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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

1月15日

2019-20年度

第27回

日時／令和2年1月15日（水）12:30〜
場所／JRホテルクレメント高松 21F シエロ

会長挨拶

会

長

髙島秀樹

今年のNHK大河ドラマは戦国武将・明智光
秀を主人公とした『麒麟がくる』に決定しまし
た。タイトル『麒麟』と主人公『明智光秀』と
の関係が想像できず、調べてみました。
① 『麒麟』とは何なのか？
② 『麒麟がくる』は、なぜ麒麟なのか？
③ 明智光秀との関係は？
『麒麟』とは、もともと中国の伝説上の動物で、特別な霊獣
だそうです。中国では「チーリン」と呼ばれています。麒麟は
平和な世に現れるとされており、昔から人々は福を求めて麒麟
をあがめます。また、優れた人のことを麒麟と呼ぶこともある
そうです。
つまり、麒麟はおめでたいことの象徴なんです。神聖な動物
とされ、性質は穏やかで殺生を嫌うそうです。多くの方がイ
メージする、動物園にいるキリンではありません。キリンビー
ルのロゴになっていたり、日本橋にある像になったりしていま
す。NHKの制作発表では、『麒麟』とは、王が仁のある政治を
行う時に、頭上に現れるとされる中国の伝説の霊獣であると解
説されています。
明智光秀のイメージは織田信長を裏切った謀反人、三日天下
といった悪いイメージから、実は優しく、残虐な信長に正義を
持って反逆した人物だったんだと想像されています。光秀はか
なりの智将で、ただの個人的怨みで信長を討ったというかって
のイメージはすでに、覆されています。
明智光秀が生きた時代、応仁の乱以来荒れはてた世は、民は
飢え、戦乱の苦しみにあえいでいました。大河ドラマ『麒麟が
くる』では、「そんな苦しみから解放してくれる仁政を行う王
とは誰なのか、そして、その時がきたら必ず現れるという麒麟
はいつ来るのか？」こう言った、麒麟の出現を待ちわびる時代
として描かれるようです。
・この麒麟とは何者なのか？
・どのようにして、いったいどの英雄の前に現れるのか？
ここが最大の見どころとなっているそうです。
『麒麟がくる』に込められた意図は、未来が見えず混迷した
戦国時代（16世紀）明智光秀、織田信長、豊臣秀吉、徳川家
康、が生きた時代です。従来の価値観が崩壊し、新たな道を模
索する光秀の生き様を通して、2020年という節目の年、新たな
時代を迎えるすべての日本人に希望と勇気を与える物語。懸命
に希望の光を追い求めた光秀、そして多くの英傑たちの志を描
いたエネルギッシュな群像劇。世の中が待ち望む新時代の到
来、『麒麟』になぞらえて描かれています。

客

話

幹事：田中理

12:30〜13:30

株式会社ビットコミュニケーションズ

「SDGsアワードを受賞して」

川西健雄

様

弊社は設立をして17期目と
なります。起業した時に作っ
た企業理念が「今までの常識
にとらわれない柔軟な組織を
もって豊かな英知と活力を発
揮し、新しい価値を創造し、
社会に貢献するとともに、会
社の発展と社員一人ひとりの幸せを築きます」となります。
17年間、この理念を大切に経営を行ってきた内容を「SDGs」
の17項目に落とし込んでみました。（SDGsは持続可能な開発目
標で、持続可能な開発のための17のグローバル目標で、国連の
開発目標である）
・17年前から在宅勤務 ・大学等での講演 ・学生と社会人の
交流会
・高専と共同開発 ・同業者との勉強会開催
・聴覚障がい者へのPC指導
私たちができることは小さな事ですが、一人でも幸せになれ
る人が増えたり、学生さんが地域を好きになって就職してくれ
たり…そんなお手伝いができればと思い、これからも活動を
行っていきます。

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￥7,000

合計￥255,000

会員掲示板
ロータリーソング
●メークアップ
上村会員、新地会員、田中（弘）会員、中村（厳） 「奉仕の理想」
会員、前田会員、豊田PDG、増尾会員、森（恒） ソングリーダー 宮本会員
会員、森
（敬）
会員、木村会員、多田会員

職業奉仕賞授賞式

2019-20年度

1月22日

第28回

日時／令和2年1月22日（水）12:30〜

場所／JRホテルクレメント高松 21F シエロ

会長挨拶

会

長

髙島秀樹

今日は、1月の職業奉仕月間でもあり「職業奉仕賞授賞式」を
行います。毎年、職業奉仕委員会の委員長より外部の受賞対象
者を選定して授賞式を行っていました。今年度は、岡委員長か
らの強い要望でクラブ内より受賞者を決定しました。ここで、
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例

会

職業奉仕賞の目的、対象者、選定基準を述べたいと思います。

より農業用水事業や農業用ため池事業等の農業・農村に関する

1．目的：ロータリーの「奉仕の理想」を長年色々な形で有為

業務に従事してきました。特に、海外に於いては日本政府から

な社会活動を具現化されているにもかかわらず、日の目をみ

の委託で、発展途上国において貧困からの脱却や自活への基盤

ることもなく活躍されている個人、法人及び団体を対象に送
る『賞』である。
2．対象者：職業奉仕委員会が主体となり、毎年クラブ会員に
よって推薦されたものを、1名、又は1団体とする。
3．選定基準：
①「四つのテスト」
・真実かどうか？
公私ともに、日々の言動に陰ひなたなく、嘘・偽りのな
い、生き方をされていること。
・みんなに公平か？
自分の好き嫌い、うまが合うかどうかで人選をすることが
ない、公正な心の程度。
・好意と友情を深めるか？
私情を脇に置き、周りの人々との関係性を大切に育むリー
ダーシップ力の程度。
・みんなのためになるかどうか？
周りの人々に成果をもたらしてきた実績・収益貢献力・経
営貢献の程度。
②ロータリー行動規範
・個人として、また事業において、高潔さと高い倫理基準を
もって行動する。
・取引のすべてにおいて公正に努め、相手とその職業に対し
て尊重の念をもって接する
自分の職業スキルを生かし
て、若い人々を導き、特別
なニーズを抱える人々を助
け、 地 域 社 会 や 世 界 中 の
人々の生活の質を高める。
・ロータリーやほかのロータ
リアンの評判を落とすよう
な言動は避ける賢明さ。

となるプロジェクトを担当しました。日本の国際協力プロジェ
クトの理念は、「技術移転により、自立と持続的発展を支援す
る。」ことにあります。この理念を心掛けながらパキスタンや
中国、その他の国々で現地の方々（カウンターパート）と業務
に取り組みました。
66歳で仕事の第一線を退いて個人事務所を起ち上げた際に、
これまで培ってきた技術を海外で役立てたいと以前から思っ
ていましたので、JICAシニア海外ボランティアに志願して、
2016年に南米のガイアナ国農業省に派遣されました。ここで、
若い技術者にプロジェクトの現地調査方法や計画・設計方法等
を講義・指導をしました（技術移転）。また、中国プロジェク
トの従事経験が多かったので多少中国語が出来るため、2017年
には高松市の友好都市“中国江西省南昌市”へ日本語ボランティ
ア教師として派遣され、若者達へ日本語学習の手助けをしてき
ました。また、RI2670地区が国際奉仕活動の一つとして取り
組んだ“ミャンマー少数民族村の学校建設プロジェクト”で当
時の前田ガバナーと現地視察をした際に、地区の飲用水供給プ
ロジェクトへの協力を打診されましたが、新規プロジェクトへ
の協力は見送りました。帰国後、私の職業経験からそのプロ
ジェクトのマスタープランを描き上げ送ったところ、マレーシ
アのRCから資金援助を受けて飲用水プロジェクトが完成した
のを、翌年に現地訪問して完成施設を現認しました。私が作成
したマスタープランによる奉仕ができたこと、また地域の生活
向上に貢献出来たことは非常な喜びでありました。
職業奉仕とは、「世のため、人のために奉仕する心で仕事に
従事することだ。」とも言われていますが、私の職業経験を世
のため人のために奉仕の心で、今後共役立てていこうと思って
います。

職業奉仕賞授与

増尾会員「お誕生日のお祝いありがとうございます。」
向井会員「たん生祝、結婚記念祝ありがとうございました」

職業から得た知見や技術・経
験を新興国の発展に寄与し続け
ている方が我がクラブメンバー
の中にいました。よって職業奉
仕賞を授与いたしました（職業
奉仕委員会 岡隆夫委員長）。

受賞スピーチ

二コ二コ箱

篠田日出海

篠田会員「職業奉仕賞、授賞に値するかどうかわかりませんが、あり
がとうございます。今後も頑張ります。」
新地会員「お先に失礼します。」
計￥9,000

合計￥264,000

会員掲示板
会員

「職業奉仕賞受賞にあたって ～私の職業～」
このたび、はからずも職業奉仕賞をいただき、はたしてこの
様な栄に浴する資格があるのだろうかと恐縮している次第で
す。
「ロータリーの職業奉仕」について、2019年10月2日例会で
の太田英章PDGの卓話「職業奉仕とは何か？」によると『職
業を通して、自分自身が質的に向上する。すなわち自己研鑽が
奉仕につながる。
』と示唆されています。これは、ロータリア
ン皆が、それぞれの職に於いてプロフェショナルであり、その
為には自己研鑽されて社会へ役立つ奉仕をされていることだと
思っています。それなのに何故、私に職業奉仕賞かと思ってい
るところです。私の専門職業分野の“建設コンサルタント”とし
て公共事業に関する計画・設計に従事し、国内だけでなく海外
においての活動について評価されたのかなと有り難く思ってお
ります。
そこで私の職業の一端をご紹介しましょう。農業土木技術に

ロータリーソング
●ビジター
北尾さま（京都東RC）、松野さま、八田さま（高 「それでこそロータリー」
ソングリーダー 新地会員
松グリーンRC）
●メークアップ
前田会員、増尾会員、森(恒)会員、豊田PDG、
堀(祥)会員、SOBHANI 会員、太田PDG

1月29日

2019-20年度

第29回

日時／令和2年1月29日（水）12:30〜
場所／JRホテルクレメント高松 21F シエロ

会長挨拶

会

長

髙島秀樹

『ロータリーの友』1月号に、あるテーマを基に、意見を交換
する新コーナー。「他のクラブはどうしているのだろう」
。
「こ
れって、ロータリーの常識なの？」といった素朴な疑問を、今
一度「侃侃諤諤」しませんか？を紹介します。
【今回のテーマ】
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例

会

『例会の席は固定派？それともシャッフル派？』

順番に行っています。自由席の場合は、基本的に会員が

【RCの意見】
1.中間派。

自由に席を決め、親しい人同士、または普段あまり話す
月に1回はシャッフルすべきだと思います。

⇒どうしても同じメンバーが集まる。
2.これからはAIの時代…
シャッフルプログラムを作ってみました。
⇒人間には限界のある恣意よりももっと高度な恣意を反映
できるプログラムに改良できれば…。例えば性格の合い
そうな人、趣味や嗜好が似たような人を集めたり、テー
マを決めてそれに関連した人を集めたり、など。例会が
楽しければ出席率も上がるでしょうし、ひいては会員維
持にもつながると思う。
3.シャッフル派。
⇒自分の意思によらず限られた仲間以外と会話ができる機
会。大人のスマートさを発揮できる貴重な時間だと考え
ております。座席の工夫として、
「憧れの女優」「血液
型」
「星座」など、メンバーをシャッフルできるテーマ
を考えております。最近の案は「今度生まれた時は何県
に生まれたい？」
4.個人的にはどちらでも…。ただし、新会員の席には配慮が
必要
⇒席は年度のSAAの考えで決めてみてはどうでしょう。
ただ、新会員が座る席には配慮が必要かと思います。新
会員はロータリーの情報を得て入会したとはいえ、最初
は分からないことばかりです。どの席に座るかで、入会
後の理解度も違ってきます。新会員にはロータリーの王
道を教える人を、周囲に配置する必要があります。
5.居場所がなければ退会していく。
くじ引きと握手で楽しい例会へ
⇒私が新会員だった時、知り合いが少なくて、どの席に
座ったらいいか分かりませんでした。居場所が見つから
ない新会員が多いように思います。当クラブでは、第1
例会の席をくじ引きで決め、触れ合いの握手をするよう
にしています。今まで話したことがなかった会員とも親
睦を深める機会ができ、良かったと思います。
6.例会とは、会員の個性を尊重し、和を生み出していく場所。
⇒月3回の例会のうち、固定が2回、シャッフルが1回で
す。席が固定といっても、基本的には仲良し会員が大体
同じ席に固まっています。シャッフルの際は受付で、く
じを2種類引きます。1つは自分の座るテーブル。もう1
つはラッキーナンバーで、うち5人に素敵な果物の景品
が当たる仕組みです。このように、例会では行事がマン
ネリ化しないよう、絶えずSAAが試行錯誤しています。
7.初めてくじ引きを導入。ミステリアスな例会になることを
期待。
⇒当クラブでは、常に全会員の出席を目標にSAAが指定
座席を決めている。年度初めは1年間の各委員会計画の
関係から、委員会ごとに指定座席とし、そこで大まかな
年間予定が確認できる。その後は同じ誕生月、同じ干
支、同じ星座により、座席を振り分けていた。今回初め
て、くじ引きで座席を決めることにした。毎回、どの席
になるか出席しないと分からない。大変ミステリアスな
例会になるのではないかと期待するところである。
8.自由席、委員会別、誕生月別の3パターンで、会員同士の
交流を図る。
⇒私どもの例会は「半固定シャッフル方式」となります。
今年度は、自由席、委員会別、誕生月別の3パターンを

機会がない人同士で交流できるようにしています。委員
会別の日は、その年度に配属された委員会メンバーが同
じテーブルに座り、誕生月別は、同じ誕生月の人同士が
交流を図れるようにしています。第1例会は、誕生月や
結婚記念日の月の会員をお祝いするため、対象の会員に
は前方中央のテーブルに座ってもらいます。もちろん、
ビジターの席は前方中央に定めて、全会員で心から歓迎
してます。こうした取り組みによって、特定の会員同士
の交流だけでなく、全会員がより深い関係が築けている
のではないかと思います。
今後のSAAの重要課題として、企画していただきたいと思
います。新会員の指導及び出席率向上への副次効果があるので
はないでしょうか？宜しくお願いいたします。
【次回テーマ】
『家族はロータリー活動に積極的に参加？、それとも…』と
いった素朴な疑問をいま一度「侃侃諤諤」しませんか？

客

話

株式会社スマイルメーカーズ 代表取締役

三木清太郎

様

「学生起業家としてスタートして早7年」
香川大学在学中に「起業」という生き方を知
り、これまで7年間、事業を行ってきました。
そのきっかけとなったのは、大学一年生の
冬、当時の彼女に振られたこと。
その出来事をきっかけに社会人の先輩、企業の代表者にお会
いするようになり、自分の中で「起業」という選択肢が固まっ
てきました。
始まりは「人」であり、「人」を通じて少しずつ成長する
Try to be cute ことができたことを本当に感謝しています。
今回の講演では、その経験談を具体的に紹介させていただき
ながら、その経験を通じて学んだこと、また学生時代から起業
を経験した私から見た若い世代の考えていることをお伝えでき
ればと思います。

二コ二コ箱
吉田会員「結婚記念日にお花をいただきました。34回目です。1、2
の3で、1月23日に結婚。忍耐は幸福の母でしょうか。
」
田中幹事「結婚記念のお花、ありがとうございました。」
秋山会員「お先に失礼します。」
計￥5,000

合計￥269,000

会員掲示板
ロータリーソング
●ビジター
「四つのテスト」
松村さま
（高松RC）
ソングリーダー
●メークアップ
大西会員、詫間会員、岡林会員、新地会員、中村（厳）会 宮本会員
員、森（恒）会員、前田会員、増尾会員、讃井会員、堀
（祥）
会員、SOBHANI 会員、太田会員

各委員会ミーティング

2019-20年度

2月5日

第30回

日時／令和2年2月5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

2019-2020 年度上半期（2019/9月～12月）の委員会ミーティ
ング、
『出席率向上への取り組み』を林出席委員長にまとめて
もらいました。
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例

会
の日」と「建国記念日」
、
「の」があるかないかで、何が違いが

■グループ内での決定事項
・出席率の低い会員に、例会に顔を出してもらうように、
各担当者が、月に一度柔らかく連絡を入れる
■クラブ内での検討事項
・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

あるのでしょうか？「建国記念日の日」の意味と由来をお話し
します。
昭和41年（1966年）に「建国をしのび、国を愛する心を養う
日」として定められた国民の祝日です。もともとは、日本の初
代天皇である神武天皇が即位された紀元前660年2月11日を「紀
元節」として、明治5年（1873年）から昭和23年（1948年）ま
で祭日にしていましたが、戦後、連合軍総司令部が皇室と神道
の関係が深いなどの理由から祭日を廃止しました。
しかしその後、紀元節を復活させようとする動きが高まり、

継続実施をお願いします。また、クラブ内検討事項は随時、
理事・役員会にて検討していきます。
さて、2019-2020 年度下半期の取り組みスケジュールを紹介

建国を記念するための祝日を設けることとなり、
「紀元節」か
ら「建国記念の日」と名前を変え、昭和41年（1966年）に国民
の祝日として認められ、翌年から適用されました。

します。

では、
「建国記念日」ではなく「建国記念の日」なのか？

下期のスケジュール通り、5/13・5/27 の2019-2020 年度クラ

「建国記念日」とは、「建国を記念する日」です。「記念日」

ブ活動報告、6/10・6/17 の2020-2021 年度クラブ活動計画の発
表を、それぞれ二日間で昼間例会で実施します。そして、例会

とは、歴史的事実として日付が確定している日を記念するとい

時間を30 分延長します。

う意味があり、「記念の日」とは、日付は確定していないけれ

2/5、3/18、4/8の「委員会ミーティング」では委員会メンバー

ど、そのことを記念する日という意味になります。

と話し合いクラブ活動実績報告の作成をお願いします。委員長

建国の定義は国によってさまざまですが、多くの国は「この

は皆の意見をまとめてください。そして、2020-2021年度のク

日に建国された」と日付が歴史的事実として確定しています。

ラブ活動活動計画に引き継ぎたいと思います。

例えば、アメリカの建国記念日は「独立記念日」とされ、1766

2019-2020年度会長あいさつ（クラブ活動計画：公式訪問報

年の大陸会議でアメリカ独立宣言に署名がされた日です。
しかし、日本の場合はその日付が明確でありません。神武天

告書）の最後に紹介しています文章を再度紹介します。
『全会員の「立ち位置」「居場所」を明確化し、委員長はリー

皇が即位された日は、日本書紀にも記されているのですが、神

ダーの役割を果たして下さい。それぞれの委員会活動は、委員

武天皇は日本神話の人物であり、実存しなかったと考えている

会内の全会員で対策を考え活動することが、会員相互の親睦が

人もいるため、紀元節を復活させようと話し合っているとき

図れてくるのではないでしょうか？結果に拘ることはないと思

に、神武天皇が即位された日を祝日にすべきかどうか議論に

います。』

なったそうです。

宜しくお願いいたします。

紀元節を復活させようという動きは昭和26年（1951年）ごろ
からみられ、昭和32年（1957年）には自由民主党が「建国記念

二コ二コ箱
宮本会員「誕生日のお祝いありがとうございます。」
計￥3,000

合計￥272,000

会員掲示板
ロータリーソング
「国歌」、「四季のうた」、「バースデーソング」
ソングリーダー 讃井会員

●ビジター
原さま（高松北RC）
●メークアップ
SOBHANI 会員

2月12日

第31回

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

廃案を繰り返し、昭和38年（1963年）
、名称に「建国記念の日」
と「の」を挿入することで、建国されたという事そのものを
記念する日であると解釈できるようにし、昭和41年（1966年）
に「建国記念の日」を定める祝日法改正案は成立し、2月11日
は「政令で定める日」と定められました。「建国記念の日」に
「の」が入っているのは、こんな深い訳があったのです。

2019-20年度

会長挨拶

日」制定に関する法案を提出しました。その後、法案は提出と

長

髙島秀樹

客


話

むらかわクリニック

院長

村川和義

様

「子どもの発達障害・おとなの発達障害について」
最近は発達障害に対する理解が大きく変わっ
てきています。発達障害と診断される人が少な
くとも数％は存在し、その症状は程度の差こそ

令和2年2月11日は「建国記念の日」でした。

あれほとんどの人にみられます。そして、その

「建国記念の日」は日本という国ができた日

症状は適切な支援を受けることで改善し、社会参加が可能とな

を、お祝いする日…と思いますよね？でも「建

ります。ただ、症状の現れ方や治療の効果には個人差があるた

国記念日」という言葉もあります。「建国記念

め、それぞれの人に合った対処をすることが重要となります。

（5）

例

会

また、発達障害にはグレーゾーンがあり、大人になってから、

以前、吉田会員から申し出があったと思います。基本的には

部署が変わるなど何らかの環境の変化をきっかけとして、仕事

本人任せにし、見苦しくなければ良いと思います。しかし、重

上のミスや人間関係がうまく築けないなどの悩みが大きくなっ
てから受診して、初めて気づいたという人もいます。特に女性
の場合には言語能力が比較的高いために、表面的には気づかれ
にくく、社交的および内面的な問題が深刻となってから受診す
る人も多くみられます。
改正障害者雇用促進法では職場での合理的な配慮の提供が義
務化されました。また、障害者の法定雇用率の算定基礎に従来
の身体障害者、知的障害者に精神障害者が追加されました。発
達障害は精神障害者に含まれます。

要な行事（ガバナー訪問、地区大会、IM等）ではスーツ・ネ
クタイ・バッジ着用が必須だと思います。

二コ二コ箱
多田会員「2/8に初孫が誕生しました。生命の誕生はいいものです。
先輩方のよきアドバイスを頂けたら幸いです。」
長町会員「結婚記念日にきれいなお花を頂きありがとうございました。
みなさん大変なお世話になりありがとうございました。」
秋山会員「誕生日のプレゼントありがとうございました。」
計￥6,000

合計￥278,000

会員掲示板
●メークアップ
田中
（弘）
会員

ロータリーソング
「我等の生業」
ソングリーダー 石井会員

2月19日

2019-20年度

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

会長挨拶

会

長

髙島秀樹

1月29日の例会で、ロータリーの友1月号に掲
載されていた【侃々諤諤コーナー】で、「例会
の席は固定派？それともシャッフル派？」につ
いて紹介させてもらいました。
この「例会の席」については、今年度2回目
の「侃々諤諤コーナー」で1回目は昨年の10月号に、「例会の服
装、どうしていますか？」として掲載されていましたので紹介
します。
① 作業現場からでも出席しやすいように、約10年前から服
装自由。
② 「スーツじゃないと怒られる」一度、ベテラン会員や新
会員の意見を聞き、検討する。
③ 「週一日くらいはネクタイを締めてキリッとした生活が
理想で、それこそ例会だ」わがクラブには、SAA直属の
「お手付きボックスがあり、遅刻、早退、バッジ忘れには
寸志を入れていた。
④ 特にスーツで参加しなければいけない、ということはな
いが、
「ロータリーバッジは着けよう」という声が出てい
る。
⑤ ジャケット着用が大半ですが、個人の自由でよいと思う。
⑥ 仕事着はよいが、私服はNG。昔はロータリーバッジを
忘れたら先輩から怒られましたが、最近では、それを指摘
する人がいなくなったのが少し寂しい気もします。
⑦ 服装は基本的には本人任せである。ロータリアンとして
見苦しくさえなければ、特に規定などは設けていない。
7つの事例を紹介いたしましたが、現場から出席する場合は
作業着でも良いと思います。

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。

二コ二コ箱
高松東ロータリークラブ 森和夫さま
「米山奨学生「張清」（ちょうせい）さんに卓話をさせてい
ただきました。」
渡辺会員「多田会員、49才の初孫、おめでとうございます。
」
吉田会員「米山奨学生の張清さん卓話ありがとうございました。みな
さん米山奨学会に寄付をして下さい。よろしくお願いしま
す。」
田中（弘）会員「お先に失礼致します」
堀（祥）会員「ロータリーバッチを忘れました。」
計￥12,000

合計￥290,000

会員掲示板
ロータリーソング
●ビジター
「奉仕の理想」
森さま
（高松東RC）
ソングリーダー
●メークアップ
堀川会員、今城会員、増尾会員、上村会員、森(恒)会 新地会員
員、 岡(隆)会 員、 岡 林 会 員、 堀(祥)会 員、 篠 田 会 員、
SOBHANI 会員、藤田会員

（6）

2020年3月例会予定 水と衛生月間
No. 日

時間

場所

12:30〜

JRホテルクレメント高松

35 11

12:30〜

JRホテルクレメント高松

36 18

12:30〜

JRホテルクレメント高松

各委員会ミーティング
定例理事役員会

37 25

12:30〜

JRホテルクレメント高松

卓話「香川県庁舎について」

34

4

例会プログラムおよびその他
客話「香川大学RAC

活動報告」

香川大学ロータアクトクラブ

客話「全国中学生人権作文コンテスト入賞

会長

谷口 若奈 様

“母に学ぶ男女共同参画”」
岡山白陵中学校1年

藤田 和佑

林幸稔 会員

2020年4月例会予定 母子の健康月間
No. 日
38

1

時間

場所

18:30〜

例会プログラムおよびその他

ガーデンカフェ栗林

３月の誕生者
〜おめでとうございます〜

堀

新会員歓迎例会（夜間例会）

祥二（12日）、MASOUD SOBHANI（19日）

１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

１月累計

236

52

30

157

54

3

160

編集後記

昨年末、新型コロナウ
イルスの感染が中国湖北

出席率
74.83 ％

を人格化したもの」といえるでしょう。
一方、概念的思考でいえば、「人を愛し、交友を楽し

省で報告されて以来、世界を席巻し次々と予防処置とし

む」ことに連なる儒学八徳でいう「仁義禮智忠信孝悌」

て人々の集いが中止延期に追い込まれています。そんな

で、それができる人たるには「仁義禮智」の四徳＋信の

あまり外に出づらい時、頭をよぎるのは哲学的思考では

五つの徳目である五常を説いています。皇統を踐祚さる

ないでしょうか。現在哲学の課題は宗教に回帰すること

御名に仁の字が連なるのも頷けます。人と人との交わり

なく、価値相対主義をいかに克服するかである、と言わ

にあっては四維「禮義廉恥」を必要とします。

れています。ニーチェが「神の死」を宣言するずっと

また、人と人が集まる集団を維持発展させるキーワー

前、神は「高さ」と「広さ」によって人間の生の意味と

ドの1つを「正直・慈悲・智恵の三徳を具現化したもの」

社会の秩序を保ってきました。「高さ」としての超越性

と、混乱の極みの南北朝時代に北畠親房公の神皇正統記

は、存在不安を打ち消すと同時に「神の御名のもと」に

は論を展開しています。私たちロータリアンの奉仕のこ

何でもありの絶対的存在即ち超越的なものへの憧れを喚

ころは人間が人間たる森羅万象のこころとして発露でき

起し、「広さ」としての普遍性は宗教的権威に裏打ちさ

るものを6ページの3月号で発揮しています。ご一読くだ

れた社会の秩序＝善悪の秩序に結び付いていました。あ

さい。

るいは、日本古来の神は、ひとことで言えば「自然現象
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