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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

幹事報告

クラブ年次総会

2020-21年度

12月2日

第20回

日時／令和2年12月2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

「2021-22年度の短期交換事業を中止とする
連絡がございました。残念ですが仕方ありま
せん。」
クラブ年次総会
宮脇指名委員長より、次々年度会長に「白
井克彦」会員を指名頂き、全会一致で承認さ
れました。また、次年度の理事については、田村禎啓現会長エ
レクトより発表されました。
幹事：副幹事の「中村耕太郎」会員
会計：引き続き会計の「近藤弘行」会員
職業奉仕担当理事：「多田耕三」会員
社会奉仕・環境保全担当理事：「岡隆夫」会員
国際奉仕担当理事：「岡佳寿也」会員
青少年奉仕・ローターアクト担当理事：「田中理」会員

卓

話

㈱スミセイハーモニー 代表取締役社長兼高松オフィス所長

鎌田

12:30〜13:30

恵徳

様

「障がい者の社会活躍推進について」
お久しぶりです。約10年前お世話になって
いました鎌田です。
㈱スミセイハーモニーは大阪本社の特例子
会社で、約200名の障がい者が働いています。
身体・聴覚・知的・発達・精神障がいと、
いろいろな障がいがある職員が一緒に働いて
おり、職員同士がお互いの障がいを理解し配慮しあって長く安
定的に働くことのできる職場づくりを目指しています。精神面
の支援をする専門支援員（精神保健福祉士等）を20名配置して
おり、定着率は2年後で95％と業界トップクラスです。
現在は地方都市でのサテライトオフィス展開とテレワークの
推進に注力しています。
今年10月、高松にサテライトオフィスを開設し、テレワーク
環境を整備しています。
今後の構想として複数の企業が参加するシェア型サテライト
オフィスとテレワークを融合させて、安心して働ける環境を創
造し、もっと多くの障がい者の社会活躍を応援できたらと考え
ています。
クラブ幹事総会 次年度（2021-22年度）理事 （敬称略）
会
長
田村 禎啓
現会長エレクト
副会長（会長エレクト） 白井 克彦
現会長ノミ―
幹
事
中村 耕太郎
会
計
近藤 弘行
職業奉仕
多田 耕三
社会奉仕・環境保全
岡
隆夫
国際奉仕
岡 佳寿也
青少年奉仕・ローターアクト 田中
理
直前会長
今城 広治
現会長
S.A.A．
堀
一代

会員数：58名
12月Rレート：1ドル＝105円
・12/04 高松大学・高松短期大学 職業指導懇談会
【パネリスト】
㈱香川銀行・小野㈱・㈱日鋼サッシュ製作所・㈱ラブ・ラボ・
大協建工㈱・㈲向陽自販 ⇒ 今城会長 林会員 田村 出席
・12/09 忘年家族親睦会
⇒ ◆注意…集合時刻＝18：15、
［受付開始］18：00～
［集合写真撮影］＝18：20～
例会変更
他クラブ WB掲示

二コ二コ箱
宮脇会員「白井会長ノミニーをよろしく。三宅先生、色々ありがとう
ございました。」
太田会員「誕生祝ありがとう。88歳になりました（12月5日生）米寿」
田中会員「先週の夜間例会しかたなく欠席致しました。」
豊田会員「私の会社㈱浜崎が第二回米山特別功労法人で表彰されました。」
上村会員「誕生日プレゼントありがとうございました。61歳になっ
てしまいました。」
SOBHANI会員「毎日庵治のオフィスで仕事しています。庭の畑で、
大根とカブがたくさん出来ています。いつでも取りに来て
下さい！」
平井会員「誕生日のお祝いありがとうございました。」
大西会員「誕生祝いありがとうございます。50代最後の年となりま
した。」
藤田会員「先週は、栗林公園でのサーカスイベントにご出席いただ
き、ありがとうございました。おかげ様で連日、満席で千
秋楽を迎えることが出来ました。みなさん、風邪ひかれて
いませんか？」
大橋会員「結婚記念日にお花を頂きありがとうございました。お蔭
様で50周年が過ぎました。腰痛で例会欠席が続きました
が、今は良くなりましたので宜しくお願いします。
」
中村(厳)会員「お先に失礼いたします。12/9の家族例会よろしくお願
いいたします。」
増尾会員「結婚記念日の花ありがとうございました。」
計￥27,000

合計￥309,000

会員掲示板
ロータリーソング
●メークアップ
堀(祥)会員、田中(弘)会員、田中 「国家 四季のうた」「バースデーソング」
ソングリーダー 森(篤)会員
(理)会員

忘年家族会

2020-21年度

12月9日

第21回

日時／令和2年12月9日（水）18:30〜
場所／JRホテルクレメント高松

会長挨拶

会

長

今城広治

「新型コロナが香川県で拡大している中、クリスマス例会を
開催するかどうか悩みました。理事会では最終的には会長判断
でということで本日を迎えました。開催にあたり、親睦の中村
厳友委員長には大変なご苦労をおかけしました。この場をおか
りしてお礼申し上げます。出席の皆さん、クリスマス例会をお
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例
楽しみください。」
田村副会長より次年度SAAに、堀一代会員が選任されました。
また、堀川出席委員長より皆出席者表彰式が行われました。
出席状況（2020年6月末まで） 通期連続100％出席者（23名）
通期年数 氏名（敬称略）

47
41
34
32
28
21
18
16
13

豊田
松本
森
堀
太田
詫間
田中
藤田
前田

章二
周平
恒弘
祥二
英章
行芳
弘之
徳子
恭典

通期年数

11
7
6
4
3
2
1

氏

名（敬称略）

今城 広治
林
幸稔
堀川 満弘
岡林 正文
篠田日出海
中村耕太郎
中村 厳友
宮本 直樹

会
中村会員「本日は誠にありがとうございました。」
大西会員「若干インチキの皆勤ですが表彰ありがとうございます。
」
吉田会員「かぞくかいさいにかんしゃ。ありがとうございました。
」
宮本会員「100％出席継続します！！」
岡(隆)会員「メリークリスマス！！」

多田
田中

耕三
理

堀
新地
大西

一代
良洋
玉喜

中村厳友親睦委員長より
コロナ禍で開催自体危ぶまれる中、皆様のご協力でクリスマ
ス家族例会を開催することが出来ました。
夏のリベンジとなった今回の例会では、小さなサンタも登
場！参加いただいた皆様ありがとうございました。

ソバハニ会員「毎日庵治のオフィスでトレーニングして胴回りが10
㎝減、血糖値も改善しました。おかげさまで」
堀川会員「結婚記念日のお花ありがとうございます。ぜひ100％出席
に御協力下さい。お願いします。」
計￥25,000

会員掲示板
●メークアップ
豊田会員、宮本会員

前田会員「13年連続出席表彰ありがとうございました。ホームクラ
ブ出席は少ないですけどメイクアップしてなんとか連続出
席できてます。」
今城会員「本日のクリスマス例会出席の皆様ありがとうございます。
感謝しております。」
多田会員「すてきなプレゼントありがとうございました。」
田村会員「クリスマス会御参加ありがとうございました。会長の初仕
事させていただきました。来年もよろしくお願いします。」
ソン シ シ

リ コン

豊田会員「元米山奨学生よろしく。孫偲偲さん、李鯤さん 」

第22回

日時／令和2年12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

「RIより第42回RYLAセミナー中止のご連絡をいただきまし
た。また来年2月23日実施の「おもてなし遍路道ウォーク」に
関しても参加中止となりました。
」
さて、今日はあまり知らない歯医者の話です。まず、歯科大
学は、国公立11校、私立15校（19学部）あります。歴史からお
伝えしますと、最も古い大学は、1907年設立の東京歯科医学専
門学校（現東京歯科大学）です。旧六（きゅうろく）とは終戦
時に存在していた旧制歯科医学専門学校のうち、戦後直後に廃
校にならずに大学に昇格した6歯科大学をいい、現在の東京歯
科大学、日本歯科大学、日本大学歯学部、大阪歯科大学、九州
歯科大学、東京医科歯科大学を示します。それにしても2023年
に、伝統ある東京歯科大学が慶應大学歯学部として合併される
というのは、本当にさみしいです。
国公立の初年度納入金は¥817,800で、6年間学費は¥3,496,800で
す。私立の学費は差がありますが、最も高い学費が東京歯科大
学で、初年度納入金¥9,457,000、
6年間学費¥32,142,000となります。
次に国家試験合格率が大学の価値をはかる指標となります。
厚生労働省が2020年3月16日に発表した第113回歯科医師国家
試験の合格状況によると、合格率がもっとも高いのは、「東京
歯科大学」96.4％で、全国平均の歯科医師国家試験合格率は
65.6％ですので大きく上回ります。
歯科大に入学しても、歯医者になるのは大変だという話です。

客

二コ二コ箱

ロータリーソング 「我等の生業」
ソングリーダー 大西会員

12月16日

2020-21年度

幹事報告

・12/16 第6回定例理事役員会開催
・2020年1月6日 新年会 時間：18：30～（夜間例会）
会場：喜代美山荘 花樹海
例会変更
他クラブ WB掲示

合計￥334,000

話

オフィスうえた 代表
ヨウ シ

植田

康裕

様

「陽子線がん治療」
がん治療には、患部を切る手術療法、抗が
ん剤を使用する化学療法、放射線治療があり
ます。放射線治療の中に「陽子線治療」とい
う、水素の原子核を利用する治療法があり、
一般的なＸ線療法は他の器官や組織に障害を
与えやすいが、陽子線治療法はがん病巣のDNAへの照射率を高
められるため治療効果が高く、周囲の正常組織への影響を軽減で
きるメリットがあり、近年注目されている治療法です。治療日数
は患者により差があるが、前立腺がんの場合で4～6週間、肺がん
や肝がんは2～7週間ほどが一般的です。前立腺がんは手術後に尿
失禁の合併症が出やすいが、陽子線治療だと治療後の尿失禁は見
られないなど、副作用リスクが少ないのも特長です。陽子線治療
は肺、肝臓、食道、乳がんなど多くのがんが対象で、胃や腸など
消化器系のがんには適応できないなど、いくつかの条件もありま
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例
す。前立腺がん、外科切除が難しい骨軟部腫瘍、小児がん、頭頸
部腫瘍の一部は公的医療保険が適用されます。公的医療保険の適
応されない治療は、生命保険の先進医療特約に加入していれば、
先進医療部分については保険金でカバー出来ます。陽子線治療自
体は、治療に痛みがなく1回あたりの治療時間も短く全国に18施
設あり、昨年1年間で約4,000件治療しているが建設費に80億かか
る為、残念ながら香川県に無くほとんどの方が知らないのが現状
です。助かる命を助けるために一人でも多くの方に陽子線治療を
知って頂きたい。

幹事報告

・1/6 【未定】新年例会 花樹海にて
・12/30 休会（定款8条）
・本日第5回定例理事役員会開催
例会変更
他クラブ WB掲示

18：30～20：30

二コ二コ箱
詫間会員「結婚祝い有難うございました。何年目か数え切れなくなり
ました。皆出席者表彰有難うございました。」
岡林会員「皆出席表彰ありがとうございます。先週のメイクアップ直ち
に実施いたします。」
豊田会員「皆出席表彰ありがとうございました。」
田中(理)会員「お先に失礼致します。」
藤田会員「皆出席表彰：16年ありがとうございます。 」
堀会員「皆出席表彰ありがとうございます。」
吉田会員「卓話の植田さん最後まで聞けなくてごめんなさい。」
計￥8,000

合計￥342,000

会員掲示板
●メークアップ
豊田会員、堀会員

ロータリーソング
「奉仕の理想」 ソングリーダー

大西会員

第5回クラブ協議会

2020-21年度

12月23日

第23回

日時／令和2年12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

「今年も早いもので、最後の例会となりました。皆さま、お
仕事・家庭・ロータリー活動といろいろあったと思います。私
は今年得た教訓を来年にいかし、輝かしくなくてもいいので普
通の生活が出来る令和3年となる事を期待しています。半年間
ご協力ご支援ありがとうございました。」
12月2日「年次総会」の欠落事項である財務報告を行なった
後、私のクラブ活動計画に基づき、上半期の報告を行いました。
１ 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！
・新会員3名 森篤史さん 住田英樹さん 牟禮 昌忠さん
・2020.7.22  7.29の2日、感染拡大予防のため休会
2020.8.19  夏季家族親睦会は、通常例会に変更
・次々年度会長 白井克彦会員
２ 会員卓話の充実 7回実施
委員会ミーティング 2回実施
３ 積極的な活動参加（新型コロナウイルスの状況を見て）以
下実施
炉辺会合・新会員歓迎会・観劇例会・クリスマス例会・一日
会ゴルフ大会3回・高松クリーンデイ参加・高松北40周年参
加・職業指導懇談会
４ 募金活動 国際ピアノコンククール（10万）
スペシャルオリンピックス協賛（1万）
かがわ被害者支援センター（1万）

会
５

未実施項目 短期交換事業（中止）
鎌倉芳太郎顕彰碑準備委員会への協力
姉妹クラブ訪問
高松養護学校への訓練用自転車を寄贈するプロジェクト
12/23第五回クラブ協議会5大奉仕活動半期報告
⑴ 新型コロナウイルス感染拡大対策
・ワクチンや特効薬を含め、先が見えるまで、拡大しないよう
あるいは収束できるよう、ロータリアンとして日本人とし
て、正しい行動をする。
・新型コロナウイルス拡大状況や近隣クラブの活動状況を鑑み、
本クラブの例会およびロータリー活動を臨機応変に対応していく。
⑵ 会員卓話の充実
・プログラム委員会と協力して、年度を通して可能な限り多く
の会員から卓話をして頂く（テーマは、自由）
。そうするこ
とで、会員の心を知ることができ繋がりを持つことができる。
・特に、ロータリーの先輩から話は、襟を正して拝聴し、ロー
タリーの心得を学ぶ。
⑶ 積極的な活動参加（新型コロナウイルスの状況を見て）
・夜間例会には積極的に参加し、おおいに語り合い、信頼関係を深
める。
（新会員歓迎会、炉辺会合、観劇例会、クリスマス例会）
・姉妹クラブ訪問も企画し、参加をお願いする。
（未訪問）
・ゴルフ部、野球部、釣り部等の活動にもご理解ご協力をお願
いする。
（一日会再開 3回終了）
・奉仕活動の参加をお願いする。
（クリーンデイ参加）
その他①・高松北40周年 参加
その他②・職業指導懇談会（高松大学・高松短期大学）
（職業奉仕委員会）
参加企業
小野株式会社・株式会社香川銀行・大協建工株式会社・株式
会社日鋼サッシュ制作所・株式会社ラブ・ラボ
・募金活動のご協力をお願いする。
国際ピアノコンククール
10万
スペシャルオリンピックス協賛 1万
かがわ被害者支援センター 1万
⑷ 委員会ミーティングの継続
・昨年度から始まった委員会ミーティングは、テーマを持って
開催し、内容を吟味する。
（2回実施）
⑸ 出席率の向上
・以上のロータリー活動を通じて、会員同士で出席を促していく。
・オンラインでの例会参加も模索する。
（出席率向上）
⑹ 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
・ロータリー財団地区補助金を使わせていただき、高松養護学
校に、訓練用自転車を寄贈するプロジェクトを行い、生徒た
ちの自立に少しでも役立つ機会にしたい。（補助金獲得訓練
用自転車発注中）
⑺ 鎌倉芳太郎顕彰碑準備委員会への協力
・佃昌道会員が会長を務める鎌倉芳太郎頸彰会で検討し、沖縄に
芳太郎顕彰碑建立を実現しようと、近く総会を開くことになった。
高松南RCの会員、家族にもぜひ鎌倉芳太郎顕彰会に名を連
ねていただき、もしご都合がつくようでしたら、近く開かれる
鎌倉芳太郎顕彰会総会にも参加をお願いする。
残念ながら、昨年12月に焼失した首里城の再建に、鎌倉芳太
郎の資料が再び見直されることになることは間違いなく、頸彰
碑の建立が少しでもそのお役に立てることを祈念する。（沖縄
訪問未定）

幹事報告

・12/30 休会（定款8条）
・1/6 新年例会 “夜間例会”を通常例会に変更
例会変更 他クラブ WB掲示

（4）

会員掲示板

二コ二コ箱
岡(隆)会員「来年の漢字『和』」
中村(厳)会員「お先に失礼いたします。本年も大変お世話になりました。」
計￥4,000

合計￥313,000

ロータリーソング
●メークアップ
増尾会員、森(恒)会員、詫間会員、新地会 「それでこそロータリー」
員、前田会員、豊田会員、宮本会員、岡林 ソングリーダー 田中(理)会員
会員、田中(弘)会員、上村会員

2021年1月例会予定 職業奉仕月間
No.

日

時間

場所

24

6

12:30～

JRホテルクレメント高松

新年例会
「今年の抱負」－歳男他

25

13

12:30～

JRホテルクレメント高松

客話「働きやすい環境を！」
（株）ゴーフィールド会長
職業奉仕賞表彰（森田氏）

26

20

12:30～

例会プログラムおよびその他

職場訪問例会（前田会員企業）
（株）日鋼サッシュ製作所

㈱日鋼サッシュ製作所

13:30~
27

27

森田氏

定例理事役員会

12:30～

客話「KSBお天気コーナー」
アナウンサー・気象予報士

JRホテルクレメント高松

赤木由布子氏

2021年2月例会予定 平和と紛争予防／紛争解決月間、ロータリー創立記念日･世界理解と平和の日(2月23日)
No.

日

時間

場所

28

3

12:30～

JRホテルクレメント高松

1月の誕生者
〜おめでとうございます〜

11月出席率

例会プログラムおよびその他
副住職

木次妙寿氏

窪田

泰彦（3日）、板坂

直樹（6日）、中村

向井

攻一（7日）、増尾

茂之（16日）、谷本

例会日

正会員

11月累計

232

編集後記

客話「源平屋島合戦と六萬寺」
六萬寺

出席免除 免除出席
44

32

新春を寿ぎ会員諸兄姉
のご多幸ご活躍を祈念申
し上げます。コロナ禍のなかで、色々と思い起こし来し
方を訪ねてみると、私たちの先人は、稲作を中心に、大
自然を相手にしながら、作物を育て、収穫し、また山の
木で家を建て、暖をとる燃料とし、清らかな水は、のど
を潤し、自然の恵みをいっぱいに受けていました。もち
ろん今ほど、便利なくらしではなかったと思いますが、
自然と共生する暮らしでした。（そんなところがＴＶ番
組の「ポツンと一軒家」が郷愁を呼び、人気番組の一つ
になっているのでしょうか）そこには、山の神、川の
精、稲の神を祀り、みんなが五穀豊穣、平穏無事を祈っ
ていたことでしょう。春になると、山の神が、桜の花と
なって、里に赴き、田植えの時期を告げ、夏は稲の生長
を見守り、秋には収穫をもたらし、紅葉となって山を赤
や黄色に染めながら帰っていく、そしてその時期にお祭
りをする。そこには、自然を神と崇め畏敬し恐れてきま
した。ここしばらく快晴が続きはっきりと見える明けの
明星や宵の明星にも手を合わせていたことでしょう。そ
して、人々は寄り合い、知恵を絞り、協力し、治山治水

秀明（6日）
昌英（19日）

出席数

欠席数

補填数

補正出席数

161

52

7

168

出席率
76.40 ％

にあたり自然を克服してきました。そんな人々の叡智と
努力が集落を形成し、国を形づくってきたのでしょう。
そこには、脈々と家族愛と他人を思いやる奉仕のこころ
がながれていたことでしょう。
世界に目を向けても、荒涼とした荒れ地にヨルダン川
の水をひき、散水の制御で畑を開墾している協働社会＝
キブツを形成し、キリストに十字架を背負わせたゴルゴ
タの丘のあるエレサレムの地を緑にしたユダヤ人入植者
の人々もしかりでしょう。
また、平均余命にしても、私たちは困難な時代を乗り
越え、時間がかかったとしても「早死に」を大きく減ら
すことができました。世界中のロータリアンが取り組ん
できた「ポリオの克服」も、その結果として、目に見え
て平均寿命（0歳児の平均余命）を延ばすことに成功し
ました。長寿社会の到来です。寄り添い、支えあう、奉
仕の社会です。
今はまだ収束の糸口が見えていない新型コロナウイル
スについても、同じように困難を乗り越えられるであろ
うと信じる他ありません。ワクチンの接種も英米ではじ
まっています。お互い気を付けあいましょう。（編集子）
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