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2018-19年度

日時／平成30年7月25日(水)12:30〜
場所／JRホテルクレメント高松

7月25日　第4回

会長挨拶 会　長　篠田日出海
連日の猛暑です。
この猛暑の中、恒例の高松養護学校の夏季研修会支援品贈呈
式が行われました。当クラブから木田職業奉仕委員長はじめ10
名のクラブメンバーが出席しました。
この夏季研修会は、身体障害のある子供の保護者の会が夏休
みを利用して自主的に行うもので、主催は「香川県ひまわり親
の会」、学校は後援と言うかたちで支援しています。研修の先
生方をスーパーバイザーと呼んでいますが、この方々は当校の
先生のみでなく、他の学校や施設からボランティアで来られ
て、「動作学習班」や「感覚運動学習班」にわかれて研修をし
ています。研修を受けるのは子供達だけでなく保護者も一体と
なって受講していました。贈呈式の後の開校式にも出席しまし
たが、子供達も保護者もハツラツとして笑顔で参加している姿
に感動しました。
これは、松本会員が、この支援を提唱されて以来三十数年間
続いている我がクラブの奉仕活動であります。今回は、当クラ
ブからTシャツやタオルを提供し、会員企業からも沢山の支援
品を提供して戴きました。ありがとうございました。この件に
ついては、後ほど委員会報告で説明があると思います。
今日の例会は、客話も卓話もなく、各委員会毎に集まって今
年度の活動計画について討議して戴きます。これは、委員会の
委員長が「活動計画」を策定し、委員も十分理解していないの
ではないか、また、委員長に過重な委員会活動を強いているこ
とに成っているのではないかとの思いから、この討議で委員間
の意見交換が行われ、「情報の共有」により委員会活動が活発
で稔り多いものになることを期待して行うものであります。活
発な意見交換をお願いします。
今日の例会は、7月最後の会合になります。暑さに負けずが
んばりましょう。ありがとうございました。

・第1回　定例理事-役員会　決定事項（7月18日）
①夏季家族例会
8月29日（水）18：30〜20：30　アナザースタイル
②ホームページ更新・管理
¥10,000／月で外注（㈱テリムクリ）
③米山普通寄付
対象：クラブ員全員
寄付金：従来通り
¥3,600／人×2回（上期・下期）＝¥7,200／人／年

財源：一般会計（会費財源）
④8月16日は定款第6条により休会とします。

・7月24日（火）　夏季研修会贈呈式参加
（篠田、木田、松本、高島、岡隆夫、田村、田中理、中村
耕太郎、堀一代、多田）10名

・10月26-28日の地区大会仮登録のお願い（本日締切り）
・8月22日	 第2回定例理事役員会開催予定
・他クラブ例会変更　WB掲示

青少年奉仕委員会	 委員長　熊田浩
青少年奉仕委員会の本年度の活動計画は主に香川大学ロー

ターアクトクラブ（RAC）の活動支援に重点を置きます。当
クラブから林幸稔会員が私の後任で地区委員に委嘱されており
ますが、林会員とともに年4回開催される地区内の行事に提唱
ロータリークラブとして全て参加する予定です。また、RYLA
については、地区のRYLA委員会より香大RACの派遣要請を
毎年受けておりますが、予算の制約もあり、本日参加頂いてい
るガバナー補佐にクラブ間の調整をお願いし、当クラブ以外の
予算で香大RACの参加が実現できれば幸いです。
その他、少年少女キャンプの募集＆派遣も例年同様実施しま

す。

会員掲示板

●メークアップ
森(恒）会員、豊田PDG、中村(厳）会員、前田
会員、詫間会員、上村会員、田中(弘）会員、
堀(祥）会員、岡林会員、森(敬）会員、堀川会
員、佃会員

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　石井会員

2018-19年度

日時／平成30年8月1日(水)12:30〜
場所／JRホテルクレメント高松

8月1日　第5回

幹事報告

活動計画発表

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　12:30〜13:30

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
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例　会
　　　　　　　　今日から8月です。先日の“逆走台風”も大き

な被害をもたらさず、台風一過、連日の猛暑再
開です。
8月5日からは、甲子園で第100回全国高等学
校野球選手権大会が行われます。また、中旬に

は月遅れのお盆を迎えます。多くの会社ではこの頃を夏休みに
したりしています。私共のクラブも8月15日の例会該当日を定
款第8条により休会になっています。また、月末の29日には親
睦活動委員会の尽力で夏季家族親睦例会が計画されています。
ここで、我々の年代は「昔の夏は、こんなに暑くなかった！」
の言葉が出ます。しかし、気象庁の気温データでは、100年に
1.1℃の割合で上昇しているとのことですので、50年前に比べ
ると0.5℃前後で、そんなに上昇していないと言われるのです
が、信じがたいところです。都市化でコンクリート建造物やア
スファルト地面の増加が、温まりやすく冷めにくい性質のため
気温が落ちない“熱帯夜”の原因だとか、植物減少で葉っぱから
の蒸散気化熱減少によって気温上昇するのだとか。それに工
場・自動車・エアコンの排熱も気温上昇の原因だとか、これら
を「ヒートアイランド現象」と言うのだそうです。
気象庁のデータと体感温度の違いは、暑さの継続時間による
のではないかとも思っています。なぜ、こんなに暑いのか、熱
い原因は何か、結局まだ“ハッキリ解らない”と言うのが現実の
ようです。
高校野球観戦で熱くなり過ぎないように、“冷たい物”を飲み
過ぎて、身体に変調を来さないように、そして月末の親睦家族
会を楽しみに、暑さを乗り切りましょう。

8月Rレート：1ドル＝112円
8月11日（土）
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
新居浜にて開催、参加者（篠田・今城・吉田・多田）
8月19日　第1回ローターアクト提唱クラブ連絡会議
新居浜にて開催、参加者（篠田・熊田・林幸稔・多田）
8月29日（水）　夏季家族例会、アナザースタイルにて
18：30より、送迎バスあり（高松駅・百十四銀行）

社会奉仕委員会　9月30日早明浦ダム下草刈りの案内
新会員卓話 木村征二
　　　　　　　　8月1日に卓話をさせて頂いた有限会社生島興

業、代表取締役木村征司です。初めてのことで
大変緊張しましたが、少しでも私のことを知っ
てもらう機会を頂きありがとうございました。
　高松市の西の端。生島町で運送業を営んでお

ります。木村征司と申します。41歳の本厄で様々なことが起き
ておりますが、力いっぱい逃げずに挑んでいる最中です。
　仕事内容ですが運送業をメインにクレーンリース・鳶工事と建
設業に関わる運搬をメインに四国一円の配送を致しております。
　経営理念【笑顔と夢を繋ぎ　未来へ走り続ける】を旗印に
し、地域と共に歩む運送業者として事業に励みながら子供たち
の憧れの仕事になれるようこれからも努力していきます。

二 コ 二 コ 箱
岡林会員「誕生日プレゼントをありがとうございます。引き続きお付

き合いをお願いいたします。」
中村（厳）会員「誕生日プレゼントありがとうございました。計算し

たところ、47才でした。」
計￥6,000　合計￥78,500

会員掲示板

●ビジター
吉村さま（高知RC）

●メークアップ
秋山会員、上村会員、岡林会員、森(恒）会
員、前田会員

ロータリーソング
「国歌」「バースデーソング」「四
季のうた」
ソングリーダー　平井会員

2018-19年度

日時／平成30年8月8日(水)12:30〜
場所／JRホテルクレメント高松

8月8日　第6回

会長挨拶 会　長　篠田　日出海
　　　　　　　　今年度の私ども高松南ロータリークラブの活

動方針を、「奉仕活動に積極的参加を！」とし
ています。さっそく来る9月30日の水資源保護
活動〜早明浦ダム上流域下草刈〜の奉仕活動
に、14〜15名の方々が参加してくださいます。

厚くお礼申し上げます。
国際ロータリー（RI）のテーマは、「Be	the	inspiration	（イ

ンスピレーションになろう）」です。今一つ意味が解らないの
ですが、RI2670地区桑原征一ガバナーの解釈は、「動機づける」
「鼓舞する」「精進する」としています。それに連なり桑原ガバ
ナーは地区運営方針を「共に考え、共に行動しよう！」と定め
ています。
ここのRIのテーマを提唱されたバリー ラシン(Barry	Rassin)

RI会長は、バハマ国（Bahamas）イーストナッソー	ロータ
リークラブの所属です。本日、客話をしていただきますジャ
ネル ウイルソン（Jannelle	Wilson）さんの国の方です。バ
リー ラシン会長は、米国フロリダ大学で病院管理運営のMBA
（経営学修士）を取得され、バハマで医療機関の院長や理事長
をされておられます。ロータリーの役職としては地区ガバナー
やRIの理事、同じくRIのリーダーシップ教育・研修委員会委
員等を歴任されています。
ところで、RI会長の所属するバハマは、何処にあるかご存

知ですか。地図に示す通りですが、多分皆さんの中には、初め
て聞く国名だと言う方もおられると思います。その馴染みのな
い国から高松へ来られている本日のゲストスピーカー ジャネ
ル	ウイルソンさんに、RI
会長の国バハマの紹介をし
ていただき、皆さんがバハ
マについて興味を持ってい
ただけたらと思って、客話
をお願いした次第です。本
日の客話で、未知の国“バ
ハマ”のお話しを楽しみに
聴きましょう。

　　　　　　　8月15日　休会
8月22日　第2回定例理事会・役員会
8月29日　	夏季家族会（18：30〜20：30）アナ

ザースタイル
	 出欠返信期限8月10日(金)

9月23日　一日ゴルフ会　鮎滝CC
10月26-28日	 地区大会　本登録締め切り8月30日
	 （入会3年以内の会員は参加して下さい。）

ロータリー財団委員会　	ポール・ハリスフェローのバッジを

会長挨拶 会　長　篠田日出海

幹事報告

委員会報告

幹事報告 副幹事　田中理

委員会報告
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例　会
篠田会長に贈呈

親睦委員会　夏季家族会で会員の若い頃の写真を使いますの
で募集中です。

客　話 高松第一高等学校教師　Miss Jannelle Wilson
　　　　　　　「バハマ（Bahamas）の紹介」

大西洋側のフロリダ半島(米国)とキューバの
間に位置するバハマ国(通称バハマ)は、約七百
の島からなる美しい国で有人島は約30、個人所
有の島を除くと16のみ、人口は40万人未満です。

クルーズ船のメッカで、世界屈指の透明度と美しさを誇る海
と砂浜と太陽が、海外から観光客を迎えます。珍しいピンクの
砂浜がある島もあります。年中暖かく、水上スポーツや潜水、
釣り等が人気です。
バハマの歴史は、コロンブスの新大陸発見から、カリブの海
賊、禁酒法時代（米国）の密輸船まで多彩で、英国との歴史的
繋がりと、米国に近いことから、西洋史に深く関与していると
言えるでしょう。
調味料や味付けが異なるものの日本と同じく米が主食で、魚
介類も豊富な食文化。バハマ特有のスイーツや
飲み物もあります。バハマ音楽とダンスを堪能
できる祭りが夏も冬もあります。パイレーツ・
オブ・カリビアンや007等の映画のロケ地とし
ても有名です。是非バハマに来てください！

通訳　木村眞理子さん　（高松市観光交流課）

二 コ 二 コ 箱

篠田会長「先週の誕生祝ありがとうございました。70才になりまし
た。」

篠田会長「本日の客話、ジャネル・ウィルソンさんありがとうござい
ました。」

計￥5,000　合計￥83,500

会員掲示板

●メークアップ
豊田PDG、中村(厳）会員、上村会員、
森(恒）会員、前田会員

ロータリーソング　「我等の生業」
ソングリーダー　堀(一）会員

2018-19年度

日時／平成30年8月22日(水)12:30〜
場所／JRホテルクレメント高松

8月22日　第7回

会長挨拶 会　長　篠田日出海
　　　　　　　　今日は2週間ぶりの例会です。この間、夏休

みを取られたり、お盆でご家族揃って先祖の霊
を祀られた方々も多いと思います。
ここ2〜3日前は、朝晩若干涼しくなったかな
と感じたのですが、昨日辺りからまた暑さ復活

のようです。8月7日から今日22日までが今年の立秋とのことで
すので、ちょうど残暑が始まったところです。ところで「なぜ
夏は暑いのか？」は、皆さんご存知の通り、“地球の自転軸の
傾き”、“真上付近から太陽に照らされる”、“日照時間が長い”の
理由からです。
太陽が真上付近から照らすのは、6月21日頃の夏至の頃です
が、その後の7月、8月が暑いのはなぜか？　それは、日照によ
り温められた“地表からの放熱”や同様に“海水からの放熱”が、
空気を温めるため暑いのだと言う事もご存知の通りです。
ところで、北半球から太陽を眺めると南の空に在るのです
が、私が一昨年居た赤道付近のガイアナでは、太陽が北に在っ

たり南に在ったりします。太陽は、北回帰線と南回帰線の間を
1年で1往復するので、北回帰線の上に太陽が在る夏至の頃は、
ガイアナでは太陽が“北”に、冬至の頃は“南”にあります。そし
て、春分や秋分の頃の正午は太陽が真上で影が無くなります。
どちらにしても赤道付近は一年中“暑中”と“残暑”でした。
今日は、ちょっと日本では経験しないお話しをしました。

8／11（土）
会員増強・クラブ研修育成地区セミナーが開催されました。
参加者　篠田・今城・吉田・多田

8／19（日）
ローターアクト提唱クラブ連絡会議が開催されました。
参加者篠田・林幸稔・熊田・多田

8／29（水）　夏期家族例会 18:30〜　会場 アナザースタイル
9／8（土）〜9（日）
2018~2019年度ローターアクト地区交流会（松山）

9／23（日）　一日会　鮎滝CC（親睦委員会）
9／30（日）　早明浦タム上流域下草刈り
10／26（金）〜28（日）　地区大会の本登録本日最終日です。

豊田会員・詫間会員

親睦活動委員会（中村耕太郎会員）
夏期家族例会のご案内（ドローンの写真撮影もあります）

社会奉仕環境保全委員会（宮本副委員長）
早明浦ダム下草刈りの案内
西日本豪雨災害義援金について
一人あたり3000円をクラブより寄付

ロータリー財団委員会（岡委員長）
ロータリー財団の説明と寄付のお願い

会員増強職業分類委員会（今城委員長）
会員増強セミナーでの会議の内容を報告
卓　話 幹事　多田耕三

　　　　　　　「短期交換プログラムの報告」
今回は16歳の男の子2名、（ケヴィンとデレ

ク）を7月6日〜10日（4泊5日）で受入れをさせ
ていただきました。
最初は若干不安でしたが、自分自身も30年前

に同じプログラムでニュージャージ洲に短期留学をさせていた
だいたこともあり恩返しの意味でも気持ちよく受入れさせてい
ただきました。受入れ当日は、豪雨の影響で大雨警報の中で
ウェルカムランチがスタートしました。
第一印象は、シャイでおとなしいケヴィン、社交的で明るく

よくしゃべるデレク。とてもいい組み合わせだと思いました。
早速、雨を避けるように商店街に行き、着物を試着して写真を
撮り興奮していました。その後もショッピングモールにてゲー
ムや買い物を堪能して、食べたかったうどんを食べに行きまし
た。
大雨のおかげで、有名店のうどん屋が貸しきりのように使え

楽しく食べました。2日目は合同プログラムで小豆島に行きま
した。子供のスイミングスクールの仲間ともすぐに仲良くなり
片言の英語で楽しく話していました。日本伝統の七夕飾りや願
い事を書いて、とても嬉しそうに笹に吊るしていました。3日
目は、我がクラブの有志メンバーと一緒に船で釣りをしました。
大雨の後なのでなかなか釣れない中、デレクが40センチの鯛

を釣り満喫していました。ケヴィンは疲れもたまっていたのか
船酔いしてしまいました。でも船から海にダイブするときは無

幹事報告

米山功労者表彰

委員会報告
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2018年9月例会予定　基本的教育と識字率向上月間、ロータリーの友月間
No. 日 時間 場所 例会プログラムおよびその他 講演者

9 5 12:30〜 JRホテルクレメント高松 卓話「ロータリーの友を読む」 会報・広報・雑誌委員会副委員長
（ロータリーの友担当）詫間　行芳氏

10 12 12:30〜 JRホテルクレメント高松 客話「JRホテルクレメントの運営」 JRホテルクレメント社長　
	 田中　善一郎氏

11 19 12:30〜 JRホテルクレメント高松 客話「国際的に見た基本的教育と識字率向上」 国際支援団体aste代表　
	 田中　志歩氏

12 26 12:30〜 JRホテルクレメント高松 客話「人生の問いかけ」 宗教家	 花苑　翠玉師

2018年10月例会予定　経済と地域社会の発展月間、米山月間
No. 日 時間 場所 例会プログラムおよびその他 講演者

13 3 12:30〜 JRホテルクレメント高松 客話
「まちづくり　企業づくり　MBAで学ぼう」

香川大学大学院地域マネージメント
研究科	 中村　正伸准教授

9月の誕生者
〜おめでとうございます〜

山地　真人（2日）、木田　一彦（7日）、石川　德尚（11日）、松本　周平（13日）
田村　禎啓（16日）、中村耕太郎（17日）、林　幸稔（19日）、熊田　浩（30日）

７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 出席率

₇月累計 251 56 26 155 50 16 171 77.40 ％
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今の消費者は安さや高
級感では動かず、自分
が価値を認めた時だけ

買う、と云われています。今、アメリカ流マーケティン
グの大量生産・大量消費に慣らされた日本の消費者か
ら、我が国ならではの商いが消えていくことへの嘆き、
そして日々の買い物にも楽しさを求める顧客心理。四季
折々のお祭りめく季節商品の特売を知らせる親しみのあ
るチラシの用意と心のひだを読まねばならない、「最後
の一押し」を必要とする日本の消費者。そして、今ま
た「日々の暮らしを大切にする姿勢」が新たな潮流とし
て渦巻き、いったん急あれば自ずと集まる老若男女のボ

ランティアの姿が有史以来あったでしょうか？「生きて
きた今までの恩返し」と忽然と現れ、ものの30分で探し
当て、悠然と次の場所に救援ボランティア活動をはじめ
る。観世音菩薩の再来か、を思わす。
そこには「敷島の大和心をひととはば朝日ににほふ山

桜花」と詠まれ、一瞬に凝縮された山桜の美しさに例え
られる日本人の美が刻まれています。何事も全力で取り
組んでいくというＤＮＡを背負う私たちからすれば、そ
れぞれの点と点が結び付いて自ずとロータリアンのここ
ろに至ります。そんな「基本的教育と識字率向上月間」
と「ロータリーの友月間」の9月号です。じっくりとご
一読ください。	 （編集子）

編集後記

邪気にはしゃいで元気になっていました。その夜は釣った鯛を
お店で料理してもらい、何人かの有志メンバーも加わりディ
ナーを楽しみ交流しました。4日目は、地元の私立高校2校に行
き剣道・和太鼓・卓球・テニス・ダンス・吹奏楽をまわり、
200人以上の生徒と交流しそれぞれ体験しました。日本の高校
生と直にふれあいとても有意義な時間が持てたと喜んでいまし
た。
最後の夜は、プレゼントを渡したり息子とゲーム対戦した
り、名残惜しく過ごしていました。息子とハグをしたりして英
語に全く興味がなかった息子がしゃべろうとスマホを調べるよ
うになったことは親として収穫でした。本当にこのような貴重
な体験を家族を通じてさせていただきとても感謝しておりま
す。ありがとうございました。

二 コ 二 コ 箱
藤田会員「本日の日経新聞、吉田先生のご配慮で回覧させて頂きました。全

国区デビュー　TKM46、会員番号1号、タカマツ46歳です。」
林（幸）会員「義援金の件、よろしくお願いします。お先に失礼します。」
吉田会員「お先に失礼します。」
合田会員「所用により、中座失礼致します。」
新地会員「お先に失礼します。」

計￥7,000　合計￥90,500

会員掲示板

●ビジター
谷口さま、白井さま（高松RC）

●メークアップ
森(恒）会員、上村会員、前田会員、林(幸）
会員、多田幹事、秋山会員

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　木村会員


