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2018-19年度

日時／平成30年10月24日（水）12:30〜
場所／JRホテルクレメント高松

10月24日　第16回

昨日は二十四節気の「霜
そう

降
こう

」でした。初霜が降りて秋が深
まっていく季節のことです。つい先日までは「暑い、熱い」と
言っていましたが冬に向かって「紅葉」の始まりです。
さて、10月も後半ですが、この月はロータリー月間以外に、
国連が制定した「世界食料デー月間」でもあります。
世界では約8億2千万人が飢えに苦しんでいます。世界人口

76億人のうちの約11％、9人に1人の飢餓人口です。その一方
で、世界人口の8％6億人が肥満とされています。
食料供給では、全世界の生産食料は年間40億トンで全人口
を賄うのに充分な量がありますが、3分の1の13億トンが食料
廃棄されています。問題は「食の偏

かたよ

り」です。その原因は、“開
発途上国の貧困”や“気候変動”、“紛争”による食の不均衡であ
り、その慢性化にあります。
世界の食料生産は足りているのですから、世界の飢餓撲滅に
貢献するためにも、「膨大な食品ロスを減らす」努力が、我々
に求められています。その一つとして、クラブの例会出席を確
実にして、例会食事を無駄にしないことも飢餓撲滅に繋がると
思っています。世界食料デー月間に寄せて、食料への気持ちを
お話しさせていただきました。

中川一成会員退会
10/26〜28　地区大会　新居浜
10/28	 高松クリーンデー（サンポート高松）
10/31	 新会員入会式
12/₇	 高松大学　高松短期大学　就職指導懇談会

親睦委員会（岡委員長）
11/23	 親睦ゴルフ大会の案内
12/12	 クリスマス家族会の案内

社会奉仕委員会（宮本副委員長）
10/28	 高松クリーンデーの案内
卓　話 篠田日出海会長

　　　　　　　「中国での日本語講師ボランティア」
高松市の友好都市･中国江西省南昌市に南昌高
松中日友好会館が主宰する日本語教室の日本語
講師として、2017年10月〜12月の3ヵ月間、中
国に滞在しました。派遣元は高松市日中友好協

会（会長佃昌道当クラブ会員）です。長年、中国で業務に従事
できた恩返しとして、中国の若者達への日本語教育の手助けを

したいとの気持ちから、ボランティア日本語講師に応募しまし
た。
南昌市は、揚子江支流の贛江畔にある江西省の省都で、市区

面積622㎢、市区人口250万人を擁しています。若者に日本語を
教えると共に、彼らと市内に繰り出したり、観光地の廬山一日
旅行に出掛けたりして、授業以外の日本語交流をしました。ま
た、市内の公園で立ったまま日本語会話学習をしているグルー
プに参加して、日本語のみならず日本事情や中国生活について
の情報交換もしました。
滞在中の生活は、市内のデパートやスーパーに地下鉄や

バスで買い物に行ったり、自炊したりしました。インター
ネット関係は、日本とは大きく違い、Line,	Skype,	Twitter,	
Facebook,	YouTube,	Google検索,	Google	Map,	Yahoo	Japan検
索,	Dropbox等は、当局の規制により接続禁止で利用出来ない
不便さが、政治体制の違いを今さらながら認識を新たにしま
した。また、中国は集会･結社に規制がある国なので、ロータ
リークラブはありません。従って、滞在中はインターネットで
日本のロータリーのE-クラブでメイクアップして、この間の皆
出席を達成しました。
3ヶ月間の滞在中、日中関係者からのサポートにお礼申し上

げると共に、当クラブの皆さんからE-mailやFacebookによる
連絡や情報をいただき、心の支えになりましたこと厚くお礼申
し上げます。

二 コ 二 コ 箱
前田会員「米山寄付について。吉田茂会員、秋山会員、白井会員、堀

祥二会員に寄付していただきました。本当にありがとうご
ざいました。それと結婚記念日の花、ありがとうございま
した。」

上村会員「結婚記念日のお花ありがとうございます。もう41年目と
なりました。」

木田会員「結婚記念日の花束ありがとうございます。」
篠田会長「卓話ご静聴ありがとうございました。」
白井会員「結婚記念日のお花ありがとうございます。仲良く頑張って

ます。」
楠木会員「都合で先に失礼させて頂きます。」

計￥17,000　合計￥202,000

会員掲示板

●メークアップ
森（恒）会員、中村（厳）会員、森（敬）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　新地会員

2018-19年度

日時／平成30年10月31日（水）12:30〜
場所／JRホテルクレメント高松

10月31日　第17回

会長挨拶 会　長　篠田日出海

幹事報告

委員会報告

会長挨拶 会　長　篠田日出海

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
先週末の10月27日と28日は、新居浜で国際ロータリー第2670
地区大会が開催されました。四国地区内の約3,000会員の内、
1,700名余りが地区大会に出席されていました。我がクラブか
らは10名の出席でクラブ会員数に比して極端に少なく、「例会
の低出席率」と同様に、第2670地区の要注意クラブで面目ない
状況です。地区大会と言う他のクラブとの交流の場への参加が
消極的であること、真に残念至極であります。特に新入会員の
出席が零と言うのも大変残念でした。
大会当日と“高松市クリーンデー”とが重なったことも影響が
あるのかなとも思っていますが、来年度には、今年度の汚名を
撥ね除けるような出席をお願い致します。
さて、大会の内容ですが多岐に渡りますので、その中の「大

会決議案」についてお話しします。決議案は1号〜12号まで有
るのですが、その内の決議第7号〈ロータリアンの職業倫理に
関する件〉であります。その決議説明で「ロータリアンは、地
域社会の業種別代表者としての自覚と、自らの職業に誇りを持
ち職業倫理の規範となるべく、日々努力することをここに決議
する。」とされ、各ロータリアンの職業倫理への努力が要請さ
れていると認識を新たにしております。
以上、地区大会について申し上げましたが、今日は、また一
人仲間が入会される記念すべき日であります。我々は、新しい
仲間と共に活気のある楽しい高松南ロータリークラブを育んで
いきたいと思っています。
先程、地区大会出席の事で小言を言い、気が滅入るような話
しで申し訳ありませんでした。今年も後2ヵ月です。来年へ向
けて、私的にも公的にも色々な事を解決しながら、粛々と個々
の仕事とロータリー活動を進めて参りましょう。

10/26〜28　地区大会（新居浜）参加者13名
（来年の地区大会は徳島です。11/22〜24に開催され
ます。入会3年未満の会員は出席必須です）

11/16	 富山南RC創立55周年記念例会3名参加
12/７	 高松大学・高松短期大学職業指導懇談会
	 参加企業　小野㈱　㈱香川銀行　大協建工㈱
	 ㈱日鋼サッシュ
	 ㈱ラブラボ

新会員入会式
讃井和則（さぬいかずのり）会員
三井住友信託銀行高松支店　支店長

高松クリーンデー参加の報告（宮本社会奉仕副委員長）
卓　話 林　幸稔　会員

　　　　　　　「甲子園への道」
我が高松南ロータリークラブ野球部は、1992
年に発足。結成のきっかけになったのが甲子園
球場で行われる「全国ロータリー野球大会」。
各地の厳しい予選を勝ち抜いた全国大会が甲子

園！発足と同時に、県内のロータリークラブにも声を掛け、県
内の野球リーグを結成。1996年に四国大会を制し初出場！2000
年以降は親睦大会となり、これまでに8度出場！今年は、大阪
平野と対戦し、7－2で快勝！現在チームは、県リーグをメイン
に、四国地区大会改めガバナー杯への参加。そして、数年に一
度甲子園での大会に参加しています。県内では、高松グリーン
としのぎを削り、ここ数年は勝った方が優勝！2015年優勝、
2016年準優勝、2017年優勝！チームの柱となるのが、今年77歳
ながら完投もあるエース大橋泰範投手！チームのムードメー
カーで大橋さんのライバル平井信一投手です！創部以来のふた

りの野球にかける情熱に引っ張られながら、チームは一丸とな
り優勝を目指しています！

二 コ 二 コ 箱
森（敬）会員「なかなか出席できず申し訳ないです。今日も大遅刻で申

し訳ありません。」
計￥5,000　合計￥207,000

会員掲示板

●メークアップ
岩井会員、合田会員、前田会員、岡林会員、中村 （厳） 
会員、田中（理）会員、岡（隆）会員、田村会員、松木
会員、小野会員、谷本会員、森（敬）会員、豊田PDG、
森 （恒） 会員、堀川会員、太田PDG、篠田会長、多田幹
事、田中（弘）会員、高島会員、熊田会員、林 （幸） 会
員、吉田会員

●ビジター
北川さま（高松RC）

ロータリーソング
「四つのテスト」
ソ ン グ リ ー ダ ー　
堀（一）会員

2018-19年度

日時／平成30年11月7日（水）12:30〜
場所／JRホテルクレメント高松

11月7日　第18回

今日は、11月の第1回例会です。今月は「ロータリー財団月
間」です。
ロータリー財団については、ロータリアンからの“寄付金”を
募り、ポリオ撲滅活動等の“奉仕プロジェクト”に活用されてい
る程度の認識だと思います。寄付については、我が高松南RC
はクラブが誕生して以来の累計寄付金が30万6,756US$（約3,480
万円）で、RI2670地区で第4番目のドナーです。因みにトップ
･ドナーは、高知RCの約4,039万円です。
その寄付金の使い道、即ち奉仕プロジェクトは“人道的プロ

グラム”、“教育的プログラム”、“ポリオ・プラス・プログラム”
の3つがあります。我々のクラブは、寄付額は大きいのです
が、その寄付金を役立てる、即ち寄付金を使うプロジェクトの
実施は少なく、近年では2016年度の創立60周年記念事業の高松
養護学校へ運動動作機器整備プロジェクトの一部費用として、
人道的プログラムの地区補助金25万5千円を交付された実績が
あります。これを例に今後も、財団への寄付で集まった基金を
利用してのプロジェクトを展開できたらと思っております。
今日の例会では、次年度の理事を選出する前段の指名委員会

の設置についての臨時総会も行われます。
また、後程、新会員近藤弘行さんの入会式を行います。入会

は10月31日付けですが、近藤さんの日程調整で、本日、入会式
を行うことになりました。新しい仲間と共に、我々も高松南
RCを盛り上げ、ロータリーライフを楽しみましょう。

新会員入会
近藤弘行会員　百十四銀行本店営業部長
会員62名
11月ロータリレート　1ドル＝112円
11/10	 高松養護学校祭　10時〜14時　回覧
11/16	 富山南RC創立55周年記念例会
	 （出席者　篠田会長・岡林会員・田村会員）
11/23	 香川県RCゴルフ大会（鮎滝CC）
12/₅	 クラブ年次総会
12/₇	 高松大学職業指導懇談会
12月12日（水）クリスマス家族会（18:00〜クレメント）

幹事報告

委員会報告

会長挨拶 会　長　篠田日出海

幹事報告

委員会報告
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例　会
親睦活動委員会（中村耕太郎会員）
一日会の案内　11/18　ロイヤルカントリー
クリスマス家族会の案内　12/12

次年度理事役員の選挙について　指名委員会の設置を決議
指名委員（ソバハニ会員　増尾会員　宮脇会
員　前田会員　岡林会員）
増尾指名委員長代理 挨拶

今月の誕生日  渡辺成剛　会員

　　　　　　　「クラブ最年長ロータリアンの
誕生祝挨拶」
誕生祝い有り難う御座いました。明日が誕生
日なので友人から先程、ワインとマンガタッチ
の私の肖像画を頂いたので持参しました。20年
前の感じですが、似てますか？

86歳、クラブ最年長の渡辺です。来年、この席に立てるかど
うか？と思い、2分少々の時間を頂戴しました。
私が起ち上げた広告会社も大和証券さんにお世話になって、
ジャスダック市場に上場でき、70歳で退任しました。
そして若い頃からの夢であった“ヨットライフ”を太田さんの
経営するヨットハーバーで、お世話になりました。ヨットレー
スも、ずいぶん楽しませてもらいました。でも、秋山さんほど
メダルやカップをたくさん頂けませんでした。最後には、下関
の通関から42フィートのヨットで出国し、玄界灘を超えて韓国
のプサンまで行きました。もちろん1人でではなく、クルーは8
人が乗ってくれました。
75歳を過ぎレースもきつくなり、次に油絵を勉強しようかな
と思った矢先に、家内が脳梗塞で倒れ車椅子になりました。5
年間、自宅で介護してあげました。その間、今、親睦委員長さ
んを中心に企画して頂いていると思いますが、ロータリー恒例
の年末家族会に4回、車椅子の家内と参加させて頂き、ご迷惑
をおかけしましたが、本人は大変喜んでいました。有り難う
御座いました。家内が亡くなって5年になります。私より先に
逝ってくれて、よかったとも思っています。
今はやり残したこと、思い残す事、何もありません。のんび
りと、健康で、行ける所までと思っています。
最後に川柳を一句、「未練ない、云うが地震で、先に逃げ」。
有り難う御座いました。

二 コ 二 コ 箱
渡辺会員「誕生祝い（ 最年長 ）有難う御座いました。」
花苑さま（高松西RC、ビジター）
詫間会員「結婚記念のお祝い有難うございました。」
岡（佳）会員「結婚記念のお花ありがとうございます。」

計￥18,000　合計￥225,000

会員掲示板

●メークアップ
岡林会員、藤田会員

●ビジター
葛西さま（高松北RC）、浜さま（高松東RC）、花苑さ
ま（高松西RC）

ロータリーソング
「国家」「四季のうた」
「バースデーソング」
ソングリーダー
堀（一）会員

2018-19年度

日時／平成30年11月14日（水）12:30〜
場所／JRホテルクレメント高松

11月14日　第19回

先日の10日（土）に我がクラブが支援している香川県立高松
養護学校の学校祭に行って来ました。皆さんに案内を回覧した
のですが、学校からの案内が遅く来たので、行かれた方は多分
少なかったと思います。
学校祭は、健常者の学校祭と同じように生徒達の作品展示や

手作りゲームコーナー、模擬店があり盛況でした。谷口先生か
ら学校施設および学校祭を案内して戴きました。
私も今まで養護学校の分類について、漠然とした知識しか

持っていませんでしたので、調べてみますと皆さんはご存知の
事かと思いますが次の通りでした。
全て県立の学校ですが、肢体不自由対象の高松養護学校、知

的障害対象の香川中部養護学校等、視覚障害対象の盲学校、聴
覚障害の聾学校、それに病弱対象の善通寺養護学校がありま
す。これらの学校は、行政上では“特別支援学校”と呼ばれてい
ます。ロータリアンが、これら特別支援学校を支援する事も奉
仕の精神の具現化の一つと思った次第です。
ところで、もう、11月の中旬になりました。日々に山の木々

は、緑色から黄色に変化し始め、紅葉が綺麗な晩秋へ向かって
います。我々が愛でている特別名勝“栗林公園”のライトアップ
が来週末から始まるそうです。これに合わせ藤田会員のカフェ
でもライトアップ特別メニューを提供されるとのことですの
で、ご家族と夜の紅葉観賞とディナーを楽しまれることお薦め
いたします。
秋の夜長に特別支援学校について調べた些細なことを説明し

た次第です。

11/16	 富山南RC創立55周年記念例会
11/18	 一日会　（親睦委員会）
	 参加者11名＋田辺はまゆうRC3名
1/26〜28　友好クラブ・那覇南RC訪問旅行　参加者募集

親睦委員会（岡委員長）
忘年家族親睦会の案内　
日　時	 2018年12月12日（水）18:30~21:00
	 集合写真撮影　18:20〜　※18:15集合時間厳守
場　所	 ホテルクレメント高松　3F飛天
参加費	 会員1名＋1名まで　8000円
	 3名から一人あたり　中学生以上　2000円
	 小学生　1000円　　　幼児　　　　無料
	 本年もプレゼント品のご提供をお願いいたします。
第九練習　　太田PDG

新会員卓話
楠木泰二朗　会員
琴平バス（株）代表取締役

二 コ 二 コ 箱
岡林会員「結婚記念日の花束をありがとうございます。夫妻で、ゴル

フに旅行と自由時間を存分に楽しんでおります。」
藤田会員「藤田会長、栗林公園の広報ありがとうございます。皆様

11/23〜ライトアップスタートです。是非、ご来園くだ
さい。」

計￥4,000　合計￥229,000

会員掲示板

●メークアップ
詫間会員、中村（耕）会員、豊田PDG、多田幹事

●ビジター
吉田さま（姫路西RC）

ロータリーソング
「我等の生業」
ソングリーダー　
新地会員

臨時総会

会長挨拶 会　長　篠田日出海

幹事報告

委員会報告
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2018年12月例会予定　疾病予防と治療月間
No. 日 時間 場所 例会プログラムおよびその他 講演者

22 5 12:30〜 JRホテルクレメント高松 クラブ年次総会（定款第8条）
充分スピーチ「名簿と体力は一番」 秋山俊二会員

23 12 18:00〜 JRホテルクレメント高松 忘年家族会

24 19 12:30〜 JRホテルクレメント高松 第4回クラブ協議会
（篠田会長　半年活動レビュー） 篠田日出海会長

26 休会

2019年1月例会予定　職業奉仕月間
No. 日 時間 場所 例会プログラムおよびその他 講演者

2 休会

25 9 18:30〜 花樹海 新年会

12月の誕生者
〜おめでとうございます〜

太田　英章（5日）　平井　信一（15日）　上村 光男（27日）

10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

10月累計 305 70 38 197 76 21 218 79.70 ％

高松南ロータリークラブ  Monthly Report　　発行日／月１回　　発行／高松南ロータリークラブ
編　集／会報・広報・雑誌 委員会　田中弘之　詫間行芳　増尾茂之　多田耕三　髙島秀樹
事務所／〒 769-0102　高松市国分寺町国分 2755　鷲谷直子方　TEL・FAX 087-874-5303

大原美術館でエル・
グレコの絵画「受胎告
知」を拝観できました。

かぎりなく深い神秘的な闇に包まれた夜空に、突然眩い
ばかりの光芒を発して天使が登場するシーンを描いた作
品で、説明文は「万有は死に帰す、されど神の愛は万有
をして蘇らしめん」でした。宗教改革も一段落したころ
の作品です。欧州の人々を桎梏からときはなした「宗教
改革」とは、浅学非才の編集子のなけなしの頭脳の理解
からいけば、結局「神の義は信仰に始まり信仰に至らせ
る」を眼目に、救いへの道は人間が神の恵みにふさわし
くなろうとする努力にあるのではなく、神を信頼し自ら
をゆだねる信仰のなかにのみあることを、また信仰の究
極的な権威は「聖書のみ」にある。この変革と、それを
通じて成立したプロテスタンティズムは、ルネサンスと
並んで、近代ヨーロッパ世界の形成にとって、重要な意
義をもつこととなったのです。その改革の追い風になっ
たのが、活版印刷技術の発明で急速に文字の世界が広ま

り、聖書の理解に基づく個人的信仰の確立をめざし、聖
書の母国語への翻訳を行い、これを読ませるために民衆
教育の普及に積極的に取り組んだことが、ヨーロッパの
人々の行動を律するものとして神の存在を連綿として感
じます。これを機会に後進地域だった当時のヨーロッパ
世界が、これらの発明のお陰で、当時の先進国で超大国
だったオスマン帝国とサシで勝負できるようになったの
は大きな歴史の進歩だと思いますが、皮肉なことにオス
マン帝国の血をひくトルコ共和国の大統領は欧米を手玉
に取ってオスマン帝国の復活を夢みています。まさに歴
史は繰り返す、のとおりです。
年の瀬も押し迫った師走12月にお馴染みのベートーベ

ン第九合唱「歓喜に寄す」をドイツ語原文で歌うところ
に意義がある「にわかづくり」合唱団の歓喜にあふれた
歌声で今年のロータリー活動もまた来年につながる12月
号には、この1年をじっくり振り返らせてくれます。ひ
とつでも多くの引き出しをもつロータリアンになりたい
ものです。	 （編集子）

編集後記


