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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

最終例会

2019-20年度

6月24日

第39回

日時／令和2年6月24日（水）13:00〜
場所／JRホテルクレメント高松

会長退任挨拶

会

長

髙島秀樹

一年間、有難う御座いました。
新型コロナウイルスの影響で2020年3月～6
月まで殆ど休会になり、運営方針の柱である
「委員会ミーティング」が実施できなくて残
念でなりません。しかし、クラブ活動報告・
活動計画の発表会が実施できたことは、皆様
の協力のお陰と思っています。
今年度の高松南ロータリーの運営方針
「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」の発表前に、クラブ内の問題点を話しましたが、覚えて
いるでしょうか？クラブ活動は全員でするもので、一部の会員
がするものではない。その行動指針として「委員会ミーティン
グ」を運営方針の柱にしました。結果的には、良い成果を得ら
れませんでしたが、新たな例会の進め方の事例になったのでは
ないかと思います。2020-2021年度 今城会長運営方針に取り上
げて頂き、大変嬉しく思っています。
さて、6月24日の最終例会で私のロータリー退会の件を突然に話
しましたが、お許しください。次年度で直前会長（理事）指名委
員会のメンバーの役割があることは知っていました。退会に関し
ては、3年前の幹事時より思っていたのですが、幹事・会長エレ
クト・会長をやり遂げてからという信念で頑張ったつもりです。
皆様にも失礼な言葉を発した事もありますが、お許しください。
平成24年に入会して8年間、大変お世話になりました。在籍
中は皆さまに良くして頂き、とても感謝しております。今後も
高松南ロータリークラブが末永く続きますことを心より祈って
おります。有難う御座いました。
謹白

幹事挨拶

幹

事

田中

理

ロータリー歴4年と未熟な私ですが2019-20
年度幹事を無事に終えることができたのも、
会員皆様のご協力と暖かいご理解のおかげだ
と感謝しております。クラブ計画書をこんな
にも折り目がつくほど読み返したことはあり
ませんでした。
幹事を経験させていただいて、ロータリーを勉強し、益々楽
しく感じております。次年度からもロータリーを楽しみ、新会
長・幹事のサポートができればと思います。
一年間ありがとうございました。

幹事報告

2019-2020年度 第7回クラブ協議会（高松グリーンRC）
2020-2021年度 第2回クラブ協議会（高松RC ）
ガバナー補佐挨拶

12:30〜13:30

2019-2020年度ガバナー補佐 角田朝則様
2020-2021年度ガバナー補佐 髙関忠三様
7/1
（水）2020-2021年度第1回例会
会長・幹事 認証状伝達式
新理事・役員 就任式
新会員入会式
森 篤史会員（三井住友信託銀行）
住田英樹会員（有限会社 IBコンシェルジュ）
牟禮昌史会員（ムレコミュニケーションズ）
会長挨拶 第63代会長 髙島秀樹
会長エレクト 今城広治 次年度活動方針

1 年間お疲れさまでした。

二コ二コ箱
田中（理）幹事「皆様のご協力のおかげで無事に一年間、幹事をやりと
げる事が出来ました。次年度も積極的に参加したいと思い
ます。一年間ありがとうございました。」
角田朝則ガバナー補佐「一年間大変お世話になり、有難うございました。」
詫間会員「戦略計画委員会、一年間お世話になりました。」
髙島会長「8年間、ありがとうございました。」
谷本会員「髙島会長、田中幹事おつかれ様でした。」
宮本会員「林委員長ありがとうございました。」
上村会員「お先に失礼します。」
計￥24,000

合計￥364,500

会員掲示板
●ビジター
角田朝則ガバナー補佐
●メークアップ
豊田PDG、森
（恒）
会員、前田会員

2020-21年度

7月1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 中村（厳）会員

第1回

日時／令和2年7月1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

「記念すべき第一回例会に参加してくださっ
た高松南の皆様、ありがとうございます。
」
今年度高松南RC会長に選任していただいた
今城広治です。私は2008年、堀会員、佃会員の推薦のもと高松南
に入会させていただき、今年会員歴12年目となります。7年前の
ソバハニ会長の年に幹事を経験していますが、ロータリアンとし
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例
て、私はまだまだ未熟ですので身が引き締まる思いでおります。

会

昨今、日本はもちろん世界も新型コロナウイルスと闘っておりま

藤田会員「国際委員会委員長、一年間よろしくお願いします。国際委
員の活動の場を下さい。」

す。会員の皆様の事業も大変だろうと思われるこの時代、高松南

中村（厳）会員「親睦委員の皆様、1年間よろしくお願いします。」

RC会長という重責は大変なものだと感じておりますが、皆さん
のご協力を請い、クラブ運営を行いたいと決意しています。
・国際ロータリー（RI）テーマ（ポルガー・クナーク氏）
「ロータリーは機会の扉を開く（Rotary Opens Opportunities）
」
・国 際ロータリー第2670地区（RID）運営方針 （R12670地区
2020-21年度ガバナー篠原徹氏）
「行動するロータリーを目指そ
う（Let’s Take Action & Act Locally）
」
・2020-2021年度高松南ロータリークラブ運営方針（高松南第64
代会長今城広治）
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！」

計￥62,000

合計￥62,000

会員掲示板
ロータリーソング
●メークアップ
前田会員、多田会員、新地会員、森 「国歌」「四季のうた」「バースデーソ
（敬）
会員、田中
（弘）
会員、森
（恒）
会員 ング」
ソングリーダー 大西会員

7月8日

2020-21年度

第2回

日時／令和2年7月8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

「このコロナ禍でもこのように皆さんとお
会いできることに感謝いたします。
」
そして、今回九州豪雨で被災しお亡くなり
になった方々のご冥福をお祈りいたします。
プロ野球も無観客で開催しております。今
回は、
『ことだま』という野球魂を熱くする
名言集をご紹介します。
「野球太郎」編集部と石井孝さんが編
集したものです。
・ 目標 僕は夢は見ない。常に目標を掲げる。 松坂大輔

幹事報告

7/1現在 会員数 59名
7月Rレート：１ドル＝108円（6月 110円）
※国際ロータリー日本事務局管理室から報告
新会員 森 篤史氏・住田英樹氏・牟禮昌史氏 本日入会式
2020-2021年度 地区研修・協議会……開催中止
短期交換留学生受入……中止
第1回ロータアクト提唱クラブ連絡会議……開催検討中
高松養護学校夏季集中研修会……開催中止
2020年 夏季家族例会 8月19日（水） 於 パールガーデン

二コ二コ箱
板坂会員「皆さん、ごぶさたしております。」
森（恒）
会員「春の叙勲をいただきました。誕生祝有難うございました。
」
今城会長「2020-2021、１年間よろしくお願いします。」
田村幹事「周りの方のお力を借りながらになると思いますが頑張りま
す。私の場合は2年間よろしくお願い致します。」
住田会員「入会御礼」
牟禮
（史）
会員「入会御礼」
多田会員「前田会員、新社屋の備品をいただきありがとうございまし
た。みなさん、ぜひ完成後行きましょう！また広報・IT・
雑誌委員で一年間よろしくお願いします。」
SOBHANI会員「今城会長、田村幹事、就任おめでとうございます。
庵治で農業していて遅れました。」
堀
（祥）
会員「牟禮昌史さん、入会おめでとうございます。副SAA１年
間よろしくお願いします。」
篠田会員「プログラム委員として頑張りますので、よろしくご協力を
お願いします。」
岡
（佳）会員「本年度米山奨学の委員長を仰せつかりました。本日、早
速渡辺成剛会員より10万円の寄付をいただきました。1年
間よろしくお願い致します。」
豊田PDG「誕生祝ありがとう」
新地会員「誕生祝、郵送いただきありがとうございました。」
合田会員「誕生日のお祝い、ありがとうございました。今年度もどう
ぞよろしくお願い致します。」

・見えないところ

努力は人が見えないところでするものだ。
努力を積み重ねると、人に見えるほどの結果が出る。 長嶋茂雄
・24時間 平等に与えられた一日24時間という時間をどう使
うかは自分たちに任されています。自分はその時間の全てを
野球につなげようと考えてきました。 野茂英雄
・努力 努力は必ず報われる。もし報われない努力があるの

なら、それはまだ努力とは呼べない。 王貞治
・悔しさ 悔しさは、それに耐えられる人間にしか与えられ
ない 松井秀喜
・不思議な力 野球に限らず、どんなことでも最後は「人」
に行きつく。磨かれた人間の思いが集まることで、不思議な
力が発揮される。 西谷浩一 大阪稠蔭高校
・ ロータリーの不思議な力
どんなところでも最後は「人」
に行きつく。磨かれた人間の思いが集まるロータリーで、不
思議な力が発揮される。 今城広治 高松南RC

幹事報告

会員増強地区セミナー／クラブ研修リーダー育成セミナーのご案内
1．開催日時：2020年8月22日（土）
第1部 会第員増強地区セミナー
第2部 クラブ研修リーダー育成セミナー
登録開始 12:00
登録開始 14:00
開
会 12:30
開
会 14:30
閉
会 13:55
閉
会 16:00
※昼食をお済ませの上、お越しください。
2．開催会場： ホテルパールガーデン
第19回ロータリー全国囲碁大会
・日時 2020年10月3日（土）09：30登録受付
・会場 東京・市ヶ谷の日本棋院本院1階対局室
・主催 ロータリー囲碁同好会
共催 第2580・2750地区 ホストクラブ 東京RC
・参加料
7000円（昼食代、賞品第等含む）
夏季家族親睦例会 中止
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例
2019-2020年度 第3回クラブ協議会
５大奉仕委員長活動計画発表
・
【クラブ奉仕委員会】
田村 禎啓委員長
・
【職業奉仕】
林
幸稔委員長
・
【社会奉仕・環境保全委員会】
岡
隆夫委員長
・
【国際奉仕委員会】
藤田 徳子委員長
・
【青少年奉仕･ローターアクト委員会】
熊田
浩委員長
2020-2021年度 活動計画
『クラブ奉仕委員会』
会長エレクト 田村 禎啓
Ⅱ．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。
『職業奉仕委員会』
委員長 林 幸稔
Ⅱ．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
『社会奉仕・環境保全委員会』
委員長 岡 隆夫
Ⅱ．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
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
Ⅱ．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

会
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）

二コ二コ箱
金岡会員「お先に失礼します。申し訳ありません。」
計￥1,000

合計￥63,000

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

第3回

7月15日

2020-21年度

堀（一）会員

日時／令和2年7月15日（水）12:30〜

会長挨拶

場所／JRホテルクレメント高松
会

長

今城広治

「上村光男会員、四国マホービン株式会
社・株式会社ティーブィシー、会長就任おめ
でとうございます。
」
私の仕事は、悪い歯並びを正しい状態に移
動させることです。そこで、歯が動く仕組み
について説明します。
歯は歯根膜と歯槽骨（顎の骨）から支えられています。歯根
膜は、繊維で出来ていて、物を噛んだときの力を分散させるクッ
ションの働きをしてします。また、歯根膜には神経や血管が通っ
ているので、歯根に栄養を供給したり、物を噛んだときの感触を
脳へ伝える働きもしています。矯正治療によって歯に弱い力を加
えると、歯根膜が伸縮します。歯根膜の線維はある程度の幅を維
持しようとするため、矯正によって歯根膜が縮んだ部分では破骨
細胞が周囲の骨を吸収していきます。反対に、歯根膜が伸びた部
分では、骨芽細胞が骨を増やして歯根膜の幅を一定に保ちます。
矯正治療ではこのような骨の代謝機能を利用して歯を移動し
ます。緩やかな力を加えることで骨の代謝を促すため、矯正治
療には時間がかかるのです。

二コ二コ箱
秋山会員「ロータリー財団委員会、一年間宜しくお願いします。
」
SOBHANI会員「毎週水曜日、夕方６時から、KSB放送の「KSBスー
パーJチャンネル」でコメンテイターをしています。今日
も出演します。おかげさまで」
中村（厳）会員「お先に失礼いたします。」
計￥6,000

合計￥69,000

会員掲示板
ロータリーソング
●ビジター
四之宮さま
（高松東RC）
、松本さま
（高松西RC） 「奉仕の理想」
ソングリーダー 大西会員
●メークアップ 森
（恒）
会員、林会員

★新型コロナ感染拡大防止のため

休会

7月22日、29日
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2020年8月例会予定 会員増強･新クラブ結成推進月間
No. 日
4

5

時間

場所

12:30～
13:30～

例会プログラムおよびその他

JRホテルクレメント高松

12
5

19

6

26

卓話「国際ロータリー世界本部を訪ねて」

豊田章二PDG

定例理事役員会
休会（定款第8条による）

12:30～
13:30～
12:30～

JRホテルクレメント高松

JRホテルクレメント高松

詫間行芳戦略委員長 （夏期家族親睦会 中止）
22日会員増強/研修
リーダーセミナー

卓話「地区役員･委員について」
定例理事役員会
卓話 ｢会員増強について」

太田英章PDG

2020年9月例会予定 基本的教育と識字率の向上月間、 ロータリーの友月間
No. 日
7

2

時間

場所

12:30～

JRホテルクレメント高松

７・８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
卓話「基本的教育と識字率の向上」

未定

７月

豊田
森

章二（19日）、近藤
恒弘（30日）

弘行（23日）、合田

弘朗（28日）、

８月

岡林 正文（₂日）、中村
篠田日出海（17日）、西野

厳友（₅日）、松木
信也（31日）

リカ（₉日）、

６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

₆月累計

232

52

10

72

21

7

79

編集後記

「井の中の蛙大海を知
らず」 と云うことわざ
を聞きます。
「狭い世界に生きて広い世界のことを知ら
ない」という意味ですが、実は後になって「されど空の
深さを知る」という続きが作られたそうです。「狭い世
界で一つのことを突き詰めたからこそ、その世界の深い
ところまで知ることができた」ということをあらわして
います。「広く浅く」か「狭く深く」かと、いったとこ
ろでしょうか。
私たちは日々の生活の中で、非常に多くのモノに関
わっています。針供養に代表されるように、道具をただ
の道具として扱うのではなく、美意識や感謝を持って扱
うことで私たちの生活や仕事環境は豊かになります。そ
こには他人と異なる「こだわり」と云うあまり人に説明
しづらい部分があります。特別な注意を払って作られた
モノにはそれだけの価値があるし、人々はそうして作ら
れたモノから喜びや満足感を得るのです。
私たち身の回りのモノづくりの特徴として感心するの

出席率
78.95 ％

は、次々と自動で作る技術だけでなく、その過程に何ら
かの人（職人さん）の知恵が入ることで、製品に特別な
「品質」
「品格」を与える技術も持っている点です。モノ
づくりを単に自動運転にして、がちゃんこガチャンコと
機械で同じモノを作るのとは違います。
現場において機械化や現代化は重要ですが、そんな中
でもこうした古き良きモノづくりの品質も残す。それ
がMADE IN JAPANの格ではないでしょうか。世界の
人々から尊敬を集めている日本製品も、技術的にはパー
フェクトでないかもしれない。しかし、そこには機械が
作ったものにはない特別な魅力を持っている。各地の名
産布の手づくりマスクにしても、着尺でも木工品でも焼
き物でも何でも、大量生産にはない良さがあるから人々
から愛され尊敬されるのでしょう。
人の手を加えることの価値を、人の手を通して、人の
手の温もりのあるもの。それが奉仕のこころに通じるで
しょう。そんなロータリー新年度の合併号です。お読み
ください。
（編集子）
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