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ロータリーは機会の扉を開く

RI会長：ホルガ―・クナーク

会長：今城広治

幹事：田村禎啓

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

9月9日

2020-21年度

第8回

日時／令和2年9月9日（水）12:30〜
場所／JRホテルクレメント高松

会長挨拶

会

長

今城広治

「会場運営をスムーズにおこなってくだ
さっていますSAAの合田委員長には、いつ
も感謝しています。」
ガバナー補佐
ガバナー補佐の選出に関しては、10年に一
度、高松南に任される重要なポストで、9年
前には吉田茂会員が務められました。6/28第一回会長幹事会に
おいて、現ガバナー補佐である高関さまより9月中旬までに高
松南より選出してくださいとのお言葉をいただきました。
皆さんに公募し、また理事会でも話し合いがなされました。
何人かのお名前が出てきた中で、堀祥二会員が快く受けて下さ
いました。私個人としては、大学の先輩でもある堀先生にはい
つも助けてもらっています。
来年田村年度では、堀ガバナー補佐を南の皆さん全力でサ
ポートしてください。もちろん私は率先して何処でもついて行
きます。よろしくお願いします。

卓

話

林

幸稔

会員

「香川県庁舎について」
「建築とアートの聖地 香川」の端緒は、
丹下健三による1958年竣工「香川県庁舎」で
ある。
元金子正則知事は、旧丸亀中学の先輩に猪
熊弦一郎の助言により、丹下健三に設計を依
頼。当時の丹下研究室の番頭であった浅田孝
は、讃岐藩藩医の家系であり、香川県の建築技師である山本忠
司の二人が、丹下健三による「香川県庁舎」設計に尽力した。
■「香川県庁舎」の評価
・丹下健三 大阪生まれ。今治市育ち。
・広島高等学校時代、ル・コルビュジェの「ソビエト・パレ
ス」に出会い、東京大学で学ぶ。
〇日本で初めての世界的建築家
〇戦後、鉄筋コンクリート造で、日本的な表現を模索。「伝
統論争」
〇構造をそのままデザインとして成立させる。
〇ル・コルビュジエの提唱した「近代建築5原則」を成立。
〇戦後のオフィスビルの在り方、民主主義にふさわしい庁舎
建築の在り方を模索。
上記のすべてが結実した、丹下健三の代表作！
昨年末、建物をそのまま使いながら、地下に支持地盤をつく
り、免震装置を設置するという2年にわたる耐震改修を終え、
ピロティの天井のルーバーが復活し、手すりを新設し、南庭を

12:30〜13:30

オリジナルの設計者神谷宏冶氏の案を採用し、新築のように生
まれ変わりました。
■「香川県庁舎」の誕生までと、その評価は、2013年 神谷宏
冶×藤森照信×林 幸稔の対談録、https://kenzotange100kenchikunomirai.jimdofree.com/をご覧ください。
■「香川県庁舎」に魅せられた、石川慶監督 映画「ARC」が
公開されます。
■しかし、最も香川県で仕事をしたのは建築家大江宏！
「香川県総合会館」
「香川県立丸亀高校」
「香川県立三豊工業
高校」
「香川県立石田高校」
「香川県立文化会館」
「香川県立
丸亀武道館」
「東京讃岐会館」etc．

幹事報告

来週（9月16日）例会終了後に理事・役員会が行われます。
他クラブ例会変更
WB掲示

二コ二コ箱
SOBHANI会員「9月15日～22日の間、高松市美術館で『オリエン
タル芸術の至宝』という展示会を開きます。ぜひ見に来て
ください。おかげ様で。」
田中（理）会員「お先に失礼致します。
」
計￥4,000

合計￥115,000

会員掲示板
ロータリーソング
●メークアップ
増尾会員、中村
（巌）会員、堀川会員、森
（恒） 「我等の生業」
ソングリーダー 堀（一）会員
会員、前田会員

各委員会ミーティング

2020-21年度

9月16日

第9回

日時／令和2年9月16日（水）12:30〜
場所／JRホテルクレメント高松

会長挨拶

会

長

今城広治

「ソバハニさんのコレクション展が、9/15
から22まで高松市美術館で開催されていま
す。私も昨日行きました。素晴らしかったで
す。」
ビル・キャンベル
私はAppleのマックユーザーで、25年前の
初代iMacから始まり、MacBookそしてAppleWatchを使用し、
現在もiMac、MacBook Pro、iPadは仕事の主力選手で、何台
か買い替えています。何よりもiPhoneは家族5人が携帯し、
子供達はそれぞれiPadを使用しています。Appleの創業者ス
ティーブ・ジョブズとは関係の深い人物。
ビル・キャンベルは、スティーブ・ジョブズとグーグル元会
長兼CEOのエリック・シュミットに偉大な「共通の師」。アメ
フトのコーチ出身でありながら有能なプロ経営者であり、シリ
コンバレーの数多くのリーダーたちにとってのコーチであり、
メンター的存在だった人物。
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例

会

ビルは4つの資質を人に求めた。まずは「知性」（かけ離れた

ますと、アフリカ大陸で赤道直下の国々やア

ものごとをつなげる発想）。そして「勤勉」であること。「誠

フガンが識字率50％以下です。2015年に国

実」であること。最後に、「資質グリット」（やり抜く力）を
持っていること。
ビルは代名詞にも注目した。「私」（自分第一主義の証）と
「私たち」のどちらを多く使うか？一流の特長は「チーム・
ファースト」ビルが最も嫌ったのは、学ぶことをやめた人たち
だ。質問するより答えるほうが多い？ そいつは赤信号だ！ビ
ルは貢献意欲、それも個人的な成功だけでなく組織の大義に貢
献する意欲を持っている人を求めた。
「委員会ミーティング」
本日は委員会ミーティングでした。
各委員会に分かれ活発な討議や意見交換が行われました。
新しいコロナ時代に対応すべく進化発展していく高松南RC
メンバーです。ありがとうございました。

幹事報告

他クラブ例会変更

WB掲示

二コ二コ箱
SOBHANI会員「高松市美術館で開かれているマスウド・ソバハニ・
コレクション展、ぜひ見に来て下さい。9月22日秋分の日
まで展示しています。おかげ様で。」
中村
（秀）
会員「お先に失礼します。」
計￥4,000

合計￥119,000

会員掲示板
●メークアップ

ロータリーソング 「奉仕の理想」
ソングリーダー 中村（巌）会員

9月23日

2020-21年度

第10回

日時／令和2年9月23日（水）12:30〜
場所／JRホテルクレメント高松

会長挨拶

会

長

今城広治

「本日、佃昌道会員がご出席です。ありがと
うございます。」
2021-22年度IM
2021-22年度に高松南RCは、ガバナー補佐
を受けると同時に、
10年に一度、
IM（インター
シティミーティング）を担当します。
当時、牟禮昌忠会員が2011-12年度のIM実行委員長をされま
した。テーマは「瀬戸内海のルネッサンスに向けて～アートに
よる地域再発見～ 」で、北川フラム氏が基調講演されました。
私は入会間際で、高松南の皆さんが一生懸命準備していたの
を覚えています。アイレックスに事前打ち合わせにも行きまし
た。当日は、SAAとして藤田さんと司会をさせていただきま
した。岡佳寿也会員が、看板の設置や旗の設置など汗をかかれ
ていたのも覚えています。
あっという間に9年が経ち、前回も大活躍でした佃昌道会員
を2021-22年度IM実行委員長として、選任いたしました。
IM開催には高松南全員の力が必要です。どうかよろしくお
願いします。

卓

話

雑誌委員会

増尾茂之

副委員長

「ロータリーの友について」
今月はロータリーの友月間であると伴に、9月は基本的教育
と識字率の向上月間でもあります。世界の識字率分布をみてみ

連総会で採択された「持続可能な開発目標
SDGsでは、識字の重要性が強調されていま
す。SDGsの教育分野に関する目標④「質の
高い教育をみんなに」には「2030年までに、
すべての青年と大多数の成人が男性も女性も含めて、識字と簡
単な計算ができるようにする」という目標が定められていま
す。公平な社会と公正な商取引は識字率の向上からといわれて
います。ロータリアンの一員として非識字のために苦しむ人た
ちを救済する努力を続けてゆく必要があります。
本題に戻りまして、「ロータリーの友」についてですが、国
際ロータリー（RI）本部で編集・発行しているRIの機関雑誌
『The Rotarian』に加え、RIに認可された地域雑誌を「機関雑
誌」として定義されます。これらの雑誌は全世界に30誌以上あ
り、
「ロータリーの友」は日本におけるロータリーの唯一の機
関雑誌です。地域のロータリークラブやロータリアンの活動
を紹介するとともに、RIに関する情報や、RIから要請された
話題や特別に指定された記事を掲載しています。また、読者
であるロータリアンとその家族が、関心を持つような役立つ
生活情報などを含む記事（7月号から『大人の着こなし図鑑』
が始まっています）も取り上げています。創刊は1953年1月号
です。「ロータリーの友」の名前は『主婦の友』からヒントを
得たとのエピソードも側聞します。購読料は200円+消費税で
す。高松南ロータリークラブの会費に含まれており、本年6月
号の発行部数は94,500部です。
横組みのページと縦組みのページがあります。横組みには、
RIの指定記事、ロータリーの 特別月間の関連記事、特集など
を掲載しています。縦組みのページには地区やクラブの活動、
ロータリアン個人としての意見や経験談、職業上の知識などを
掲載しています。会員歴の浅い方や、ロータリアン以外の方が
お読みになっても、ロータリーの理念や活動がお分かりいただ
けるよう編集しています。同時に、役立つ生活情報、社会生活
の話題を取り上げることで、内容の充実を図っています。その
ためにも、ロータリアンの投稿、情報提供が待たれています。
誌面の充実にご協力をお願いします。

幹事報告

第3回定例理事役員会の議事録を各自のキャビネットに入れ
てます。
他クラブ例会変更
WB掲示

二コ二コ箱
上村会員「9/5父親の葬儀に際してロータリーを代表致しまして今城
会長にお越し頂きました。ありがとうございました。また
個々に弔問頂き、感謝致します。ありがとうございまし
た。」
佃会員「IMよろしくご協力をお願い申しあげます。」
渡辺会員「結婚記念日の花束有難う御座居ました。今城会長の心温ま
るメッセージ感激しました。」
上村会員「去る7/15四国マホービン(株)社長交たい出来、晴れて会
長となりました。ロータリーは親子会員もしくは、会員交
たいをお願いしたいです。」
SOBHANI会員「昨日まで高松市美術館で開催した展覧会に、たくさ
ん来場いただき、ありがとうございます。I,Y,F,R,の東京
フリートのチャーターナイトに、スポンサークラブのコモ
ドアに出席します。（9月27日）」
堀会員「結婚記念の花ありがとうございました。」
増尾会員「ロータリーの友大いにお読み下さいませ。」
計￥33,000

合計￥152,000
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例

会
んかという事です。今、日本人の苦学生が増加しております。

会員掲示板
ロータリーソング
●メークアップ
森（ 恒 ）会 員、 松 本 会 員、 前 田 会 員、 中 村 「それでこそロータリー」
会員
（ 巌 ）会 員、 増 尾 会 員、 堀 川 会 員、 田 中 会 ソングリーダー 森（篤）
員、岡会員、小野会員

ロータリーの広報にもなりますし、将来もし参入許されたら将
来RCに入会していただけると思います。

第4回クラブ協議会 ガバナー補佐懇談会

2020-21年度

9月30日

第11回

日時／令和2年9月30日（水）12:30〜
場所／JRホテルクレメント高松

会長挨拶

会

ガバナー補佐挨拶
 2020-21年度

長

今城広治

本日はたくさんの皆さん、ご出席頂きあり
がとうございました。それでは、ガバナー補
佐高関様、随行吉田様を迎えしての第11回例
会をただ今より開催いたします。

国際ロータリ第2670地区

香川第一分区ガバナー補佐

高関忠三

（高松RC）

高松RCガバナー補佐高関です。宜しくお
願いします。
今 年 度RI会 長、 ホ ル ガ ー・ ク ナ ー ク 氏
は「ロータリーは機会の扉を開く」（Rotary
Opens Opportunities）と言うスローガンを
掲げ皆様がロータリーに入ってください。扉
はいつでも開けていますと述べています。要約して次のように
まとめてみました。
1．財政的には十分潤っている。
2．会員増強をはかり人脈作りをしてください。
3．ポリオを始めとして様々な奉仕活動を積極的に！！
4．若い会員や女性会員に役職のチャンスを与えリーダーシッ
プへの道をしっかり開けてあげてください。
次に篠原ガバナーは「行動するロータリーを目指そう」とい
うスローガンで（Let‘s Take Action＆ChangeTogether）と述
べられています。
上記以外に様々な事を述べられていますがガバナーご本人が
来訪の時にお話しなさると思いますので、私は省略します。
只、その中で「行動を伴う奉仕活動」と述べられているのは同
感で、わたしも屋島の清掃、植林事業、恵まれない子どもたち
をプールに招待した事は記憶に残っていますが10万、100万円
寄付した事は心に残っていません。
次にロータリーは様々変化しています。
1．例 会が月3回になったクラブがこの2670地区に出てきまし
た。道後RC第2、3、4週。松山南RC、八幡浜RCは第1、2、
3週になりました。私としては出来る限り週一回の例会は続
けて頂きたい。
2．会員の資格も色々と変わり、リタイヤした人、社会奉仕に
熱心な方等、職業がなくても入会が可能になりました。入
会は各クラブで決めて下さいという事です。
3．メ ークアップの仕方も変わりました。1年間以内のメーク
アップは認めますが各クラブにお任せします。計算方法は
従来通りですが注意点は期をまたいでメークアップはでき
ないという事です。
以上本年度の方針を簡単に述べさせていただきました。追加と
して皆様に賛同をお願いしたい事があります。
それは米山記念奨学事業に日本人を半数入れてくださいませ

クラブ協議会
『クラブ奉仕委員会』 会長エレクト 田村 禎啓
Ⅰ．活動計画（具体的行動計画・目標）
委員長のみ取り組みでは無く、全会員の意識高揚に向けた委
員会活動にすることが重要、また戦略計画委員会と共有するこ
とで、ロータリアンの育成を進めていく。
① プログラム委員会活動
  委員会活動による楽しく有意義な例会プログラムの企画・
実施に協力します。
② 出席委員会活動
委員会が企画･実施する出席率向上の施策に協力します。
③ 会員増強･職業分類委員会活動
委員会が実施する新会員の増加施策に協力します。
④ 会員選考･ロータリー情報委員会活動
 委員会の会員選考および会員へのロータリー情報提供に協
力します。
⑤ 会報･広報･雑誌委員会活動
 委員会が発行管轄する会報の編集協力、およびクラブ活動
の広報に協力します
⑥ 親睦活動委員会活動
 委員会が企画･運営する会員相互の友情を深めるためのレ
クリエーションや社交的諸活動の活動に協力します。
Ⅲ．活動計画（具体的行動計画・目標
1. ロータリーの基本活動は例会への出席であることを認識
し、会員相互の親睦を深め出席率の向上を働きかけます。
2. 例会を有意義な時間とし、会員が出席したくなる例会を増
やすため、会長・幹事・理事役員の方々と例会のあり方を模
索します。
3. E-クラブの活用等、また幹事よりのショートーメールでの
案内にて例会の開催の周知をはかります。
4. 出席率の悪い会員には推薦者のご協力をいただきながら出
席の改善をお願いします。
『職業奉仕委員会』 委員長 林 幸稔
Ⅰ．活動計画（具体的行動計画・目標）
1．高松養護学校「夏季集中研修会」への参加
・学生の支援となる奉仕活動の実施
2. 『高松大学 職業指導懇談会』の実施
«テーマ»
・採用したい学生像、新人社員に求める資質
・学生と社会人の違い 等
3. 『職業奉仕賞』の選定
・記念品の贈呈及び受賞記念客話の実施
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例
『社会奉仕・環境保全委員会』 委員長

岡

隆夫

会員掲示板

Ⅰ．活動計画（具体的行動計画・目標）
1）高松市主催の環境美化活動に参加。
2）香川県立高松養護学校の支援継続。
3）水資源保護活動の実践。
4）
「遍路とおもてなしネットワーク」事業への協力。
5）スペシャルオリンピックスとの連携及び支援。
『国際奉仕委員会』 委員長 藤田 徳子
Ⅰ．活動計画（具体的行動計画・目標）
例年の活動
1. 青少年短期交換計画が中止になった！
2. （青少年短期交換計画が中止になったので）Camp Merry
Heart（ニュージャージー州にある障がい者自立支援施設）
の支援もできない!!
そこで、クラブの皆様にお願いがあります！
国際奉仕委員会が活動できるフィールドをください!!
『青少年奉仕・ローターアクト委員会』 委員長 熊田 浩
Ⅰ．活動計画（具体的行動計画・目標）
1. 定款・細則についての勉強会実施
https://my.rotary.org/ja/recent-rotaract-policy-updates
2. 地区行事参加支援
（旅費・登録料として青少年活動全体で年間20万円を上限に補助）
3. 地区内交流会支援
本年度は香大RACがホスト
当クラブからの登録者10名以上、参加者5名以上
4. 親睦と協働奉仕実施
家族会、例会、早明浦草刈、高松クリーンデー、高松養護学
校支援、女木島清掃
会員企業若手社員との交流（客話、奉仕等）と高松中央ロー
ターアクトクラブへの勧誘
オンライン例会 6/25 幹部交代式 7/22 当クラブ例会で
事例紹介（調整中）

幹事報告

9/27 第１回 一日会
1位 平井 信一 会員
2位 中村 秀明
3位 三宅 弘
会員
10/11 第２回 一日会
於 鮎滝Ｃ.Ｃ
他クラブ例会変更
WB掲示

会員

二コ二コ箱
平井会員「高島会長杯取りきり戦 今城会長杯の第1回1日会ゴルフ
コンペ優勝いたしました。参加の皆様ありがとうございま
す。来月は11日です。よろしくお願いします。」
髙関会員「本日はよろしくお願いします。」
SOBHANI会員「9月27日（日）にIYFR東京フリートの発会式に出
席し、スポンサーコモドアとしてあいさつしてきました。
東京銀座のロータリークラブの福原有一ガバナー（資生堂
の7代目オーナー社長）はじめ50名余の参加がありまし
た。おかげさまで。」
岡
（隆）
会員「一日会…ビリや！！上を目指します。次回はテッペン。」
中村（厳）会員「お先に失礼いたします。新会員歓迎例会、多数のご参
加よろしくお願いします。」
合田会員「途中で失礼致します。」
新地会員「お先に失礼します。」
計￥20,000

会

合計￥172,000

ロータリーソング
●メークアップ
岡（隆）会員、森（恒）会員、中村（厳）会員、 「四つのテスト」
増尾会員、木村会員、前田会員、田中（弘） ソングリーダー 大西会員
会員、多田会員、森（敬）会員、堀川会員、
岡林会員、上村会員、豊田会員

10月7日

2020-21年度

第12回

日時／令和2年10月7日（水）12:30〜
場所／JRホテルクレメント高松

会長挨拶

会

長

今城広治

久々の本クラブご出席ありがとうございま
す。これからもよろしくお願いします。」
本日は、9/27に開催されました、高島杯取
り切り杯の様子をiMovieで作成したものを
見てもらいます。ダブルペリアで行われた本
大会の優勝は、一日会ゴルフ大会を長年お世
話してもらっています、平井会員でした。準優勝は中村会員、
3位は、三宅先生でした。流石の常連さん達です。
本年度一日会は、私と田村幹事も全出席を目指して頑張ります。
子供たちのスポ小や部活のDVDをいくつか作成してきまし
たので、音楽と写真や動画があれば簡単に作成できます。機会
があれば、三木町おやじおふくろの活動DVDを披露いたしま
す。楽しみしていてください。

客

話

いすみ鉄道株式会社

代表取締役

古竹孝一

様

「私がここに来た理由」
～１期を終えて２期目をどう生きるか～
学生時代
高松で育ち、「道」に興味を持ち、関東の
大学を目指すも合格したのは夜学のみ。
一年後日大交通工学科に受かるが、夜学も
捨てられずダブルスクール。大学院まで行くが父の帰れコール
で家業に戻り社会人生活を送る。
社会人STAGE①の7年間 25-32歳
会社は7社あり、借金まみれ。初めての仕事は個人保証7億
無期限と書かさせれました。そこからはリストラ、本社移転、
お客様とのトラブル等さまざまな環境に翻弄される。
社会人②の7年間 33-40歳
7社が2社になり、その一つを代表になるが、何もわからず自
分の無力さを感じる。ただ前進させなければ意味がないのでガ
ラス張り経営で超えていく。それと同時に小さい頃の夢だった
「色んな企業に挑戦したい」という夢を持って、会社を5社設立。
社会人③ 40-47歳
会社をいくつか設立しつつ、若手にもチャンスを与えるため
両代表制を取る。その分、地域のために出来ることという事
で、まちづくり学校、茶道軍団茶楽、カウントダウンイベン
ト、公益財団風に立つライオン基金等に携わっていく。
子供たちが大学生になり、自分なりのアタックをもう一度考
え、当時出来なかった関東での就職を叶えたいと思い、いすみ
鉄道株式会社社長公募を挑戦し、40人の中から選ばれる。
社会人④ 47-歳
20年ぶりに千葉県へ一人でアタック。台風・豪雨・コロナと
立て続けに被害を受けつつ、ローカル線の意義、地域への影響
力等を感じつつ、二期目に突入している。第三セクターという
特殊な立場に翻弄されたり、逆にそれを活かしながら、
「繋ぐ」

（5）

例
というキーワードを一つずつ形にしている所です。

会
踏むべきか」
「私たちのクラブで、会員はどのような価値を得

特別なことをしている訳ではなく、自分がどのような立場で

ることができるか」この会議を進行する人を選んでください。

あろうとチャレンジを忘れず、立ち向かっているだけのことで
す。褒められたいのではなく、自分の人生に嘘がない生き方・
生かされ方をしていきたいと日々精進してまいります。

3．新会員を注意して選びましょう。新会員にとって皆さまの
クラブがぴったりと合うこと、そして新会員の期待に応えるク
ラブであることを確認しましょう。 新会員の面倒を見て、積
極的な参加を促してください。ロータリアンとなるのに不相応
な年齢などありません。
4．ポリオ根絶のための寄付を行い、10月の世界ポリオデーに
合わせた行事・イベントを開催し、これからも根絶活動の支援
を継続していきましよう。私たちは、世界の子どもたちと交わ
した約束を守らなければなりません。
ホルガー・クナーク 2020-21年度国際ロータリー会長
以上のことをホルガーRI会長より皆様にお伝えします。

幹事報告

10/11 第２回 一日会
於
他クラブ例会変更
WB掲示

鮎滝Ｃ.Ｃ

二コ二コ箱
古竹孝一様（客和ゲストスピーカー）
山地会員「ホームクラブ長期欠席のおわび。たん生日プレゼントサン
キュー！」
岡
（隆）
会員「結婚記念日のお花ありがとうございます。30年です！」
大橋会員「先月、孫の向井滉佑9才小学3年、香川県ジュニアテニス
大会10才以下の部で優勝しました。優勝カップを持って
きて、錦織圭選手の名前を見て大喜びでした。」
吉田会員「誕生祝いありがとう。残り1/3のつもりで頑張ります。」
堀川会員「誕生日プレゼントありがとうございます。」
計￥29,000

合計￥201,000

米山記念奨学会より6千万円達成感謝状授与

会員掲示板
ロータリーソング
●メークアップ
大西会員、前田会員、森（恒）会員、増尾会 「国家、四季のうた、バースデー
員、 上 村 会 員、 谷 本 会 員、 多 田 会 員、 岡 ソング」
ソングリーダー 住田会員
（隆）会員

ガバナー公式訪問

2020-21年度

10月14日

第13回

日時／令和2年10月14日（水）12:30〜
場所／JRホテルクレメント高松

会長挨拶

会

長

篠原ガバナーとの記念撮影

今城広治

今日はたくさんの会員の皆さまご出席頂き
ありがとうございます。ガバナー公式訪問例

会を開催いたします。
先日10月8日、高松市市役所13階大会議で
行われました「高松市環境美化推進運動功労
者表彰式」に来賓で出席しましたので、ご報
告致します。高松南ロータリークラブは、高松市環境美化推進
会議委員を務めており、大西市長が当会議の委員長です。
地域の清掃活動等にご尽力いただきました35名の個人功労
者、2名の永年個人功労者、11団体の功労者、1団体の永年功労
者それぞれに、大西市長より表彰と記念品が授与されました。
我々も高松市の環境美化活動に積極的に参加するようお願いし
ます。

ガバナー挨拶

国際ロータリ第 2670 地区
2020-21年度 ガバナー

篠原 徹

1．地区は、新しい革新的なクラブモデルを
作ることに積極的に取り組みます。そのため
には皆さまからのご支援が必要となります。
皆さまはまた、衛星クラブや地域社会を基盤
とするローターアクトクラブを立ち上げるこ
とで、参加者の基盤を広げることに貢献できます。
2．すべてのクラブは毎年、少なくとも一回の戦略会議を開
き、皆さまには次のことを会員に問いかけていただきます。
「私たちのクラブは5年後にどのようなクラブになっているべき
か、またこのビジョンを達成するためにどのようなステップを

幹事報告

10/11 第２回 一日会
於 鮎滝Ｃ.Ｃ
1位 近藤 弘行 会員
2位 田中 理
会員
3位 三宅 弘
会員
11/15 第3回 一日会ゴルフコンペ ロイヤル高松C.C.
10/21 定例理事役員会
例会変更 WB掲示

二コ二コ箱
今城会員「篠原徹ガバナー高関忠三ガバナー補佐、随行の堀尾春代
様、ガバナー公式訪問に来ていただき誠にありがとうござ
いました。勉強になりました。」
田村会員「地区ガバナー篠原徹様、ガバナー補佐高関忠三様随行、堀尾
春代様。多方面についてのご指導ありがとうございました。」
吉田会員「第2回一回会の開催日が私の誕生日で2度目の誕生祝をい
ただきました。」
新地会員「お先に失礼します。」
中村（厳）会員「お先に失礼いたします。」
堀会員「結婚記念日の花束ありがとうございました。」
計￥29,000

合計￥201,000

会員掲示板
●メークアップ
森
（恒）
会員

ロータリーソング
「我等の生業」
ソングリーダー 平井会員

（6）

2020年11月例会予定 ロータリー財団月間、世界インターアクト週間（11月5日を含む週）
No.

日

時間

場所

16

4

12:30～

JRホテルクレメント高松

臨時総会（指名委員会設置承認）
卓話 ｢人権について｣
法テラス香川事務所長 木田一彦会員

17

11

12:30～

JRホテルクレメント高松

客話 ｢交通安全運動」

18

18

JRホテルクレメント高松

卓話「ロータリー財団月間に際して」
地区R財団カウンセラー 豊田章二PDG

12:30～

例会プログラムおよびその他

13:30～
19

25

7～8日
ガバナー杯野球大会

高松南警察署 交通安全課長

定例理事役員会

18:30～ 栗林公園
（夜間例会） ガーデンカフェ栗林

28日
ロータリー財団
地域セミナー（高松）

ヌーヴォー・シルク・ジャポン in 栗林公園観劇例会

2020年12月例会予定 疾病予防と治療月間
No.

日

時間

場所

例会プログラムおよびその他

20

2

12:30～

JRホテルクレメント高松

クラブ年次総会（定款第8条）
職業奉仕委員会「職業指導
客話 ｢障がい者の安定的雇用」
懇談会」
スミセイハーモニー社長 鎌田恵徳氏（元高松南RC）

11月の誕生者
〜おめでとうございます〜

９月出席率

渡辺

例会日

正会員

９月累計

290

編集後記

成剛（８日）、森

出席免除 免除出席
55

42

真の競争力は個々人が
信頼される職場から生ま
れると訓えられました。どんなに能力があろうとも、周
囲と「いい関係」がない限り、その能力が生かされるこ
とはありません。人から信頼されている、愛されてい
る、見守られている、認められていると認識できたとき
初めて、人は安心して目の前の難題に全力で取り組むこ
とができるのです。自らの行動に責任を持ち、自分の力
を極限まで引き出す胆力が育まれるのではないでしょう
か。団体競技の名場面で、そんな人間の本質を教えてく
れます。
日本人は働くことに価値を見出し、そこで自己実現を
図ろうとします。そうした労働観は独特のものです。で
も限界があり、この新型コロナ禍でその限界を如実に露
呈しました。喜びをもって働ける社会の仕組みをきちん
と作っていかなければならないときです。かって経営の
神様と言われた、松下幸之助氏は、「和の精神とは、人
と対立することを避けて、表面的に仲良くやっていくと
いう意味での和ではありません。私たちが考える和の精

篤史（28日）

出席数

欠席数

補填数

補正出席数

200

57

17

217

出席率
78.36 ％

神とは、まず皆が自由に正直に話し合い、お互いの意見
や価値観に違いがあることを認め、その違いを尊重した
うえで、共通の目標のために協力し合うという、相違や
対立の存在を前提とする和なのです」と説いていました。
新型コロナ禍で暮らしに様々な変化が起こりました。
この変化を柔軟に受け入れる発想が必須のようです。マ
スクが日常化することによって、長いピアスが邪魔、イ
ヤーカフがいい、ヘッドホンからワイヤレスイヤホン
へ、
「混雑する耳」争奪戦、という言葉が聞かれます。
ダーウィンの「種の起源」に「最も強い者が生き残る
のではなく、最も賢い者が生き延びるでもない、唯一生
き残るのは、変化できる者である」という言葉がありま
す。withコロナの世の中で変化した生活意識、市場と産
業構造の変化に追随し、適切な対応、リードするちから
の源泉は、創意工夫のできる「大きなアンテナ」を張っ
て、多くの「引き出し」を持つロータリアンの出番で
す。まだまだ新型コロナウイルスには気をつけて、奉仕
のこころを活かしましょう。そんな久しぶりの単月11月
号です。
（編集子）
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