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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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2018-19年度

日時／平成31年2月6日（水）12:30〜
場所／JRホテルクレメント高松

2月6日　第29回

　　　　　　　　　　　　　　　　　　今日は、桑原ガバナー
をお迎えしてのガバナー
公式訪問例会です。桑原
ガバナー、工藤ガバナー
補佐、金山随行の皆様、
ようこそ高松南ロータ
リークラブ訪問ありがと
うございます。会員一同

心より歓迎申し上げます。
2週間前のクラブ協議会に工藤ガバナー補佐のご臨席を賜
り、今年度の活動計画とその進捗状況についてご説明申し上げ
ました。また、先程、ガバナーとの懇談会で我々のクラブの現
状および問題点等を申し上げました。クラブの改善は、第一義
に我々の努力と実行にあることは承知していますが、ガバナー
およびガバナー補佐のご指導を賜りたくお願い申し上げます。
さて、悲しいご報告ですが、去る12月に急逝されました当ク
ラブ故乾篤之会員の「お別れの会」が、昨日高松国際ホテルで
行われました。会員の多くの方が参列され、乾会員へのご供養
が出来たと思っております。皆様と共にあらためて乾会員のご
冥福をお祈り致します。
次に今週末の10日には、次年度の地区チーム研修セミナー

（DTTS）および会長エレクト研修セミナー（PETS）が徳島で
開催されます。地区役員の方々、会長エレクト、次期幹事の皆
様よろしくご出席の程お願いします。このように、もう次年度
の準備が始まりました。我々も後5ヶ月で今年度計画の遣り残
した事業を実施していきますので、皆さんのご協力をお願い致
します。
それでは、本日の桑原ガバナーを迎えてのガバナー公式訪問
例会よろしくお願い致します。

会員数：61名　2月Rレート：１ドル＝110円　（1月　112円）
3月4日	 高松北＆高松南RC合同例会　
	 18：30～　クレメントホテル（例会変更）
3月9日	 2018-2019　香川第Ⅰ・Ⅱ分区合同IM
	 参加のお願い
	 12：30～15：30　　第2部16：00～17：30
	 綾歌総合文化会館「アイレックス」
	 例会変更　　WB掲示

過去5名のガバナーを輩出され、今も2名の先輩がご活躍され
ておられます高松南RCを訪問出来ます事、光栄に存じます。

クラブ訪問が遅くなりましたこと、新居浜で
の地区大会ではご不便おかけしました。おわび
致します。
ラシンRI会長のテーマ“BE	THE	INSPIRATION”
とは“鼓舞する人になりましょう”という意味で

す。メンバーがお互いに鼓舞し、より有意義で活発な奉仕を実
行する人になりましょうと呼びかけているのです。
長短期交換のホストの方々には御苦労お掛けしました。ライ

ラに参加する際に、4泊5日でなく、1泊5日になるぞと言われま
した。そのとおり寝るのも忘れるほど熱中して語り合った素晴
らしい体験でした。続けてゆきたい貴重な事業と痛感しました。
我々の最大の活動である「ポリオ撲滅」は、大きな実績を挙

げ、実現あと一歩まできました。悲願達成にご協力下さい。
日本のロータリーが100年を迎えました。今からの100年にむ

かって活動の輪を広げてゆきましょう。
「マイロータリー」の登録
がなかなか進んでいません。
次回の公式訪問では半数以上
の登録をお願いします。
今年度は、ドイツハンブル

グで国際大会が開かれます。
是非ご参加下さい。

二 コ 二 コ 箱

松坂会員「皆様お久しぶりです。誕生日のお祝いありがとうございま
した。」

豊田PDG「桑原征一ガバナー歓迎いたします。」
秋山 会員「たんじょう日のプレゼントありがとうございました。」

計￥14,000　　合計￥383,670

会員掲示板

●メークアップ
中村（耕）会員、宮本会員、岡（隆）会員、篠田会長、豊
田PDG、詫間会員、田中（弘）会員、中村（秀）会員、
吉田会員、堀（祥）会員、秋山会員、今城会員、田村会
員、田中（理）会員、多田会員、佃会員

●ビジター
四之宮さま（高松東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　
平井会員

会長挨拶 会　長　篠田日出海

幹事報告

ガバナー公式訪問 2019-20 ガバナー　桑原　征一 様
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例　会
2018-19年度

日時／平成31年2月13日（水）12:30〜
場所／JRホテルクレメント高松

2月13日　第30回

　先週の例会は、先週、桑原ガバナーが公式訪
問で当クラブの例会に臨席されました。ポリオ
撲滅やその他多くのことを講話して戴きまし
た。今、国際ロータリー（RI）で推奨されて
います。“My	Rotary”に登録するように指導さ

れました。ご存知のこと思いますが、My	Rotaryと言うのは、
インターネットにおいて「ロータリーの活動や地区・クラブ運
営に必要な情報やデータを随時入手できる」システムのこと
で、このシステムにロータリアンが各自登録することで使用す
る事が出来ます。各自、このMy	Rotaryに登録してロータリー
の情報を共有することをRIは推奨しています。第2670地区四
国のロータリアンの27.6％が登録済みですが、我が高松南RC
は約15％の登録で地区の平均にも達していないようです。今
後、皆さんの登録を期待しております。この登録のお手伝い
は、多田幹事の方で考えられているようですので、よろしくお
願いします。
次に、先日10日には徳島で、次年度の地区チーム研修セミ
ナー（DTTS）および会長エレクト研修セミナー（PETS）が
開催され、当クラブから地区役員の方々および髙島会長エレク
トが出席されました。ご苦労様でした。後5ヶ月後に始まる次
期クラブ活動の準備が着々と進められています。今年も既に
1ヶ月が経過し、次期のロータリー年度が始まるまでには元号
も代わり、時の経つのが速いスピード進んでいるのを感じてい
るところであります。
ところが、昨日突然、18歳の池江璃花子水泳選手の白血病が
公表され、只、驚くばかりです。まずは治療に専念してもら
い、若いアスリートの一日も早い完治と復帰を願うのは、我々
国民皆の思いであると思います。まだ若い彼女が、また表彰台
で笑顔を見せてくれるのを期待して、病魔との闘いへエールを
送り、本日のご挨拶を終わります。
「水泳･池江璃花子ガンバレ！」の気持ちです。

3月4日	 高松北＆高松南RC合同例会
	 18：30～（例会変更）クレメントホテルにて
3月9日	 香川第Ⅰ・Ⅱ分区合同I.M参加のお願い
2019-2020　地区研修・協議会
日時：2019年3月31日（日）　アスティとくしま
10：00～15：20　部門別協議会　　対象：次年度の役職者
会長：高島会員　　幹事：田中理会員　　会計：近藤会員
クラブ奉仕委員長：	 職業奉仕委員長：岡隆夫会員
社会奉仕委員長：宮本会員	 国際奉仕委員長：堀祥二会員
青少年奉仕委員長：熊田会員	 ロータリー財団委員長：
米山記念奨学委員長：	 会員増強委員長：
広報・IT委員長：
例会変更　他クラブ　WB掲示

　　　　　　　　百十四銀行本店営業部の近藤でございます。
20分近くのお時間を頂いておりますが、私は
平凡なサラリーマンでして見識ある皆様の前で
お話できるような事は一つもありませんので、
私の略歴と身を置いている百十四銀行、銀行業

界について10分程話したいと思います。その後、当行の140周
年記念ビデオをご覧頂きたいと思います。懐かしい高松の映像
が出て参りますのでお楽しみに。
昭和37年生まれの観音寺市出身で出身高校は観音寺第一高校

です。大学は以前に大河ドラマで取上げられておりました京都
の同志社大学を卒業し昭和61年（1986年）に入行しました。
当時は、大学に出席しない私のような者でもいくつか有名企

業の内定がとれたほど好景気で就職も売り手市場であったと思
います。東京で数社の面接旅費を受け取り、遊んで帰るツワモ
ノモいるような時代でした。
☆ちなみに当時の1年定期は3.5％程度であり、その後バブルの
1990年には6.1％をつけた時代でした。
その後私は当行支店の西は福岡から東は東京まで計13回の転

勤人生を経て昨年の10月に高松：本店に赴任した次第です。
☆転勤回数だけは同期トップであります。
さて、私個人のことはこの位にして、百十四銀行と地方銀行

について少しご紹介させていただきます。
明治5年、わが国に銀行制度が採用され国立銀行条例が公布

されました。この条例に従って明治5年から12年の間に第一国
立銀行から第153国立銀行まで153の国立銀行が全国に設立さ
れました。この内香川県高松市に114番目に設立されたのが第
百十四国立銀行で、今では数少ないナンバーバンクの一つです。
☆ナンバーバンクについて：百十四という名称は国立銀行の名
残であり、現在もこのような数字を残している銀行は6行あ
ります。ご存知でしょうか？第四（新潟）十六（岐阜）十八
（長崎）七十七（宮城）百五（三重）と当行の6行です。
☆八十二（長野）は19銀行と63銀行が合併して82（厳密には除外）
ちなみに我が国の全国銀行（都市銀行5行、地方銀行64行、

第2地方銀行40行、信託銀行4行）新生銀行、あおぞら銀行の計
115行である。
全国銀行の預金残高は平成30年12月末で744兆円になります

が、この内都市銀行363兆円（シェア48％）地方銀行264兆円
（シェア35％）となっております。

二 コ 二 コ 箱
前田会員「お先に失礼します。まだ米山寄付をされていない会員の方は、少

しでもよろしいので寄付をよろしくお願いいたします。」
堀（祥）会員「お先に失礼します。」
詫間会員「お先に失礼します。」
木村会員「お先に失礼します。」

計￥6,000　　合計￥389,670

会員掲示板

●メークアップ
豊田PDG、篠田会長、太田PDG、田中（弘）会員、吉田
会員、辻村会員、森（恒）会員、堀（一）会員、宮本会員、
新地会員、中村（厳）会員、岡（隆）会員、松木会員、合田
会員、小野会員、田村会員、森（敬）会員、堀川会員

●ビジター
四之宮さま（高松東RC）

ロータリーソング
「我等の生業」
ソ ン グ リ ー ダ ー　
讃井会員

2018-19年度

日時／平成31年2月20日（水）12:30〜
場所／JRホテルクレメント高松

2月20日　第31回

今日の例会では、職業奉仕賞の贈呈を行います。本来なら
ば、1月の“職業奉仕”ロータリー特別月間に行うべきでしたが、
1月に行事が多くて本日になったと言う事情もあります。

会長挨拶 会　長　篠田日出海

幹事報告

新会員卓話 　近藤弘行会員

会長挨拶 会　長　篠田日出海
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例　会
ところで、そもそも「職業奉仕（Vocational Service）と

は何か？」と言う問があります。職業奉仕を簡単に定義すれ
ば、「ロータリアンが、自分の職業を通じて他人を助けること」
（ロータリー情報ハンドブック）とされています。私は、ここ
で言う「職業」を「日常的に従事する業務や労働など、技能、
知識、能力などをまとめた一群の職務」と考えています。した
がって、その職業が必ずしも収入を得る必要があるのではな
く、「社会の中での役割を担う事により、社会に貢献する事」
も職業と捉えて良いのではないかと思っています。
私どものクラブでは、毎年、我々ロータリアンを対象とする
のではなく、市井の人々の中から「意義ある活動をした職業
人」に職業奉仕賞を贈呈しています。今年度は、バングラデ
シュの少数先住民族村で教育や生活の支援を行っている社会
奉仕団体“aste”代表の田中志歩さんに職業奉仕賞を贈呈して、
asteの更なる活躍を願うものです。昨年9月の“基本的教育と
識字率向上月間”中の例会で、代表の田中さんに「国際的に見
た基本的教育と識字率向上」の演題で客話をしていただきまし
た。その時に、香川県の若い人々が率先してボランティアとし
て活動していることに大変感銘を覚えました。また、当クラブ
の田村SAAも高松青年会議所の支援活動で、asteの皆さんと
バングラデシュのプロジェクト・サイトへ赴き、現状視察と奉
仕活動をされたと聞いております。それに、先程、来訪ロータ
リアンのご紹介をさせて戴きました高松ロータリークラブの川
口国際奉仕委員が、このasteの小学校建設プロジェクトの支
援を、香川第Ⅰ分区の各ロータリークラブに熱心に声掛けされ
て、バングラデシュおよびaste支援の輪を広げております。
川口さんも現地視察をされておられますので、後程、このプロ
ジェクト支援についてのご挨拶をお願いしたいと思っていま
す。よろしくお願いします。
以上申し上げましたように、今日は、いわゆる“収入の伴う
職業”としてではなく、発展途上国の少数民族の支援に献身的
に活動されているasteの活動にエールを送り、本日の講演拝
聴を楽しみにしております。

asteの皆さん、頑張って活動して下さい！

3月4日	 高松北＆高松南RC合同例会
	 18：30~20：30（3/6の例会変更）
	 場所：ＪＲホテルクレメント高松
3月9日	 香川第Ⅰ・Ⅱ分区合同IM　参加のお願い
	 登録開始11：30開会点鐘12：30　閉会点鐘15：30
	 第二部　公開記念講演16：00~17：30
	 場所：綾歌総合文化会館「アイレックス」
2019-2020地区研修・地区協議会
	 日時　2019年3月31日（日）　10：00~15：20
	 場所　アステイ徳島
	 対象者　次年度役職者
米山功労賞　熊田会員に感謝状授与
職業奉仕賞授与

　　　　　　　　高松RC川口様より高松RCがasteの活動支援
をしている
経緯の説明
があり、田
中志歩さん

の活動支援協力のお願いが
ありました。

二 コ 二 コ 箱
小野会員「結婚記念の花束ありがとうございます。30年目に突入し

ます。」
詫間会員「沖縄ではお世話になりました。CD有難うございました。」
田村会員「田中さん今日はありがとうございました。素晴らしい活

動、くれぐれもお体に気をつけて頑張って下さい！」
計￥4,000　　合計￥393,670

会員掲示板

●メークアップ
太田PDG、森（恒）会員、田中（弘）会員、
今城会員

●ビジター
川口さま（高松RC）、米子さま（高松RC）

ロータリーソング
「奉仕の理念」
ソングリーダー　堀（一）会員

2018-19年度

日時／平成31年2月27日（水）12:30〜
場所／JRホテルクレメント高松

2月27日　第32回

3月4日	 高松北＆高松南RC合同例会　18：30～20：30
3月9日	 香川第第Ⅰ･Ⅱ分区合同IM参加のお願い
	 現在12名参加予定

　　　　　　　１　我が国を取り巻く安全保障
○北朝鮮情勢

　・国家目標→	「朝鮮半島の社会主義統一」
　・ミサイル開発→ほとんどが我が国を射程内
のものを保持

２　陸上自衛隊の体制整備の概要
○陸上総隊新編の意義
従来、大臣が5コ方面隊を直接指揮、	陸上自衛隊の中に自

衛艦隊司令部、航空総隊司令部のような5コ方面隊を束ねる
司令部機能が欠落
29年度末の陸上総隊の新編により、部隊運用に係る指揮	・	

調整を陸上総隊に一元化することが可能、	統合運用、	日米共
同の実効性向上

○作戦基本部隊の改編
島嶼部に対する攻撃

を始めとする各種事態
に即応、	第8師団（南
九州）及び第14旅団
（四国）を機動師団・
旅団に改編

二 コ 二 コ 箱
長町会員「結婚記念日のすてきなお花ありがとうございました。本日

お先に失礼します。」
計￥2,000　　合計￥395,670

会員掲示板

●メークアップ
岡（隆）会員、田村会員、合田会員、小野会員、
松木会員、森（敬）会員、木村会員、豊田PDG、
前田会員、森（恒）会員、中村（厳）会員、堀（祥）
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　讃井会員

幹事報告

職業奉仕賞受賞記念卓話 aste 代表　田中志歩様

会長挨拶 直前会長　岡林正文

幹事報告

客　話 自衛隊香川地方協力本部長 1 等陸佐　河合龍也様
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2019年3月例会予定　水と衛生月間
No. 日 時間 場所 例会プログラムおよびその他 講演者

33 4 18:30〜 JRホテルクレメント高松 第1回高松北RC＆高松南RC合同例会

34 13 12:30〜 JRホテルクレメント高松 客話「香川用水について」
香川用水土地改良区
総務課長
 金澤広美様

35 20 12:30〜 JRホテルクレメント高松 客話「地域活性化支援機構とは」

＊定例理事・役員会

地域活性化支援機構
理事長
 山下幸男様

36 27 12:30〜 JRホテルクレメント高松 客話「県政の重点施策」 香川県副知事
 西原義一様

2019年4月例会予定　母子の健康月間
No. 日 時間 場所 例会プログラムおよびその他 講演者

37 3 12:30〜 JRホテルクレメント高松 客話「森林管理の重点」 香川森林管理事務所調整官　
 増田尚一様

3月の誕生者
〜おめでとうございます〜

堀　祥二（12日）、MASOUD SOBHANI（19日）、長町　亘洋（29日）

１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

１月累計 244 56 22 138 72 19 157 74.73 ％

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

日本の製造業は、精度
とか不良率の少なさとい
う点ではやはり間違いな

く世界一でしょう、と外国から評価されています。細か
いことにこだわる点では日本人は世界一です。これに対
して、米国は移民が多く、従って人種も多く、何事も多
様で幅が広い。だから日本のように画一化された社会で
は平均値というのが意味をなしますが、米国では平均値
を取ること自体にあまり意味がない。収入一つを取って
も、あまりに幅があって、平均値を取る意味がない。だ
けど、そうだからと言って統計数字の恣意的な算出は、
当然レッドカードです。
やはり人間は、素晴らしい仲間と一緒に仕事をしたい
という本能的欲求があると思うんです。何か社会のため

になる尊い目的のために尽くすことによって、生きがい
というか存在意義を感じる。こうした普遍的な価値は人
種も国をも超えるわけです。
良好な人間関係を築くことは、企業の発展、労働条件

の向上にとって重要です。人と人との集まりにとって
「努力は足し算、協力は掛け算、愚痴は引き算、陰口は
割り算」と教えられてきました。企業を危機から救うに
も、さらなる発展に導くにも、信頼関係と良き緊張感の
ある一体感と共通の方向性を持つことが不可欠です。そ
こにわかちあいのこころが生まれます。人類が地球上に
君臨できるのは、助けあいとわかちあいの行動ができる
からです。ここが３月のテーマ「水と衛生月間」で言う
ロータリーのこころ、即ちこの助けあいとわかちあいの
こころですか。　	 （編集子）

編集後記


