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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

2019-20年度

2月19日

第32回

日時／令和2年2月19日（水）12:30〜
場所／JRホテルクレメント高松 3F

委員会報告

国際奉仕委員長

堀

祥二

会員・篠田日出海 会員

「ハリケーン ドリアンにより被災したバハ
マ国への支援物資送達、配布の報告」
昨年9月1日、ハリケーン ドリアンが強
度の分類で最強となるカテゴリー5の状態
でカリブ海にあるバハマ国を襲い、北部の
アバコ諸島に大きな被害を与えました。
昨年、例会で客話をしたバハマ出身で元
高松一高英語教師のJanelle Wilsonさんか
ら、友人らと集めた衣服を母国に支援物資
として送りたいので協力してほしいとの依
頼がありました。
そこで、南クラブ国際奉仕委員会は篠田直前会長を中心に相
談に乗り、会員からのカンパ43,000円とニコニコ箱から33,409
円を拠出していただき、9月28日に物資を送りました。
実際には、集めた衣服（総重量105kg）を10箱の段ボール箱
に梱包し直し、日本郵便により、Barry Rassin直前RI会長の所
属クラブであるEast Nassau RCに送付し、被災地域への配布
を依頼しました。港湾設備等の復興に時間がかかり、クラブが
受け取ったのは約4か月後の1月24日でした。
そして、East Nassau RC経由で、Lend A Hand Bahamasと
いう団体が首都のナッソーから船とトラックを利用して、グレ
イトアバコ島最北端の集落であるクラウンヘイブンに届け、配
布してくれました。
実際に衣服を受け取ったパトリスさんは、家の屋根は残りま
したが、4フィートの高潮で家
財の多くを失いました。その彼
女から、バハマ音楽と組み合わ
せた、支援物資を手にした人々
の写真入りビデオを、高松南
ロータリアンへの感謝を込めて
送っていただきました。

2019-20年度

2月26日

第33回

日時／令和2年2月26日（水）12:30〜
場所／JRホテルクレメント高松

会長挨拶

会

長

髙島秀樹

今日は2019-2020年度の高松南RCの運営方
針を振り返ってみたいと思います。
『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』
１．国際ロータリー（RI）テーマは
『ロータリーは世界をつなぐ』

幹事：田中理

12:30〜13:30

会長マーク・ダニエル・マローニー氏はロータリーの未来を
形作る本当の場所はクラブです。ロータリーは家族ですと言わ
れています。要するに、若い職業人に時間を補うような経験を
提供する場がクラブであり、委員会活動が重要である。
₂．国際ロータリー第2670地区ガバナー方針は
『パッション＆パシュート；情熱と追及』
ガバナー：大島 浩輔氏はクラブ内での会員の「立ち位置」
「居場所」を見つけると言われています。要するに、会員のク
ラブ内での役割、果たすべき責任を明らかにする。特に、各委
員長のリーダーシップ育成が重要である。
この、RIテーマとガバナー方針を受け、高松南RCの運営方
針を掲げました。そこで、過去の各活動委員会での活動計画・
活動報告はどうであったか、問題点をあげてみました。
① 各委員会の活動計画・報告は共有されているか？
② 各委員会の活動計画・報告は毎年同内容になっていないか？
③ 報告の為の、委員長だけの作文になっていないか？
④ 委員会ミーティングは実施されているか？
⑤ 委員会メンバーは、自分の立ち位置・役割を理解しているのか？
⑥ 委員会内の出席率の悪い会員へのフォローはできているのか？
この①～⑥の問題点より、まとめてみました。
１．委員会活動を通しての親睦はなく委員長が作成した活動計
画、活動報告になっている。委員長（リーダー）を中心に委
員全員で具体的対策を考え活動することが真の親睦であり、
その場が例会である。
₂．全会員の「立ち位置」
「居場所」を明確化。
₃．活動結果に拘らず、委員会の全会員で活動することが重要。
₄．新会員の育成
１.～４.より具体的実施事項を決定しました。『委員会ミー
ティング』の実施です。
～内容は省略します～
2019-2020年度も、あと4ケ月になりました。
今年度のクラブ活動実績報告は5月に、次年度クラブ活動計
画報告は6月に夫々2日間を予定しています。
夜間例会ではなく、昼間例会を12：30～14：00として30分延
長して実施します。委員会内で十分討議し、報告の準備をお願
いします。
【2019-20年度 クラブ活動実績のまとめ方】
１．具体的活動内容
₂．結果（目標達成率）
₃．今後の課題（次年度引継ぎ事項）
１～₃をより具体的（箇条書き）にまとめる。
① 活動方針・活動計画は「クラブ活動計画書」（公式訪問
報告書）に記載されているので省く。
② ppt（パワーポイント）で3頁内で収めること。
③ 発表時間は5分以内とする。
【2020-21年度 クラブ活動計画のまとめ方】
１．活動方針
₂．活動計画（2019-20年度引継ぎ事項）
₃．目標設定
１～₃をより具体的（箇条書き）にまとめる。
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例
①
②

ppt（パワーポイント）で3頁内で収めること。
発表時間は5分以内とする。

 会・シンポジウム・閉会行事の模様は（HP www.tgrc.
開
jp/）にてインターネット配信
本日例会終了後、第8回定例理事・役員会開催

幹事報告

客

2/29（土）香川第Ⅰ・Ⅱ分区合同I.M
時間：12:00受付開始 13:00開会
場所：サンポートホール（大ホール） 参加予定者：21名
3月 例会案内出欠確認 ※2/28回答期限
3/22 第3回一日会親睦ゴルフコンペ開催 ロイヤル高松C.C.
※2/28回答期限

客

話

NPO法人子どもの虐待防止ネットワーク・かがわ
副理事長

橋本美香

会

様

「体罰をつかわない子育て」
令和2年4月から改正児童虐待防止法が施工
され、体罰が禁止されます。厚生労働省から
禁止される具体例として、①口で3回注意し
たが言うことを聞かないので頬を叩く、②大
切なものにいたずらをしたので長時間正座させる、③友達を
殴ってケガをさせたので同じように殴る、④他人の物を盗んだ
ので罰として尻を叩く、⑤宿題をしなかったので夕ご飯を与え
ない、が示されました。
これに反対して“愛情を込めて叩くのは問題ない”、“本当に悪い
ことだと理解させるのには痛みが必要”等の声があるようです。
そうでしょうか？ 体罰のもたらすマイナス面を理解せず、体罰
を使わないでしつける方法を知らないからではないでしょうか。
有無を言わさず、即時の効果を期待して怒鳴ったり叩いたり
すると、子どもは〔意見が違う時にはわめいたり暴れたりすれ
ばいいんだ〕と思うかもしれません。未来の担い手である子ど
もたちには、
〔自分〕を〔人〕を大切にし、
〔言葉で伝える〕ス
キルを身につけてほしいものです。
なぜ体罰でしつけてはいけないかを、直接子育てしている方の
みならず全ての人に知ってもらい、体罰を使わないで子育てする
方法や、子育てに困った時の相談先を示す、そのようにして社会
全体で子どもたちを育てるようになればと願ってやみません。

二コ二コ箱

谷口若奈

話

二コ二コ箱
SOBHANI 会員「Happy New Year 2020 明けましておめでとう
ございます。TOKYO OLYMPIC YEARです 皆さんで
楽しみましょう おかげ様で」
吉田会員「白井さんのゴルフに寝坊して遅れました。ごめんなさい。
気をつけます。」
大西会員「お先に失礼させて頂きます」
木田会員「お先に失礼します。」
計￥10,000

森
（恒）
会員「結婚記念日の花束、有難うございました。」
田村会員「すいません、本日はお先に失礼します。徳島でコロナが出
たようです。皆様体調管理、お気をつけ下さい。」
金岡会員「本日は、早めに帰らせて頂きます。申し訳ございません。」
詫間会員「お先に失礼します。」
新地会員「お先に失礼します。」
中村
（厳）
会員「お先に失礼します。」
計￥7,000

合計￥297,000

会員掲示板
ロータリーソング
●メークアップ
豊田PDG、前田会員、新地会員、上村会員、田中 「それでこそロータリー」
（弘）会員、中村（厳）会員、増尾会員、堀
（祥）会 ソングリーダー
員、岡林会員、木村会員、堀川会員、林（幸）会員 新地会員

2019-20年度

3月18日

場所／JRホテルクレメント高松

幹事報告 【新型コロナウィルスに伴う中止行事】
3/8 第2回ロータアクト提唱クラブ連絡会議
3/14 2019-2020年度 第4回会長・幹事会
3/15 2020-2021年度 地区協議会
3/19～ 第42回RYLAセミナー
3/29～ 第44回ロータリー少年少女キャンプ
2/29 2670地区香川第Ⅰ･第Ⅱ分区合同IM 規模縮小にて開催

合計￥307,000

会員掲示板
●メークアップ
ロータリーソング
「バー
上村会員、新地会員、中村（厳）会員、森（敬）会員、 「国歌」「奉仕の理想」
森（恒）会員、前田会員、木村会員、増尾会員、宮本 スデーソング」
ソングリーダー 新地会員
会員、岡（隆）会員、讃井会員、堀川会員、太田PDG

新型コロナウィルス感染防止のため休会
3月25日、4月1日、8日、15日、22日、5月13日、20日
なお、下記日程にてWeb例会を開催しました。
第35回 4月8日『新型コロナウイルス感染拡大防止によるWeb例会』
第36回 5月13日『新型コロナウイルス感染拡大防止によるWeb例会』

第7回クラブ協議会

2019-20年度

第34回

日時／令和2年3月18日（水）12:30〜

会員

「2019-2020年度香川大学ローターアクトクラブ活動報告」
香川大学RACは香川大学の公認文化サー
クルに所属し、現在78名部員がいます。ボラ
ンティアや地区行事を通して世代間・地域間
の交流を行います。
例会は隔週木曜日、主に香川大学内で行っ
ています。例会では専門能力を高めるための
クイズ大会や親睦を深めるための簡単なゲームなどをしていま
す。時には大学を出て栗林公園のライトアップを見に行った
り、県内のうどん屋さん巡りをしたりして香川の文化に触れる
機会も設けています。
ボランティア活動はイベントの運営補助をすることが多いで
す。ボランティアを通し世代を超えた交流をすることができまし
た。また、香川大学RAC独自の伝統行事である女木島清掃では女
木島の方と連絡を取り、海開き前の女木島の砂浜を清掃しました。
今年度からは坂出青年会議所さんと協力しながらさかいで塩
まつりのイベントを企画しており活動の幅を広げています。
課題としましては例会への出席率が低いことと、新型コロナウ
イルスの影響でRACの活動をPRする機会が少ない中での新規会
員の獲得をどうしていくかということです。もっと魅力を伝えら
れるように、より活動を活発に頑張っていきたいと思います。
新会員入会式 金岡 紀嘉会員 株式会社香川銀行 本店営業部長

5月27日

第37回

日時／令和2年5月27日（水）13:00〜15:00
場所／JRホテルクレメント高松

会長挨拶

会

長

髙島秀樹

今日は第7回クラブ協議会、2019-2020年度クラブ活動報告会
を実施します。クラブ例会は3月18日の香川大学RACの報告例
会を最後に、新型コロナウイルス感染の自粛の為、休会になっ
ていました。それぞれの企業に大変な影響が出ていると思いま
すが頑張って頂きたいと思います。
さて、今年度のクラブ活動報告会の実施については出来ない
と思っていましが、クレメントホテルと相談して、3蜜・ソー
シャルディスタンスを守ることを基本に思い切って実施するこ
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例
とにいたしました。食事も無く、長時間になりますが宜しくお
願いいたします。
今年度のクラブ運営方針「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」でスタートして、具体的施策と
して「委員会ミーティング」を実施しました。
しかし、実施できたのは上半期の3回、下半期の1回だけで中
途半端な結果の中で、各委員長にまとめてもらいました。あり
がとうございました。
今回の活動発表方法は、夜間例会ではなく、昼間例会にして
パワーポイント方式にいたしました。狙いは、多くの会員出
席、委員会活動内容の理解度を深めてもらう為に、スクリーン
を活用しました。多数の出席を頂き、ありがとうございます。
6月24日クラブ協議会は、次年度2020-2021年度の活動計画を
発表してもらいますが、今日の活動実績報告を参考にし、また
「今後の残された問題点」を次年度の活動計画に入れて頂きた
いと思います。
活動結果資料は、私がファイルでメール送信いたします。
2020-2021年度活動計画の準備をお願いいたします。本日は宜
しくお願いいたします。

新年度会長挨拶

2020-2021 年度会長

今城広治

「高松南ロータリークラブ運営方針」
Think Globally, Act Locally.
「新型コロナウイルス収束に協力しながら高松
南の将来について考え、共に行動しよう！」
1）新型コロナウイルス感染拡大対策
2）会員卓話の充実
3）積 極的な活動参加（新型コロナウイルス
の状況を見て）
4）委員会ミーティングの継続
5）出席率の向上（オンラインでの例会参加も模索）
6）地区補助金を利用した高松養護学校への訓練用自転車補助
事業の実施
7）鎌倉芳太郎顕彰碑準備委員会の設置
これから一年間、新型コロナウイルスと闘いながら、先ずは
私自身が率先して、一会員として、さらに伝統ある高松南ロータ
リークラブの会長として可能な限り楽しみながらロータリーライ
フを充実させたいと思っています。大変な時期ですが、会員皆さ
んと心で繋がり、信頼関係を構築できる一年になれば幸いです。

幹事報告

6/24

2020-2021年度 第2回クラブ協議会開催
13:00～15:00 クレメント高松
6月度 第1週～第3週の例会開催については本日中に案内
本日例会終了後、第8回定例理事・役員会開催

二コ二コ箱
岡（隆）会員「55才です。ゴーゴー！！」
田中（弘）会員「誕生日プレゼントいただきました。69才に今日な
りました。会員増強委員会お世話になりました。」
合田会員「結婚記念日のお花ありがとうございました。」
森（敬）会員「久しぶりなのに遅刻してスミマセン。」
豊田PDG「コロナに敗けずに生きている事に感謝します。」
篠田会員「お久しぶりです。COVID-19から脱却してロータリー活動
を活発にしましょう。」
SOBHANI会員「I LOVE YOU! 毎週水曜日午後6時からのKSB放
送イブニングニュースにコメンテイターとして出ていま
す。今日もあります。是非みて下さい。」
吉田会員「米山奨学会への特別寄付をお願いします。」
今城会員「大変な時期ですが、次年度委員長様および会員様よろしく
お願いします。」
多田会員「誕生日プレゼントありがとうございました。50才になりました。」
藤田会員「プログラム委員長、一年間ありがとうございました。花見
時期にはたくさんお弁当ご購入ありがとうございました。」
計￥25,500

合計￥334,500

会
会員掲示板
●ビジター
佐藤さま、玉越さま（高松中央RC） ロータリーソング
「それでこそロータリー」
●メークアップ
豊田PDG、前田会員、新地会員、上村会員、田 ソングリーダー
中(弘)会員、中村(厳)会員、増尾会員、堀(祥)会 新地会員
員、 岡 林 会 員、 木 村 会 員、 堀 川 会 員、 林(幸)会
員、SOBHANI会員

2019-20年度

6月17日

第38回

日時／令和2年6月17日（水）12:30〜
場所／JRホテルクレメント高松

会長挨拶

会

長

髙島秀樹

各委員長さまには、5月27日の2019-2020年
度クラブ活動実績報告を発表して頂き、有難
うございました。
今回の発表方法は、今までのやり方を変
更して昼間例会にして、
「会員出席数の増大」
「活動内容の共有」を目的としました。
新型コロナウイルスの影響により、今年度の運営方針の施策
「委員会ミーティング」が十分に実施できず、中途半端になっ
てしまいましたが、今年度の活動内容を次年度に継続して実施
してもらいたいと思います。机上で考えるのは簡単です。先ず
は、次年度では行動に移してください。
今年度も、あと最終例会が残されていますが、委員会活動報
告会を終え安堵しております。一年間、有難うございました。

幹事報告

6/24 2020-2021年度 第2回クラブ協議会
JRクレメント高松 13:00～15:00
次年度各委員長による活動計画発表
【2020-2021年度行事予定】
2020年
9/30（水）ガバナー補佐訪問（夜間例会）
10/14（水）ガバナー公式訪問
2021年
5/15（土）～16（日）第2670地区大会（JRホテルクレメント高松）
6/12（土）～16（水）RI国際大会（台北）
※本日例会終了後、定例理事・役員会開催
会員スピーチリレー
卓 話
藤田会員、豊田PDG、堀祥二会員、
田中弘之会員、木田会員
好評の会員によるスピーチリレー
を実施しました。やはり皆さんコロ
ナに関する話が中心になり、それぞ
れお話をいただきました。

二コ二コ箱
田中幹事「誕生祝ありがとうございました。今年もロータリーを楽し
みたいと思います。」
藤田会員「誕生日プレゼントありがとうございます。4回目の自分の
干支の年です。withコロナの一年を素敵に過ごします。
」
渡辺会員「お先に失礼」
金岡会員「誕生日のお祝いありがとうございました。」
計￥6,000

合計￥340,500

会員掲示板
ロータリーソング
●メークアップ
SOBHANI会員、上村会員、新地会員、前田会 「奉仕の理想」
ソングリーダー 宮本会員
員

（4）

2020年7月例会予定 2020〜2021年度・テーマと運営方針
No. 日

時間

場所

例会プログラムおよびその他

1

1

12:30〜

JRホテルクレメント高松

会長幹事就任挨拶（クラブ運営方針発表）

2

8

12:30〜

JRホテルクレメント高松

第３回クラブ協議会（５大奉仕委員長を中心として委員会活動計画を発表）

3

15

12:30〜

JRホテルクレメント高松

各委員会ミーティング（活動スケジュール検討）
定例理事役員会

4

22

12:30〜

JRホテルクレメント高松

客話 ｢リモート例会について（仮題）｣

5

29

12:30〜

JRホテルクレメント高松

卓話 ｢香川県庁舎について｣

香大RAC

林幸稔会員

2020年8月例会予定 会員増強・新クラブ結成推進月間
No. 日
6

5

時間

場所

12:30〜

例会プログラムおよびその他
卓話「国際ロータリーの現状」豊田章二PDG
定例理事役員会

JRホテルクレメント高松

第2週 12日（水）
第3週 19日（夜間例会）

休会（定款第8条による）
ホテル パールガーデン（福岡町）

４〜６月の誕生者
〜おめでとうございます〜

夏期家族親睦会

４月

詫間
三宅
木村

行芳、牟禮 昌忠（１日）、小野 兼資（₅日）、岡 佳寿也（₉日）
、
弘（10日）、前田 恭典（12日）、大橋 泰範（15日）、
征司（15日）、多田 耕三（16日）、堀
一代（22日）

５月

佃
田中

昌道（１日）、岡
弘之（27日）、白井

６月

藤田
新地

徳子（12日）、田中
良洋（22日）

広治（９日）、

理、金岡

紀嘉（16日）、宮脇

光男（17日）
、

出席数

欠席数

補填数

補正出席数

例会日

正会員

２月出席率

２月累計

236

52

29

146

50

17

163

76.48 ％

３月出席率

３月累計

234

52

6

37

14

1

38

18.28 ％

５月出席率

５月累計

174

39

3

36

12

0

36

75.00 ％

編集後記

出席免除 免除出席

隆夫（２日）、今城
克彦（28日）

ここ数か月で「距離を
とる」という言葉の意味
が変わってしまいました。マイナス思考の言葉から、大
切な人だから、迷惑をかけないために距離をとる、新し
い生活様式では、間隔はできるだけ2ｍ（最低1ｍ）空け
る。となっています。日常生活では、外出控え・密集回
避・密接回避・密閉回避・換気・咳エチケット・手洗い
が励行されています。また、発熱・体調不良のときは仕
事を休みましょう。無理して「出社に及ばず」です。そ
れにつけても、不織布と紙の区別のつかないデマでのト
イレットペーパー等の紙製品が一斉に店頭から消える不
思議さ。
パンデミックと聞きなれない言葉。2012年にドイツの
ロベルト・コッホ研究所がコロナ危機を想定していたで
はないか。危機管理の甘さを露呈した社会の仕組みでし
た。それにしても飛び交う妄言飛語。尊大な中華思想、
四方は北夷・東荻・南蛮・西胡の見下し。民主主義は時
間の関数。
仏教のことばに「不妄語」とあります。不妄語とは言
うまでもなく妄語をしないことです。妄語とは、大きく

出席率

は、仏道を修めていないのにあたかも修めているように
物事を語り、人を仏道から迷わすことを指しています。
細かくは人を惑わせたり、間違った印象を与えたり、迷
わせるようなこと全般を指しています。言葉は見えない
し、その場に残らないので自分が思った以上に相手を迷
わせていることもあるのでしょう。古くから、言葉にす
る前にもう一度心の中でその言葉を言ってから話しなさ
いとの教えもあります。その言葉が人を迷わすことがな
いか、傷つけないかを考えるいい方法だと思います。そ
して、言葉を文字にすれば文となり、より強いメッセー
ジとなります。人と人との触れ合いは、言葉をはじめ、
仕草や雰囲気次第でよくもなれば悪くもなると思いま
す。ましてや仕草や雰囲気がマスクで読み取りにくく
なっています。だからこそ、他人を迷わすことがないよ
うに言葉を大切にしていければと思います。距離はとっ
ても、間合いは詰めて、世阿弥のいう一調二機三聲で謡
う言葉は、万葉の時代から信仰であるという言霊信仰で
包まれるなら、ロータリアンは奉仕のこころを正しく背
中で話してみませんか。
（編集子）
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