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幹事：多田耕三

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

3月20日

2018-19年度

第35回

日時／平成31年3月20日（水）12:30〜

客

話

地域活性化支援機構 理事長

山下幸男様

「元気で安全な地域づくりを目指して」
〇当該地域が抱える課題と対応
今、地域を取り巻く環境は、少子化の進行に
伴う人口の減少に加え、高齢社会を迎えている
こと、さらには地震や風水害などの自然災害が
多発していることから、「元気で安全な地域づくり」が重要か
つ喫緊の課題となっています。
地域を元気にするためには、自然、歴史、文化、食物、産業な
ど地域が持つ独自の資源や魅力などを発掘・再発見し、こうした地
域資源を有効かつ適切に活用することにより、地域の魅力を高め、
県民自らが自分達の住んでいる地城に誇りと愛着を持ち、住みたい
住んでみたい、行ってみたい地域にすることが求められています。
また、自然災害が比較的少ないと思われている我が県も近い
うちに発生するといわれている南海トラフなどに備えた安全・
安心対策への対応が強く求められている。
〇このため、以下の取り組み方策で対応しようとしている。
・特定非営利活動法人「地域活性化支援機構」
「まちづくりNPO」として、自分たちの住む街の歴史・文化
や自然・文化などに誇りを持って、課題や問題点を見直す地味
な活動を積み重ねながら、地域の暮らしを豊かにしていく継続
的な様々な活動を行っています。
・四国ファシリテイマネジメント協会（平成21年11月設立）
四国地域を「安全かつ安心で快適かつ楽しい生活・活動空間の
創造を目指すため」
、既存施設の最適化や経営効率のアップ、リ
スク管理の視点から「企業・団体などが組織活動のために施設と
その環境を総合的に企画、管理、活用する経営活動」を言う。

3月27日

2018-19年度

第36回

日時／平成31年3月27日（水）12:30〜

会長挨拶

会

長

篠田日出海

4日後には、新元号が発表されます。巷間では新元号の予想
が喧しいようですが、来週にはハッキリします。
さて、今月は「水と衛生月間」でした。先々週の例会では、
香川の疏水遺産“香川用水”について、管理・運用されています
香川用水土地改良区の方に客話していただきました。この“水”
は、干魃や日照りに悩まされた香川県の農業用水･生活用水･工
業用水の解決に寄与しております。
ここで広く世界に目を転じますと、“水”が命に直結している
“衛生問題”が多くあります。先日のIMでのアグネス･チャンさ
んの講演で、発展途上国に於けるユニセフの「水と衛生」
支援活
動の経験を話されていました。別の国際支援団体のデータによ

12:30〜13:30

りますと、地球上の全人口約75億人のうち21億人は自宅で安全
な水が手に入らない状況下にあるとのことです。先日、高松へ
南米や東南アジアの友人達を案内した際、ホテルのtap water
（水道水）
を飲んでも大丈夫かと聞かれ、日本では水道水はその
まま飲んでも安全だと答えたら大変驚かれていました。日本は
このような状況ですが、先程の水が手に入らない21億人は、不衛
生な環境や汚染された水によって、コレラ、赤痢、A型肝炎、腸チ
フスといった感染症の伝染による人命危機に直面しています。
国際ロータリーのウエブサイトMy Rotaryによると、
『汚染
水による下痢性疾患で、毎日3,000人以上の子どもが命を落と
している状況を受けて、ロータリー会員はきれいな水と衛生設
備をもたらす活動に懸命に取り組んでおります。水を介した伝
染病で亡くなる人は後を絶たないので、ロータリー会員は、発
展途上国でトイレや水道を設置したり、地域の人びとに衛生指
導を行うなどして、状況改善に努めている』と紹介されてい
ます。また、“ロータリーの友”3月号に「世界中に安全な水を」
の特集が組まれています。各クラブの活動が紹介されていま
す。是非、一読して下さい。
私共のRI2670地区でも国際奉仕ファンドの資金を活用し
て、毎年、高知西RCや鴨島RC等がタイやフィリピン、バング
ラデシュの学校への浄水器の設置プロジェクトの支援をしてい
ます。このように身近なクラブが“水と衛生問題”の改善に尽力
しております。我々が子どもの頃に、身近な農村部に行くと、
井戸水を生活用水に使っていた光景を思い出します。現在の上
下水道の普及と改善をした結果、長寿大国日本を築き、日常の
安心・安全な生活を享受しているのだと感じています。
今日は「水と衛生月間」に因んで思うことをお話ししました。

幹事報告

3月31日㈰ 地区研修：協議会（アスティ徳島）
次年度委員長は参加を忘れずに
4月24日 創立62周年記念例会・新会員歓迎例会
栗林公園商工奨励館北館にて 〈夜間例会〉18:30~20:30
5月15日 次年度第1回クラブ協議会⇒本年度活動報告（次年度引継）
6月12日 次年度第2回クラブ協議会⇒次年度委員会活動計画

客

話

香川県副知事

西原義一様

「県政の重点施策」
●香川県のホームページに「県政出前懇談会」
の項目がある。県事業は多岐にわたり、詳し
く知りたいという方のために、県職員が施策
の説明や意見交換をしている。そのテーマ一
覧を掲載している欄である。171テーマ用意している。
●今、防災・減災対策と人口減少問題の克服・地域活力の向上
対策は最重要課題。新年度、防災等の面では、県防災情報シ
ステムの更新、スマホの位置情報機能を活用した適切な避難
行動を支援するアプリの構築、家具類の転倒防止対策支援、
小学生3〜6年生を対象に防災教育副読本の配布、通学路など
に面した民間施設の危険なブロック塀等の撤去促進などの新
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例
規事業を行う。

会
てうれしかった。

●日本の労働市場の未来推計で、約10年後の生産年齢人口は今

今回の参加者112名。小学生最高学年の僕はグループのまと

より約940万人、本県も約8万人減少する。人手不足への対処

め役だが、周囲と協調できない子もいて、僕のグループでは喧

は、働く女性、働く高齢者、働く外国人を増やすこと。この
うち外国人労働者の増加となる、出入国管理法の改正に伴
い、県では、受入れや雇用等に関する相談窓口を県庁労働政
策課内に、外国人住民の生活相談等はアイパル香川に設ける。
●それでも不足する労働力はAI・IOT等を活かし生産性の向
上が重要。その支援を進める上でセミナー等も予定。

嘩が何度も起こった。
最も楽しかったのは「野外料理」と「山菜と筍狩り」。洗い物
も上手になったし、筍はそのまま食べるとまずいことも知った。
四日目、「自由の日」 の朝、僕は鐘がならないうちから起きて、
リーダーたちの掃除を手伝った。他人のために働けて清々しかった。
キャンプ長の「自由とは、自分の好き勝手なことをするのでは
なく、自分も含めたみんなが楽しいことを自分で考えること。そ
のために、
『3つのD』
（D：誰かのために、D：できることを、D：
できる分だけ）を果たそう！」というお話がとても印象的だ。
将来は、
『3D』
（D：誰かのために、D：できることを、Dでき
る分だけ）をもっと大きな世界で成し遂げてみたいと思っている。
ロータリーのみなさま、僕を「少年少女キャンプ」に行かせ
てくださりどうもありがとうございました。

二コ二コ箱
客話者

香川県副知事

西原義一さまより

越智会員「結婚祝いお花有難うございました。58回目の記念日です。」
計￥13,000

合計￥447,670

会員掲示板
ロータリーソング
●メークアップ
前田会員、堀
（祥）会員、森
（恒）会員、堀川 「それでこそロータリー」
会員、堀（一）会員、上村会員、藤田会員、 ソングリーダー 石井会員
林会員、熊田会員

4月3日

2018-19年度

二コ二コ箱
藤田会員「長男が、少年少女キャンプでお世話になりました。皆さま見守りあ
りがとうございます。林会員、お見送りありがとうございました。」

第37回

詫間会員「誕生祝い有難うございました。大台に乗りました。」
篠田会長「藤田会員ご子息和佑君、少年少女キャンプの報告ありがと
うございました。」

日時／平成31年4月3日（水）12:30〜

会長挨拶

会

長

太田PDG「孫の秀人（ひでと）が防衛大学へ入学しました。」

篠田日出海

一昨日、5月からの新元号「令和」が発表されました。平成
時代の例会は、本日を含めて残り4回になりました。今月は、
各自「平成」の決算・反省を行うと共に、いろいろな期待と希
望を込めて「令和」を迎える準備をしましょう。
先日、RI2670地区の次期2019-20年度へ向けての地区研修･協
議会が、徳島で行われました。幾つものプログラムがあったの
ですが、地区研修リーダーの「クラブ運営について」の講話内
容の要点を紹介します。例会についての3点です。まず、出席
に関して“メイクアップすること”、例会運営では“客話中の雑
談禁止”、“客話時間の確保”です。雑談禁止と客話時間確保は、
お呼びした客話者への礼を失しない配慮は言うまでもありませ
ん。と言う事で、本日の客話者・藤田会員のご子息和佑君のス
ピーチ時間確保の為にも、本日は多くのプログラムがあります
ので、早々にご挨拶を切り上げます。
和佑少年の体験したロータリー・プログラム
「少年少女キャンプ」
のお話しをお聞きして、今後の青少年奉仕活動に役立てましょう。

幹事報告

会員数：60名 4月Rレート：1ドル=110円（3月
4月24日 創立62周年記念例会・新会員歓迎例会

110円）

栗林公園商工奨励館北館にて 夜間例会 18:30~20:30
4月14日 高松西RC50周年記念式典（会長幹事出席）
「2019-2020年度最重要会議」 委員長出席必須
5月15日 次年度第1回クラブ協議会⇒本年度委員会活動報告（次年度引き継ぎ）
6月12日 次年度第2回クラブ協議会⇒次年度 委員会活動計画発表

委員会報告
話

岡（佳）会員「誕生日プレゼントありがとうございました。」
小野会員「誕生プレゼントありがとうございました。57才になりま
した。健康に留意します。」
計￥16,000

岡委員長／ロータリー財団寄付のお願い

岡山白陵中学校

1年

藤田和佑様

「ロータリー少年少女キャンプに参加して」
3月26日から30日まで、小豆島・余島「ロー
タリー少年少女キャンプ」に参加した。
出発の日、僕の大好きな林さんが見送りに来
てくださっていた。中学校の寮生活が始まるま
でに林さんにお会いでき、僕を一人の男として会話してもらえ

合計￥463,670

会員掲示板
ロータリーソング
●メークアップ
「バース
中村
（ 厳 ）会 員、 森
（ 恒 ）会 員、SOBHANI会 「国歌」「四季のうた」
員、秋山会員、田中
（弘）会員、田中
（理）会 デーソング」
ソングリーダー 堀
（一）会員
員、太田PDG、高島会員

4月10日

2018-19年度

第38回

日時／平成31年4月10日（水）12:30〜

会長挨拶

会

長

篠田日出海

先日の土日は、栗林公園の桜が満開だったようですが、もう
昨日辺りから“散り始めた”そうです。
日本人の桜好きは、世界でも類がないほどの盛り上がりだと
言われています。インターネットのGoogle Chromeで「日本人
桜 好き」のキーワードで検索すると、228のコンテンツがヒッ
トされました。
「日本人がお花見（桜）好きな5つの理由」とか「…好きな３
つの理由」とか、
「日本人はなぜ桜を好きなのか」等々があり
ました。それらから、好きな5つの理由を次にご紹介します。
まず、①綺麗：「控え目な薄ピンク」のカラーリング。ぼや
3

3

ロータリー財団

客

多田幹事「誕生日プレゼントありがとうございます。40代最後の年、
有意義にすごします。」

3

3

けた淡い色使いの趣に、日本女性的な「おしとやかさ・しなや
かさ」を感じる。②短命：桜の命は１週間。人は「いつでも見
られる」となると飽き、
「今しか見られない」となると惹かれ
る。とりわけ限定モノに弱い日本人は桜の虜になる。③タイミ
ング：3〜4月は卒業式・入学式シーズン。友達との別れや新生
活への期待と不安を抱く時季に、知らず知らずのうちに「桜と
ともに」思い出が刷り込まれて、強く印象に残る。④食文化の
発展：
「花を愛でつつ外で美味しいものを食べる」という弁当
文化。屋外での飲酒が公に認められているのも、先進国の中で
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例

会

は稀。⑤血筋：花見文化の起こりは奈良時代。当時は「梅」を

原橋本RCの「安全なお産のために～ホンジュラスで“母子の健

鑑賞していたのが、平安時代に入って「梅」から「桜」へ乗り

康事業”～」の記事が掲載され、医療機器の寄贈や人材育成へ

換え現在に続く。元来、日本人は「花を愛でる血」を引いた存

の支援活動が報告されていました。私は、この中米のホンジュ

在であるようだ？、でした。
何はともあれ、桜を愛でながら酒を酌み交わすのが好きな日
本人。ネットには「飲むことが できれば花は どうだって」
と言う川柳がありました。また、「桜って若い頃にもこうだっ
た？」と言うのがあって、私も50歳過ぎ頃から桜への感慨が増
してきて、花粉症に奮闘している人を横目に､ ウキウキした気
分になります。ところで、桜にも花粉があるのに、桜花粉症を
起こさないのかの疑問です。桜花粉は、スギ花粉のような風に
よって飛んでいって受粉する風媒ではなく、虫による受粉、虫
媒花だから花粉症を起こしにくいとのことで納得しました。
今日は生憎の雨で、桜の花が散るのも加速され、やがて緑あ
ざやかな葉桜の季節に移って、“令和”の新時代に入ります。今
日も短時間の例会ですが楽しんで下さい。

ラス国にはJICA（日本国国際協力機構）の農業開発プロジェ
クトで2度訪問したことがありますが、そこでの支援活動を
知って、現地の貧しい母子たちの健康向上を願った次第です。
母子健康支援活動への参加は、直接支援する他に、ロータリー
財団(R財団)等へ寄付をし、R財団からの補助金を受けた他の
ロータリークラブが支援活動を行うのも、寄付者が間接的に支
援活動へ参加したと言えると思います。
今、日本では“子どもへの虐待”が報道されています。子育て
に苦悩し、解決策が見つからず虐待へ及ぶ親や恐怖におののく
子どもには、物質的および精神的疲弊による原因もあるよう
で、こう言う方面への改善支援活動も“母子の健康”に繋がると
思っています。
さて、本日は県社会福祉協議会様から「子ども食堂につい
て」の客話をいただくことになっています。 “ロータリーの
友”9月号に“子ども食堂”の記事がありました。我々が子どもの
頃は、我が国の経済も貧しく、昼食時に欠食する児童も何人か
いました。“子ども食堂”と聞いて、現在の飽食の日本で食べる
のに困っている子どもが居るのかと疑問を持ちましたが、“子
ども食堂”と言う語感に私の先入観が誤っているのかとも思い
ます。客話を拝聴して“子どもの貧困”や共生社会について考え
る切っ掛けを得たいと考えています。後程よろしくご講演をお
願い致します。「母子の健康月間」に因んで、感じていること
をお話ししました。

二コ二コ箱
太田PDG「親睦委員長 岡隆夫様 向陽自販のすばらしい桜と心の
こもった手作りのご馳走ありがとうございました。」
楠木会員「結婚記念日にお花を頂き、ありがとうございました。」
中村
（耕）会員「結婚記念日に花束をありがとうございました。春の
香りが部屋いっぱいに広がり、家族全員幸せな時間を過ご
せました！」
大橋会員「誕生祝有難うございました。78才になります。お先に失
礼します。」
三宅会員「バースディプレゼント有難うございました。」
藤田会員「新地さん、栗林公園ライトアップ期間10日間の内、３回
もご宴会のご利用、誠にありがとうございました。また、
先週卓話でお世話になった長男は、昨日無事に中学校に
入学し、寮生活をスタートしました。皆さまには温かく見
守っていただき、ありがとうございました。」
計￥12,000

合計￥475,670

会員掲示板
ロータリーソング
●メークアップ
森（敬）会員、森（恒）会員、新地会員、田中（弘） 「我等の生業」
会員、中村（厳）会員、上村会員、前田会員、豊 ソングリーダー 新地会員
田PDG、岡（隆）
会員

4月17日

2018-19年度

第39回

日時／平成31年4月17日（水）12:30〜

会長挨拶

会

長

篠田日出海

今月はロータリー「母子の健康月間」です。先月は「水と衛
生月間」でした。両月ともに人間の命に関係する改善・向上を
目指すロータリー特別月間です。
「母子の健康」に関して、具体的にロータリー活動することは、
何だろうかと思いを巡らしてみますが、なかなか浮かんできません。
その前に、MyRotaryの記事で「母子の健康」について見て
みますと、『毎年、5歳未満で命を落とす子どもは、世界で推
定590万人。その原因は、栄養失調、適切な医療や衛生設備の
欠如など、どれも予防が可能なものばかりです。』とありまし
た。高度に医療の発達した我が国では、妊婦や新生児が命を落
とす比率は小さいのですが、発展途上国では貧弱な医療で多く
の人が命を落としている現実があります。予防可能な原因で母
と子どもが命を落とすことがないように、すべての母子が質の
高い医療を受け、出産で命を落とす母親がいなくなり、子ども
がすくすくと成長できるように、ロータリー会員が支援活動を
行うことが求められています。
具体的な活動事例としては、“ロータリーの友”4月号に相模

客

話

香川県社会福祉協議会

地域福祉課主事

石田盟人様

「子ども食堂について」
少子高齢化や核家族化、一人暮らしの増加、
地域における人と人とのつながりの希薄化など
社会環境が変化していく中、地域で社会的孤立
や貧困、虐待、DVなどの生活課題は複雑かつ深
刻化しており、このような社会情勢のマイナス面への変容が子
どもの育ちと子育てにさまざまな影響を及ぼしているといえる。
そんな中、地域における子育て支援に対して、
「子ども食堂」
が担っている役割はとても大きくなってきている。「子ども食
堂」は必ずしも「子どもの貧困対策」のためだけに実施してい
る訳ではなく、食事・学習・経験・関係等、様々なものを子ど
もたちに渡せる場でもあり、子ども達だけでなく地域の多世代
が集える場（居場所）であるといえる。
子ども食堂の件数は昨年4月の読売新聞によると全国的には
2286か所、香川県内でも3年前はわずか6か所程度だったが、平
成31年3月現在では確認できているだけでも24か所と大きな広
がりを見せている。
今後、県内のこのような取り組みを支援していくためにも奉仕団
体やボランティア、企業等、様々な地域資源を巻き込みながら、
実施団体をサポートできる体制の構築を進めていく必要がある。

二コ二コ箱
香川県社会福祉協議会地域福祉課

主事

石田盟人さま

渡辺会員「お先に失礼いたします。」
計￥11,000

合計￥486,670

会員掲示板
ロータリーソング
●メークアップ
森（恒）会員、前田会員、松本会員、堀（祥）会員、 「奉仕の理想」
林会員、詫間会員、岡（隆）会員、田中（理）会員、 ソングリーダー
中村
（耕）
会員
松木会員、田村会員、小野会員、木村会員

（4）

2019年5月例会予定 青少年奉仕月間
No. 日

時間

場所

例会プログラムおよびその他

1
41

8

42 15

休会（定款第8条による）
12:30〜

JRホテルクレメント高松

18:30〜

JRホテルクレメント高松

卓話「研修リーダに参加して」

12:30〜

第６回クラブ協議会
㈳ひかりエコ・エンジニアリング会
理事長 川上 敬 様（高松北RC）
B型だんしエコ作業所の現状」
施設長 山本 康子様

JRホテルクレメント高松
第11回

44 29

12:30〜

JRホテルクレメント高松

吉田会員（研修リーダー）

（次年度第1回クラブ協議会）
客話「障害者施設

43 22

講演者

就労継続支援

定例理事役員会
香川第九実行委員会
委員長

客話「第九でひらける親睦の世界」

中西久米子様

2019年6月例会予定 ロータリー親睦活動月間
No. 日
45

5

時間

場所

例会プログラムおよびその他

12:30〜

JRホテルクレメント高松

講演者

卓話「四つのテスト」

5 月の誕生者

佃 昌道（₁日）、岡
〜おめでとうございます〜 白井 克彦（28日）

詫間会員

隆夫（₂日）、今城

広治（₉日）、田中

弘之（27日）、

₃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

₃月累計

244

56

25

155

58

10

165

編集後記

「人」を含む言葉を見

出席率
77.48 ％

しょうか？

渡してみると、「人なれ

多くの「人」たちから受けた恩恵や力添えに感謝する

ばこそ」ということばが

言葉に「おかげさまで」があります。もともとは、神仏

あります。よく言われているのが、頭がいい人ほど腰が

の目に見えない力に庇護されているという意味がありま

低く、頭が悪い人ほど頭が高い。出来る人ほど慎重で、

す。書き方に「蔭・陰」二通りの書き方があります。蔭

出来ない人ほど無茶をする。情けのある人ほど冷静で、

は草かんむりが付いているので、草場の蔭から、陰は物

情けのない人ほど騒ぎ立てる。強い人ほど、おとなし

陰からの感謝の気持ちを表すと言われています。何れに

く、弱い人ほど、やかましい。金のある人ほど無駄をせ

しても、静かに感謝の気持ちを持ち続けたいと思います。

ず、金のない人ほど買いたがる。自戒の羅列です。

私たちロータリアンが全部実践しなければならない言

「人」の心にはいろいろな感情があります。喜び、悲

葉の数々です。「人」と「人」との繋がりが奉仕の活動

しみ、怒り、嫉妬、欲望などなど…。自分が思うように

にとって、一番たいせつなことを理解させてくれる一文

他の人にも同じように思いがあります。人のこころは、

字、人です。この字はお互いに左右から支えあっている

自分のことばかり考えていると、怒りや憎しみ、と悪い

表形文字と理解できます。

方向に向かってしまいます。他人の命、他人の心に思い

人類普遍の言葉「人」のこころを背中に受けた、奉仕

をよせると、心は豊かになり怒りや憎しみから遠ざかり

の活動に一歩一歩着実に歩をすすめましょう。令和の御

ます。それこそ「人」としての正しい生き方ではないで

代にはいって最初のマンスリーです
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