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2018-19年度
最終例会
6月26日　第48回

日時／令和元年6月26日（水）18:30〜
場所／JRホテルクレメント高松

先週の木曜日20日から22日までの3日間、フィリピンのマニ
ラにおいてマニラ･ロータリークラブ創立100周年記念のイベン
トがありましたので、これに参加して昨日帰ってきました。

マニラ･ロータリークラブ（RC）は、1919年、「First in Asia
（アジアで最初）」に出来たロータリークラブと言う事で非常に
プライドを持っています。因みに、東京ロータリークラブは
1920年の創立で来年100周年を迎えます。フィリピンには、10
地区892クラブ、28,069名のロータリアンがいます。日本には、
34地区2,270クラブ、89,176名のロータリアンです。マニラRC
の会員数は227名、東京RCは337名です。

この記念行事には、全世界から約800名のロータリアンが集
い、日本からは友好クラブの大阪東RC18名を含み20数名でし
た。20日の第1目は、夕刻にWelcome Party、第2日目は朝8時
から夜9時まで記念式典･祝賀会が行われ、第3日目は記念後夜
祭（Centennial Gala Night）が夕刻6時から日系のオカダ･カジ
ノ ホテル（OKADA Casino Hotel）で夜遅くまで行われました。

また、マニラRCから会長の私宛の招待状には、フィリピン
のドテルテ大統領が基調講演するとあったので参加登録したの
ですが、大統領のドタキャンで生の大統領にお目に掛かるこ
とがかなわず残念でした。しかし、全世界のロータリアン122
万人の頂点に立つ国際ロータリー（RI）次期会長エレクトMr. 
Mark Maloney氏との2ショット写真を撮ることができました。

韓国のソウルRCやスリランカのコロンボRC、およびアメリ
カやフィリピン国内の多くの会長達と交流しました。同期の会
長なので互いにクラスメートと呼び合い、来年のロータリー国
際大会ホノルルでの再会を約して別れました。このように多く
のロータリアンの友人を作ることが出来、大変有意義な楽しい
出会いとなりました。後日、これらの事を写真を交えて報告し
たいと思っています。

ところで、皆さん、来年のホノルル国際大会にまだ登録され
ていない方は、なるべく早く登録しましょう。いろんな国の
方々知り合うのは楽しいものですよ。

さて、今日は2018-2019年度最終の例会です。役員も会員も
皆でこの1年間の活動を慰労しながら、懇親会で楽しい夜を過
ごしましょう。

先ず以て、この一年間の高松南RCの運営や活動を支えてい
ただいた会員の皆さんにお礼申し上げます。

クラブ運営方針として「奉仕活動に積極的参加を！」と言う
事を呼び掛けました。皆さん、これに呼応していただいて、高
松養護学校支援や残念ながら雨で流れた早明浦ダム上流域水資

源活動に多くの会員が登録され、また、高松市環境美化活動に
も参加していただき、奉仕活動の拡大にご協力いただいたこと
厚くお礼申し上げます。

会員の増強についてですが、悲しいことに在籍中の会員2名
がお亡くなりになったり、病気退会などがあって、会員純減2
名であったこと力及ばず申し訳なく思っています。

皆さんには、「出席」と言う事を強く申し上げましたが、そ
れに応えていただいて、万難を排して出席されたり、他クラブ
でメイクアップをしていただきお礼申し上げます。

最後になりましたが、多田幹事や増尾プログラム委員長、そ
れに多くの会員の方々によるクラブ運営のご協力に重ねてお礼
申し上げます。ありがとうございました。

さあ、明日からは……、と言う事で、会長退任の挨拶とさせ
ていただきます。

二 コ 二 コ 箱
田中（理）会員「3試合目にして、やっと勝利投手になることができ

ました。野球部の皆さんの守備のおかげです。来週から幹
事として頑張りますので、よろしくお願い致します。」

多田幹事「一年間幹事をさせて頂き大変勉強になりました。皆様のご
協力のもと、無事終えることができました。篠田会長にも
助けられて、良い経験が出来、感謝しています。」

篠田会長「一年間お世話になりました。今後ともよろしくお願いします。」
SOBHANI会員「シノダさん、タダさん、一年間お疲れ様です。そし

て、おかげ様です。」
岡（隆）会員「篠田さん、多田さん、ご苦労様でした。親睦委員長の

任をおかげさまで、素晴らしいメンバーのおかげで無事に
終了できました（笑）ありがとうございます。」

計￥20,000　　合計￥584,670

会員掲示板

●メークアップ
森（恒）会員、増尾会員、田中（弘）会員、上村
会員、新地会員、前田会員、豊田PDG、林会
員、岡林会員

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

2019-20年度 7月3日　第1回
日時／令和元年7月3日（水）12:30〜
場所／JRホテルクレメント高松

2016-2017年度　役職：副幹事
2017/4月　会社退職
2017/6月　活動報告（クラブ協議会）

最終例会挨拶 会　長　篠田日出海

会長退任挨拶 会　長　篠田日出海

会長挨拶 会　長　髙島秀樹

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

ロータリーは世界をつなぐ
RI会長：マーク・ダニエル・マローニー　会長：髙島秀樹　幹事：田中理

Monthly ReportMonthly Report
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2019−2020ホームページ　http://www.takamatsu-south-rc.com/
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例　会
⇒　委員長の欠席が多いと太田PDGより指摘され、出席率の
重要性を意識した時期
2017-2018年度　役職：幹事
幹事業務と出席率向上に向けて、活動。
出席率の悪い会員訪問を開始（メール、TEL含む）
2018-2019年度　役職：副会長＆会長エレクト
クラブ奉仕委員長⇒₆小委員会

（出席・プログラム・会員増強・会員選考・親睦・広報）
立ち位置を意識して、各委員長に協力依頼
出席に関しては、実績は前年を下回ったが意識は上がっていた。
2019-2020年度　役職：会長
2017-2018⇒2018-2019⇒2019-2020の3ケ年の結果を出す今年度
としたい。

「2019-2020年度高松南RC運営方針」を立てた。

7/1現在　会員数　60名
7月Rレート：１ドル＝108円（6月　110円）

※国際ロータリー日本事務局管理室から報告
新会員 大西玉喜氏　7月3日入会式
短期交換留学生受入（6/30～7/４）　藤田会員

※7/3　18:30~　歓迎会：北の幸 炉ばた
第1回ロータアクト提唱クラブ連絡会議が7月14日に松山大学
で開催。  参加者：髙島会長・林会員・窪田会員
高松養護学校夏季集中研修会協賛品贈呈式（7/23）

※髙島会長　岡 隆夫委員長　松本周平会員　田中幹事　
出席
多数の会員の参加をお願いします

二 コ 二 コ 箱
田中幹事「今年一年、幹事をさせていただきます。頑張りますので、

どうぞよろしくお願い致します。」
森（恒）会員「お誕生祝い、ありがとうございます。」
髙島会長「１年間、宜しくお願いいたします。頑張ります‼」
堀　会員「国際奉仕委員会、１年間よろしくお願いいたします。藤田

徳子さん今年もホストファミリー、ありがとうございま
す。キャンプ・メリー・ハートへの寄付￥32,000、皆様
ありがとうございます。」

詫間会員「戦略計画委員会　今年度１年間よろしくお願いします。お
先に失礼します。」

今城会員「１年間よろしくお願いします」
豊田PDG「〇才目の誕生祝いありがとございました」
合田会員「誕生日祝い、有難うございました」

大西会員「入会を認めて頂きありがとうございます。よろしくお願いします。」
計￥24,000　　合計￥24,000

会員掲示板

●メークアップ
髙島会長、田中幹事、窪田副委員
長、熊田会員、森（恒）会員、前田
会員、藤田会員、堀会員

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　平井会員

2019-20年度
クラブ協議会
7月10日　第2回

日時／令和元年7月10日（水）12:30〜
場所／JRホテルクレメント高松

　　　　　　　超我の奉仕（Service Above Self）とは…？
「入会式における会長告示」に掲載されている
文章
ロータリーの目指すところが親睦と奉仕である
ことは、すでにあなたに説明したとおりであり

ます。私たちのモットーは「超我の奉仕」であり、会員相互の
親睦を通してお互いに切磋琢磨し、私たち自身の職業理念の向
上を図ることが目的であります。
₁．「超我の奉仕」を語るには、ロータリー原点、「職業奉仕」

の原理原則を知らなければ語れない。
₂．「職業奉仕」の原理原則は、「最もよく奉仕する者、最も多

く報いられる」
⇒　職業奉仕思想の誕生（1910年）

しかし、金儲けを問題にするのはおかしいと反対意見　⇒　
職業奉仕廃止論　⇒ロータリー奉仕理念の根底をなすもの　
⇒　職業奉仕実践理論

《ロータリーの思想》
・ロータリーは利己の心（自分を最優先にしようと思う心）

と利他の心（他人のために尽くそうと思う心）とが互いに
葛藤を繰り返している。その葛藤を和らげるのが奉仕哲学
である。
ロータリー第一標語：奉仕哲学

⇒「超我の奉仕」（1989年規定審議会）
ロータリー第二標語：職業奉仕実践理論

⇒「最もよく奉仕する者、最も多く報いられる」
《職業奉仕の本質》

職業奉仕を理解するには、「ロータリー運動は倫理運動で
ある」ことを理解しなければいけない。

職業奉仕思想はロータリーの精神、哲学です⇒「職業倫理」
《職業奉仕という言葉説明》ロータリー用語（辞書には載って
いない）

・「職業」⇒お金を儲けるという意味であり、自分のための
ものであり、家族や従業員を養わなければならない。

・「奉仕」⇒自分以外の人のために尽くすこと。
「職業を営むことが、世のため人のための奉仕となる」

《職業奉仕と社会奉仕について》
例文：「自分の職業を通じて、社会に奉仕をするのが職業奉

仕である」
・自分の職業であろうがなかろうが「社会に奉仕する」ので

すから「社会奉仕です」
・奉仕活動に対して「受益者が誰であるか」で区別すること

ができます。
奉仕活動によって地域の人々、地域社会が受益者になる

幹事報告
会長挨拶 会　長　髙島秀樹
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例　会
場合　⇒　社会奉仕

自分が行った奉仕活動によって「自分自身」が受益者の
場合　⇒　職業奉仕

「職業奉仕と社会奉仕は一対のもの」

第1回ロータアクト提唱クラブ連絡会議（2019年7月14日松山
大学） 参加者：髙島会長・窪田会員・林会員（地区委員）
青少年短期交換受入プログラム

7月4日 9:00坂出グランドホテルにて無事見送り
7月6日 愛媛県のRCへ

米山記念奨学委員会から今年度特別寄付のお願い
なるべく7月中に寄付をお願いします。 吉田委員長まで

2019-2020年度　ガバナー公式訪問　⇒　8月21日
夏季家族親睦例会

日時：8月28日18：30～20：30（夜間例会）
場所：Another-Style

二 コ 二 コ 箱
宮本会員「お先に失礼します」

計￥2,000　　合計￥26,000

会員掲示板

●メークアップ
森（恒）会員、岡林会員、吉田会員、田中

（弘）会員、堀川会員

ロータリーソング
「我等の生業」
ソングリーダー　新地会員

2019-20年度 7月17日　第3回
日時／令和元年7月17日（水）12:30〜
場所／JRホテルクレメント高松

第1回会長・幹事会　ローターアクト提唱クラブ連絡会議
開催日程：令和元年7月14日（日）9：30～14：00
開催場所：松山大学　樋又キャンパス
ホストクラブ：松山大学ローターアクトクラブ

ロータリークラブ　2019－2020年度　役員・理事地区委員
 ₈名 （大島ガバナー含む）
ロータリークラブ 13名 （高松南RC₂名含む）
ローターアクトクラブ 13名 （香川大学₂名含む）
  計40名

１．グループ討議（ロータリーアクトとロータリーの班編成）
・出席率が悪い（会員数は多いが、ボランティアの時だけ）
・会員数の減少（特に、一般社会人のロータアクトクラブ）
・新旧クラブの引継ぎが出来ていない（会員減少の要因）
・提唱クラブとローターアクトの接触が少ない
・例会の進め方が分からない
ローターアクト提唱クラブ連絡会議

１．提唱ロータリークラブの役割（ローターアクトハンドブッ
ク参考）

・パートナーシップ（協力関係）　⇒　双方のクラブ発展
・ローターアクトクラブのリーダーが必要なすべての地区研

修に出席できるよう資金面の援助
・ローターアクト顧問の配置　⇒　連絡窓口

２.　安全と危機管理
・国際ロータリーの青少年と接する際の行動規範　
⇒ハラスメントのない環境
2019-2020年度　ローターアクト行事予定
●第１回ローターアクト会長幹事会　7/14：松山大学　ホス

トクラブ：松山大学RAC、提唱RC：道後RC
●地区内交流会 9/28-29　松山
●第２回ローターアクト会長幹事会　3/8：香川大学　ホス

トクラブ：香川大学RAC、提唱RC：高松南RC
●地区大会　6/20-21：徳島

《まとめ》
１．ローターアクトの出席率・クラブ会員の低下

⇒・ローターアクトとロータリアンとの接触を増やす。
・ローターアクト活動の把握

コミュニケーションを取ることが必要不可欠
２.　2019-2020年度　国際ロータリーでの規定審議会内容

①ローターアクトをロータリアンとして認める。
⇒RIで決定したが、2670地区のガバナー方針で従来通り

②青少年奉仕　⇒　社会奉仕
③短期留学　⇒　国際奉仕（現在）
　　　　　　　　　　青少年奉仕　⇒　社会奉仕に統合

第1回ロータアクト提唱クラブ連絡会議
（2019年7月14日松山大学）
　参加者：髙島会長・窪田会員・林会員（地区委員）
香川県立高松養護学校夏季集中研修会

日時： 7月23日（火）　12：30集合
場所：香川県立高松養護学校

高松市田村町1098-1　　TEL：087-865-4500
2019-2020年度　ガバナー補佐訪問　夜間例会

8月7日　18:30～　クレメント高松2F霞
2019-2020年度ガバナー公式訪問　⇒　8月21日

二 コ 二 コ 箱
ガバナー補佐 角田様
森（敬）会員「なかなか出席できないですが、今後共よろしくお願いします。」
宮本会員
合田会員「所用により、お先に失礼致します。

計￥9,000　　合計￥35,000

会員掲示板

●メークアップ
田中（弘）会員、森（恒）会員、前田会員、堀川会
員、林会員、窪田会員、髙島会長

●メークアップ
角田ガバナー補佐（高松グリーンRC）

ロータリーソング
「奉仕の理想」
ソングリーダー　中村（厳）
会員

幹事報告

幹事報告
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2019年8月例会予定　会員増強・新クラブ結成推進月間
No. 日 時間 場所 例会プログラムおよびその他 備考

6 7 18:30〜 JRホテルクレメント高松 第４回クラブ協議会（ガバナー補佐訪問夜間例会）
17:30〜18:30ガバナー補佐懇談会

（会長･幹事他）夜間例会

14 休会

7 21 12:30〜 JRホテルクレメント高松 大島浩輔ガバナー公式訪問 11:30〜12:30ガバナー懇談会

8 28 18:30〜 Another-Style（案） 夏期家族親睦例会 夜間例会　

2019年9月例会予定　
No. 日 時間 場所 例会プログラムおよびその他 講演者

9 4 12:30〜 JRホテルクレメント高松 卓話「新会員卓話」 四国電力株式会社　執行役員
香川支店長　大西玉喜様

8月の誕生者
〜おめでとうございます〜

岡林　正文（₂日）、中村　厳友（₅日）、松木　リカ（9日）、
篠田日出海（17日）、西野　信也（31日）

₆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

６月累計 241 56 26 134 55 21 156 73.60 ％

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　多田耕三　詫間行芳　増尾茂之　牟礼昌忠　田中理
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

ものを伝えることの
むつかしさ、従来から

「いった言わない」「聞い
たきいてない」の誤解を避けるために文章にしなさい、
紙に残しなさい、とよく言われたものです。紙が人類の
歴史に現れて2100年余、ペーパーレスが平成の代に叫ば
れ、記録媒体がCDだUSBだといわれても、紙に書き込
むというDNAは深く、厚く、幾重にも重なり、なかな
かぬけきれません。紙以前は、はがきの語源の木の葉や
石。PAPERの語源パピルスがエジプト古代文明に登場
し、また古代ローマ帝国の皇帝が手にしているパーチメ
ント（羊皮紙）やメソポタミア文明の遺跡から出土する
粘土板、我が国では平城京跡などから出土する木簡、竹
簡などが使われていたのでしょう。このあいだ文化人類
遺産に指定された仁徳天皇陵とその周辺地域の古墳群に

は、どれ程の木簡が眠っているのでしょうか。2800年の
眠りから覚め大輪の花をひらく大賀ハスのように、古代
へのロマンをかきたてます。多くの紙に文字を多量に書
き写す印刷技法も、木版から活版そして輪転機へと大量
印刷による情報の拡散、知識の共有化が高度な文化をも
たらしました。その反面、「ひと月待てた手紙の返事／
メールになって一週間／LINE（ライン）になって一時
間？／待てなくなってる／せわしないね」〈真宗佛光寺
派　真理をつく標語〉と伝える媒体の紙からの変遷に
よって時間に追われる高度な文明社会になっています。
森羅万象に美を見出す余裕を持ち続けたいロータリアン
に、ロータリーの喜びを謳い上げ、奉仕のこころを映し
出す一枚の貴重な紙でありたい8月号です。ご高覧くだ
さい。 （編集子）

編集後記


