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インスピレーションになろう

RI会長：バリー・ラシン

会長：篠田日出海

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

創立62周年記念・新会員歓迎例会
4月24日

2018-19年度

第40回

日時／平成31年4月24日（水）18:30〜
場所／栗林公園 商工奨励館 北館

会長挨拶

会

長

篠田日出海

本日は、我がロータリークラブ創立62周年の記念例会で、且
つ今期後半に入会された3名の新会員歓迎の例会であります。
また平成最後の例会でもあります。
当クラブ概要によりますと、1957年（昭和32年）4月26日設
立、同年5月29日にRI加盟承認となっています。どちらの時点
を創立日と言うのか解りませんが、どちらにしても62年の歴史
を持ったロータリークラブです。その事については、後程、ク
ラブ最長在籍会員の太田PDGからクラブ創立の頃のお話しを
伺うことになっています。楽しみにしています。
今月の14日には高松西RCの創立50周年記念式典が行われ、5
・・・
月12日にさぬきRC創立50周年、18日には坂出東RC創立50周年
のそれぞれの記念式典が行われます。皆さんご存知の通り、香
川県最古の高松RCは戦前の1937年（昭和12年）に創立、当ク
ラブはそれから20年後に香川県で3番目の創立となりました。
RI2670地区香川第Ⅰ分区には、現在10クラブがあるのですが
最も若いクラブは高松グリーンRCの26周年であります。昭和
の高度経済成長期（S29～S48）に創立されたクラブは、当ク
ラブも含め6クラブを数えています。平成に誕生したのは先程
の高松グリーンRCの1クラブとなっています。この状況は他地
区も同様だと思います。
ここで、
「ロータリーとは何か」と自問してみますと、イン
ターネットでは“ロータリーの目的”とか“ロータリーの綱領”や
“ロータリーの標語”、“四つのテスト”について書かれて物を目
にします。本質は「奉仕」の言葉に収束され、それは「相手の
身になって、思いやりと友愛で、相手と共にやっていこう」と
言う考え方のようです。私も利己と利他の調和をとって奉仕活
動を進めて行けたらと思っています。
次に、新会員の方々、当クラブの雰囲気に馴れたでしょう

12:30〜13:30

か。今、お話ししましたロータリーの「奉仕活動」とかいろい
ろありますが、先ずは毎回の例会への出席をお願いします。自
クラブの例会に出席出来ない場合は、他クラブでのメイクアッ
プで欠席の埋め合わせと共に、他クラブ･メンバーとの知己を得
たり、他クラブの雰囲気を知ったりするのも良い機会だと思い
ます。そして、例会を楽しむ！ロータリーを楽しむ！で下さい。
ここ栗林公園の“箱松”は、高松南RCバナーのデザインに借
用しています。それで、当クラブと縁の深い栗林公園の商工奨
励館で創立記念および新会員歓迎の例会を開くことを喜んで
います。ここで、藤田徳子会員が経営されている“ガーデンカ
フェ栗林”の食事を楽しみながら、会員同士の親睦が益々深ま
ることを祈ってご挨拶を終わります。楽しい今宵を！

幹事報告

2017-2018年度 活動報告書の作成依頼
対
象：本年度の委員会委員長
提出期限：4月26日
次年度第1回クラブ協議会のご案内
日時：5月15日（水）18:30～21:30
太田 PDG
場所：JRホテルクレメント高松 2F
次第：18:30～20:00 新旧クラブ協議会 20:00～21:30 懇親会
5/12さぬきRC創立50周年記念式典 5/18坂出東RC創立50周年記念式典

二コ二コ箱
前田会員「誕生祝ありがとうございます。」
岡（隆）会員「コングラッチュレーション！篠田さん、おいしい!!」
藤田会員「創立62周年平成ラストの例会で讃岐迎賓館をご利用いた
だき誠にありがとうございます。」
篠田会長「創立62周年記念例会・新会員歓迎例会への出席ありがと
うございました。」
SOBHANI会員「お久しぶりです。ソバハニです。息子のBKがニュー
ジーランドで、シードを取りました。おかげ様です。
」
田辺はまゆうRC 山本様「本日お世話になります。」
堀（一）会員「仕事のため、途中退席させていただきます。」
計￥24,000
合計￥490,670

会員掲示板
ロータリーソング
●メークアップ
堀川会員、森（恒）会員、新地会員、松本 「それでこそロータリー」
ソングリーダー 堀（一）会員
会員、森（敬）会員、太田PDG

5月8日

2018-19年度

第41回

日時／令和元年5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

篠田日出海

今日の例会は、“令和”最初の例会であります。改元初日の5
月1日は、皆さん、何処で、どなたと、どのような気持ちで迎
えられましたか。また、10連休をどのように過ごされました
か、些か疲れたとか、以前の仕事ルーチンに戻るのに手間取っ
ているとか言う方も居られるかとも思います。
前回の第40回例会から2週間振りです。前回は、我が高松南
ロータリークラブ創立62周年記念例会および新会員歓迎例会
を、藤田徳子会員経営の“ガーデンカフェ栗林”で、食事を楽し
み歓談して、会員同士の親睦が深まったことと思います。お祝

（2）

例
のお仕舞“羽衣”を舞っていただいた増尾会員、そして「クラブ
創立の頃とロータリーソング」の卓話をしていただいた太田
英章PDG、ありがとうございました。また、親睦委員はじめ
SAA、それに藤田会員、新会委員の皆さんには、記念すべき
平成最後の例会を盛り上げていただきお礼申し上げます。
令和を迎え昭和も遠くなったとしみじみ感じています。ま
だ、会員には平成生まれの方はおられませんが、早晩平成生ま
れ会員の入会、そして毎月の誕生者披露で平成誕生日の方を祝
う日も近いと思っています。
“令和”についての解釈では、安倍首相は「人々が美しく心を
寄せ合う中で文化が生まれ育つ」という意味を込めたと説明し
ています。外務省は「令和」を「Beautiful Harmony（美しい
調和）」との英訳で各国へ説明しているとのことです。ロータ
リーも心寄せ合って文化を育んで、Beautiful Harmony（美し
い調和）で奉仕活動を行っていけたらと思っています。
今期は平成と令和に跨がりましたが、後 2ヶ月弱で、まるま
る“令和”の来期に移行します。今期の活動報告や来期の活動計
画等、新旧引継ぎのクラブ協議会が間近に迫って来ました。各
位、着々と準備を進められていることと思います。
何はともあれ、新元号“令和”に入り、当クラブの発展と活力
あふれる活動、および会員各位のご活躍とご健康をお祈りしま
して、“令和”最初の例会挨拶と致します。

幹事報告

会員数：60名 5月Rレート：1ドル＝112円（4月 110円）
新入会候補者 宮本直樹氏 推薦カード回覧（5/22入会予定）
第6回クラブ協議会（次年度第1回クラブ協議会）
日時：5月15日（水）18:30～21:30
場所：JRホテルクレメント高松
次第：新旧クラブ協議会（2F 雅） 18:30～20:00
懇親会（2F 暁・霞）20:00～21:30
本年度活動報告（次年度引継ぎ）
イエローブック＆USBメモリー引継ぎ
参加者全員持参「2018-2019年度クラブ活動計画書」

委員会報告

宮本社会奉仕副委員長
四国電力電気の買取価格について、蓄電池の販売とお得な
プランについて

卓

話

クラブ研修リーダー

吉田茂会員

「ロータリーの歴史と未来」
2017年と2018年のクラブ研修リーダー育成セミナーにおける倉
吉RCの伊藤文利PGの基調講演の内容を紹介します（私の理解）
。
１ ロータリーの理解には、アメリカ人のWASP
（ホワイト、アングロ・サクソン、プロテスタン
ト）の文化・価値観・生活様式を知る必要があ
る。それは、①自主独立でありながら、権威に
対する忠誠心が強い。②合理的であり、日常的
に選択と集中をしている。結果を重視する。③変化に大胆で
ある。チェンジはチャンスにつながると考える。④一神教・
性悪説である。
２ 発足当初のロータリーは、親睦と相互扶助の場であり、利
己的な目的で集まっていた。奉仕の概念はなかった。その後、
「超我の奉仕」
（ベンジャミン・コリンズ）
、
「もっともよく奉仕
する者が最も多く報われる」
（アーサー・シェルドン）という
考え方が加わり、ロータリーは、利己的欲求と他人のために
奉仕する心の矛盾・葛藤を和らげる自己修練の場になった。
ロータリーの綱領（目的）は、4大奉仕（＝クラブ奉仕（親
睦）
・職業奉仕・社会奉仕・世界奉仕）であり、ロータリア
ンの行動規範として、「4つのテスト」（＝真実か、公平か、
好意と友情を深めるか、みんなのためになるか）がある。
３ ロータリアンの数は、1986年に100万人、1996年に120万人
であったが、その後は増えず、先進国では減少に転じた。そ
の結果、RIはDLP、CLP、戦略計画を推奨した。
CLP（クラブリーダーシッププラン）の目的は、クラブの
発展・活性化である。方法として、①クラブ運営、②広報、

会
③会員増強・退会防止、④奉仕プロジェクト、⑤ロータリー
財団の5つの常任委員会に選択と集中をする。4大奉仕と矛盾
するものではないとされるが、現在のRIは、ロータリアン
の資格として、親睦・奉仕・高潔性・多様性・リーダーシッ
プという中核的価値観を共有すれば、職業は関係ないという
考えであるから、職業奉仕の重要さは減っていると言わざる
を得ない。
４ ロータリーの未来は、魅力ある元気なクラブ作りにかかっ
ている。

二コ二コ箱
田中（弘）会員「誕生日プレゼント有り難うございました。」
豊田PDG「シカゴでの（国際）規定審議会議員として出席して来ま
した」「つかれました」
篠田会長「令和のロータリー活動をよろしくお願いします。」
吉田会員「研修リーダーとしての卓話をご清聴いただきありがとうご
ざいました。」
白井会員「お誕生日、御祝いありがとうございました。大切に使います。」
今城会員「誕生日、プレゼントありがとうございます。50才になります。」
藤田会員「遅刻してすみません。連休に長男が初めて帰省しました。
随分成長しておりました。」「おかげさまで！」
計￥14,000
合計￥504,670

会員掲示板
●メークアップ
森（恒）会員、多田会員

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

第6回クラブ協議会
5月15日

2018-19年度

第42回

日時／令和元年5月15日（水）18:30〜
場所／JRホテルクレメント高松

会長挨拶

会

長

篠田日出海

今日の例会は、いつもと違って夜間例会です。この例会の中
で第6回クラブ協議会を行います。このクラブ協議会は時間が
長くなることから、従来より夜間に行われております。また、
その後、夜間ならばアルコールが入っても良いだろうと、会員
相互の親睦を深める目的で懇親会が計画されております。懇親
会、皆さんで盛り上げて下さい。
・・・
先日の日曜日に、さ ぬ きRC創立50周年記念式典・祝賀会に
多田幹事および太田PDG、豊田PDFと出席してきました。ま
た、今週末の18日には、同じく創立50周年の坂出東RCの記念
式典・祝賀会に出席することになっています。昭和40年代の高
度経済成長期に続々誕生したクラブが、順次創立50周年を迎え
ています。50年前、遙か前なのですが、その頃の出来事を聞く
と、つい最近の事のように思い出したりしています。やはり50
年間の継続は記念すべき事と改めて感じています。
そこで、我がクラブ62年目の今期も後 1ヶ月半で終了です。
この１年間、長いようでもあり、短かったようでもあり、ヤレ
ヤレと肩の荷が下りるのも後しばしと肝に銘じて頑張って行く
所存であります。
今期も終わりに近づいたとのことで、本日は国際ロータリー
第2670地区香川第Ⅰ分区工藤達夫（高松中央RC）ガバナー補
佐が、ご挨拶に見えられております。この後、ご挨拶を戴きま
すので、よろしくお願い致します。
それでは、今日の協議会と懇親会、長丁場になりますが有意
義に過ごし、例会を楽しんで下さい。

幹事報告
新会員

⑴
⑵
⑶

宮本直樹氏の入会日が6月5日に決定しました。

2018-2019年度

第6回クラブ協議会

（2019-2020年度 第1回クラブ協議会）
協議会開会、スケジュール説明
多田幹事
会長挨拶
篠田会長
次年度会長方針発表
高島会長エレクト
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例
⑶

各委員会活動報告発表
₁【クラブ奉仕委員会】
高島秀樹 委員長
₂ プログラム委員会
増尾茂之 委員長
₃ 出席委員会
秋山俊二 委員長
₄ 会員増強・職業分類委員会
今城広治 委員長
₅ 会員選考・ロータリー情報
中村秀明 委員長
₆ 会報・広報・雑誌
田中弘之 委員長
₇ 親睦活動委員会
岡 隆夫 委員長
₈【職業奉仕委員会】
木田一彦 委員長
₉【社会奉仕委・環境保全員会】
林 幸稔 委員長
10【国際奉仕委員会】
堀 祥二 委員長
11 ロータリー財団委員会
岡佳寿也 委員長
12 米山奨学委員会 前田恭典 委員長 代読：熊田委員
13【青少年奉仕・ローターアクト】
熊田 浩 委員長
14【SAA】
田村禎啓 S A A
15【会計】
近藤弘行 理事 代読：多田幹事
16【監事 会計監査】
長町亘洋 監 事
17【戦略計画】
詫間行芳 委員長
18【研修リーダー】
吉田 茂 リーダー
⑷ カウンセラー講評
太田PDG

あいさつ

ガバナー補佐

工藤達夫様

桑原ガバナーからは年4回は各クラブに訪問
する様に言われていました。各クラブに訪問
し、自分自身がロータリーの勉強をさしてもら
いました。ガバナー補佐として十分な事が出来
なかったように思います。
髙松南クラブの皆様には大変お世話になりました。

二コ二コ箱
ガバナー補佐 工藤達夫様「一年間お世話になりました」
篠田会長「クラブ活動報告ありがとうございました。あと、1,5ヶ月
よろしくお願いします。」
吉田会員「5月6日開催の東京六大学親善ゴルフ大会で、東大が優勝
しました。」
計￥9,000
合計￥513,670

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、堀川会員、宮本会員、前 「奉仕の理想」
田会員、堀（祥）会員、SOBHANI会員、岡林会員、新 ソングリーダー
堀（一）会員
地会員、豊田PDG、中村（厳）会員、松本会員

5月22日

2018-19年度

第43回

日時／令和元年5月22日（水）12:30〜
場所／JRホテルクレメント高松

会長挨拶

会

長

篠田日出海

先ずは、太田英章PDG、この度の勲章「旭日双光章」の受
勲おめでとうございます。長年の県内木材業界および県中小企
業団体の発展に寄与した太田PDGの中小企業振興功労を顕彰
されたものです。
じょう し
この吉報に接して、太田PDG 上 梓 の「いきいき新高松」を
読み直しました。40歳前半にガムシャラに働いて事業の発展
に奮闘すると共に事業組合の運営に尽力されたことを伺い知
りました。その頃には、“神経性円形脱毛症”で頭部に硬貨大の
“空き地”が頻出するほど、心労が重なる一時が有ったようです
が、この度の受勲はこれらを含めた報奨だと思います。改めて
お慶び申し上げます。
先週の第6回クラブ協議会では、「活動結果」の発表と新旧委
員会の引継ぎ、ご苦労様でした。新委員の皆さんは、今、来期
の計画策定で多忙でしょうが、よろしくお願い致します。
先週の土曜日には、坂出東ロータリークラブ創立50周年の式
典・祝賀会に多田幹事、太田PDG、豊田PDGと出席してきま
した。昭和の高度経済成長期に誕生したクラブの一つで、どの
クラブもチャーターメンバーは現存しておらず、やはり50年間

会
･半世紀の長さの重みを感じています。
次に、今月はロータリー月間「青少年奉仕月間」です。私共
のクラブは香川大学ローターアクトクラブ（香大RAC）の提
唱クラブとして、その香大RACや「ロータリー少年少女キャ
ンプ」を支援しています。この月間に何か青少年奉仕に関する
事を行えたら良かったのですが、時遅しと感じております。
これと直接関連するか存じませんが、本日の客話で社会福祉
法人ひかりエコ･エンジニアリング会の川上理事長さん山本施
設長さんから、障害者の就労継続支援の現状についてお話しを
伺います。障害者の皆さんの中には、青少年も居られると思い
ますが、ひかりエコ･エンジニアリング会の職員の皆さんは、
青少年を含む彼らの社会的自立を支援されている根幹には、
“奉仕”の精神が裏打ちされているからだと思っております。普
段、我々が知ることの少ない領域のお話しを伺い、今後のロー
タリー活動に役立てればと思っています。
それでは、水不足のニュースが聞こえる夏に近づいてきまし
た。今日の例会、後30分程度の後半をお楽しみください。

幹事報告

6月5日 新会員入会式 宮本直樹氏
第7回クラブ協議会（次年度第2回クラブ協議会）
日時：6月12日（水） 18:30～21:30
場所：JRホテルクレメント高松
次第：新旧クラブ協議会（2F 雅）18:30～20:00
懇親会（2F 暁・霞）20:00～21:30
⇒2019－2020年度 委員会活動計画発表
活動計画書の提出期限：5月28日（火）

客

話

（社）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）

施設長

山本康子様

「障害者施設 就労継続支援 B型だんしエコ作業所の現状」
社会福祉法人ひかりエコ・エンジニアリング会は高松市檀紙
町と国分寺町で障害者就労継続支援B型事業を展開しています。
利用者31名は精神障害者、発達障害者、知的障害者が約10名
ずつ。30年間以上の引きこもり者や、長期入院していた精神障
害者など、様々な生きづらさを抱えた障害者の居場所となって
います。
利用者の半数近くはアパートで一人暮らしをし、ほぼ自立で
きているのですが、それでも就労は難しく、個別の支援がなけ
れば長続きできません。丁寧に面談して心のケアをしながら、
無理なく続けられる効率的な仕事を見つけることが職員に求め
られています。
ひかりエコでは、廃棄物収集運搬、処分業許可を持っており
ますので、電線の引取・解体や、事務所の片付けや高齢者住居
の片付け、
OA機器等の解体作業に取り組んでいるところです。
壊す作業はストレスも少なく、運ぶ作業にはハンデも感じら
れません。必要とされていると感じると、彼らは本当に一生懸
命働きます。リサイクルでゴミを減量化し、社会に貢献できて
いるという実感は、働く喜びになり、自分自身に誇りと自信が
持てるようになっています。
今後も、地域で生き生きと暮らせるための仕事作りに、ご協
力をお願いします。

二コ二コ箱
太田PDG「令和元年春の叙勲に於いて、旭日双光章受賞の栄誉に浴
しました。これひとえにクラブの皆様のご支援のおかげで
す。ありがとうございました。」
川上様（高松北RC）
詫間会員「お先に失礼します。」
計￥14,000

合計￥627,670

会員掲示板
ロータリーソング
●ビジター
川上様、八田様
（高松北RC）
、香川様
（高松東RC） 「それでこそロータリー」
ソングリーダー
●メークアップ
中村
（厳）
会員
豊田PDG

（4）

2019年6月例会予定 ロータリー親睦活動月間
No. 日
45

5

46 12

47 19

時間

場所

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

12:30〜

例会プログラムおよびその他

JRホテルクレメント高松

13:30〜

48 26

18:30〜

卓話「四つのテスト」
第7回

詫間会員（戦略計画委員長）

クラブ協議会
（次年度第2回クラブ協議会）

5大奉仕委員長活動実績報告
第12回

JRホテルクレメント高松

講演者

定例理事役員会（最終）

最終例会（夜間例会）

2019年7月例会予定 2019～2020年度テーマと運営方針
No. 日
1

3

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

6 月の誕生者

越智
〜おめでとうございます〜 宮脇

「2019－20 クラブ運営方針発表」

繁彬（₈日）、藤田
光男（17日）、新地

講演者
髙島会長、田中幹事

徳子（12日）、田中
良洋（22日）

理（16日）、

₄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

４月累計

240

57

27

151

47

12

163

編集後記

出席率
77.53 ％

少し前まで、トヨタの

散乱している机（編集子の机）より、きれいな机で仕事

生産方式の基本は「５S」

をした方が、気分がいいのは言うまでもありません。考

（整理、整頓、清掃、清

えてみれば、神社仏閣の「５S」は徹底しているように

潔、躾）にあります。現場の「５S」を徹底すると、異

見えませんか。ゴミの散乱した寺社ではありがたみがう

常が現場にいる誰の目にもすぐにわかり、その場で解決

すれます。だから、この「５S」は日本人特有の美への

できるというメリットがあります。自明の理かもしれ

DNAが入り混じっているような気がします。散華のな

ませんが、この「５S」の意義は、目に見える表の部分

かに美を見出した「武士道とは死ぬ事とみつけたり」で

と、目に見えない裏の部分があるように思われます。表

有名な武士道精神の美を解説した全11巻の書物の「葉

の意義は、
「５S」を実践することで物理的な混乱が生じ

隠」です。日本人としての在り方、生き方を理解する助

づらくなり、ミスなく効率的に生産できるようになるこ

けになるとして、現在も多くのロータリアンが愛読書と

とです。裏の意義は、作業者の心と頭がスッキリして、

して挙げています。万葉の時代では、令和の年号の原

仕事へのモチベーションが高まることです。すなわち、

本になった、「時に、初春の令月にして、気淑風 和 ぎ、

表裏一体の相乗効果といえます。これは工場に限らず、

梅は 鏡 前 の粉を披 き、蘭は珮 後 の香 を薫 らす」と梅の

どんな職場でも実感できることではないでしょうか。例

木々に美を見出すと詠んでいます。森羅万象に美を見出

えば、オフィスの机が整理整頓されていれば、必要な事

し、喜びを謳い上げるDNAの中に最終月度の6月号に掲

務用品や資料がどこにあるかすぐに分かり、ムダなく作

載の言の葉一つひとつにロータリーの奉仕のこころの美

業に入れ、事務の効率化がはかれます。なにより、物が

が見出せます。1年のご高覧に感謝 

れいげつ

きょう ぜん

ひら

はい ご

よく

こう
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