に付けていきます。」
増尾会員「結婚記念の花ありがとうございました。46年経ちました。」
秋山会員「お先に失礼します。皆様、良いお年をお迎え下さい。」
藤田会員「四国電力様、住友生命様、三井住友信託銀行様、忘年会の
ご利用、誠にありがとうございました。大和さん 客話あ
りがとうございました。皆さん、大和さんの入会、後押し
よろしくお願いします。」
計￥20,000

合計￥233,000

会員掲示板
●メークアップ
上村会員、前田会員、森（恒）会員、中村（厳）会
員、新地会員、田中（弘）会員、増尾会員、木田会
員、長町会員、堀（祥）会員、森
（敬）会員、前田会
員、豊田PDG、木村会員、田中（理）幹事、岡（隆）
会員、松木会員、小野会員、田村会員

2019-20年度

新年例会

1月8日

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
宮本会員

第26回

日時／令和2年1月8日（水）18:30〜
場所／夕凪の湯

花樹海

年（ねずみ年）です。十二支では最初の干支で
す。香川県が毎月発行（令和2年1月1日）して
います「みんなの県政THEかがわ」に掲載されていたので一
部を紹介します。
昔から言い伝えられる話では、神様が元旦の朝、自分の家に
早く着いた動物から12番目までご褒美をあげるとして、お触れ
を出したところ、牛が一番先に着いて待っていましたが、門が
開いた時に、牛の背中に乗っていたネズミが素早く飛び降り、
一番になったと言われています。日本以外の国でも東アジアか
らロシアまで十二支が伝えられていて、一番目のネズミは、ほ
とんどの国で共通のようです。
さて、今年の世界の話題は、何と言っても注目は「東京オリ
ンピック・パラリンピック」の開催ではないかと思います。オ
リンピックは7/24～8/9（17日間）パラリンピックは8/25～9/6
（13日間）行われます。7/24日は10月の体育の日の振り替えで、
「スポーツの日」として祝日になります。それと、もう一つ注
目するのが11/3日の「アメリカ合衆国大統領選挙」です。この
二つが世界の話題の中心ではないかと思います。日本のオリン
ピック・パラリンピックに期待しましょう。
さて、我クラブの今年度も上半期が終わり、下半期がスター
トします。クラブ運営方針『会員相互の親睦をもっともっと高
めよう：例会で童心に返ろう』を打ち出し、施策として「委員
会ミーティング」を9・10・11月の3回実施しました。クラブ内
での「出席率・会員増強」について問題点を意見交換し、共有
することが一番の親睦を高める手段として必要不可欠であると
信じて行いました。
そして「出席率向上」については、出席委員会の林委員長
に、グループ内での実施事項、クラブ内での検討事項を卓話で
発表してもらいました。下半期では、2・3・4月の3回の「委員
会ミーティング」を予定しております。上半期でまとめた「出
席率向上」に関しては、より具体的に進めていきます。もう一
つの「会員増強の施策」に関しては次年度に繋がる具体的施策
を検討して行きたいと考えています。
そして、
5月のクラブ協議会では「今年度の活動実績の発表」、
6月のクラブ協議会では「次年度の活動計画の発表」を予定し
ています。この2回のクラブ協議会を昼間例会で、多数の会員
出席のうえ、実施したいと考えています。
この下半期は次年度に引
き継ぐ重要な期間であり、
高松南ロータリークラブの
成長を目指したいと考えて
いますので、今まで以上、
積極的な取り組みを宜しく
お願いいたします。

二コ二コ箱
藤田会員「2回目の年女 花の24才今年もよろしくお願いします。
」
計￥15,000

合計￥248,000

会員掲示板
ロータリーソング
●メークアップ
、
「四季の歌」、
「バー
松本会員、上村会員、長町会員、堀川会員、前 「国歌」
田会員、増尾会員、谷本会員、藤田会員、新地 スデーソング」
ソングリーダー 讃井会員
会員、田中
（弘）
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

各委員会ミーティング

31 12

12:30〜

JRホテルクレメント高松

客話「子どもの発達障害・おとなの発達障害について」
むらかわクリニック

32 19

12:30〜

JRホテルクレメント高松

客話「米山奨学生として」（仮題）
米山奨学生（中国） 香川大学大学院

33 26

12:30〜

JRホテルクレメント高松

客話「体罰をつかわない子育て」
NPO法人 子どもの虐待防止ネットワーク・かがわ

30

5

例会プログラムおよびその他

院長

村川和義様

修士課程2年

副理事長

張

青様

橋本美香様

2020年3月例会予定 水と衛生月間
No. 日
34

4

時間

場所

12:30〜

JRホテルクレメント高松

２月の誕生者
〜おめでとうございます〜

例会プログラムおよびその他

秋山

客話「香川大学RAC

活動報告」

俊二（2日）、宮本

香川大学ロータアクトクラブ

直樹（24日）、岩井

会長

谷口 若奈様

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

236

52

31

154

43

18

172

編集後記

出席率
80.08 ％

子 ど も の こ ろ、 近 所

いないものは滅びる。それによって進化がおきるとした

の「 地 獄 と つ な が っ て

のです。しかし、ここでダーウィンがどうしても解けな

いる井戸」があるお寺の住職から聞かされていた『口

かった謎があります。それは、なぜその環境に最適な変

は、人を励ます言葉や感謝の言葉を言うために使おう。

異をもった「最適者」が生まれるか、ということでし

耳は、人の言葉を最後まで聞いてあげるために使おう。

た。DNA、アミノ酸、たんぱく質、代謝、このそれぞ

目は、人の良いところを見るために使おう。手足は、人

れに組み合わせがあり、そのパターンは天文学的な数字

を助けるために使おう。心は、人の痛みを知るために使

になります。にもかかわらず、その変化が起こるのはな

おう』とは相反するニュースが相次いでいます。人の心

ぜなのか？ 4次元以上のパズルを解くという数学とコン

にはいろいろな感情があります。喜び、悲しみ、怒り、

ピュータにしかできない思考回路を通じて、その秘密に

嫉妬、欲望、等々です。自分が思うように他の人にも同

迫りつつあります。

じように思いがあります。人のこころは、自分のことば

そういった科学の狭間で「人なればこそ」と『頭がい

かり考えていると、怒りや憎しみへと悪い方向に向かっ

い人ほど腰が低く、頭が悪い人ほど頭が高い。出来る人

てしまいます。「他の命、他の心に思いをよせると、心

ほど慎重で、出来ない人ほど無茶をする。情けのある人

は豊かになり怒りや憎しみから遠ざかるものだ。それこ

ほど冷静で、情けのない人ほど騒ぎ立てる。強い人ほど

そが、人としての正しい生き方ではないのか」と教えら

おとなしく、弱い人ほどやかましい。金のある人ほど無

れました。そんないっぱいの経験を積んだ人間社会です

駄をせず、金のない人ほど買いたがる』すごい反省の

が、ダーウィンの「種の起源」で著した、自然淘汰とい

日々になりそうな予感のする1年ですが、この1年、諍い

う進化の考え方からいけば、ある環境の変化があると、

のない平和な令和の御代へ穏やかに努力するロータリア

環境に適した形態を持っているものは生き残り、適して

ンの2月号です。ご高覧ください。
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