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2019-20年度
クラブ年次総会
11月6日　第18回

日時／令和元年11月6日（水）12:30〜
場所／JRホテルクレメント高松 3F

10月30日の新会員歓迎例会は、今までにない雰囲気の楽しい
例会であったように思えます。

親睦委員会の中村委員長、木村会員、ありがとうございまし
た。今年度の運営方針「会員相互の親睦をもっともっと高めよ
う：童心に返ろう」を意識した例会であったように思えます。

しかし、会員出席率が45.1％（26/59人の出席）の低実績だっ
たことは、非常に残念です。過去実績（2018年7月～2019年10
月）の夜間例会件数12件の内、出席率50％以下が7件もあり、
夜間例会出席率の低下が表われています。（図表参照）

個人別では、出席率50％以下が一般会員19人、出席免除会員
9人の28人が対象になっています。対象者は夜間例会の重要性
を理解し、積極的に参加して頂きたいと思います。来月（12月
11日）は忘年家族親睦会を開催いたしますので家族同伴で、出
席して頂きたいと思います。

今回は、会員および、ご家族宛に案内状を郵送いたしますの
で、スケジュールを合わせ出席して下さい。宜しくお願いいた
します。

夜間例会欠席率（2018年7月〜2019年10月）

西暦 月/日 対象
単位：人

実積
単位：人 欠席率 行事

2018 8/29 55 26 47.3％ 夏季家族会
10/12 55 28 50.9％ 新会員
12/12 58 26 44.8％ 忘年家族会

2019 1/9 58 25 43.1％ 新年会
1/23 58 30 51.7％ クラブ協議会
4/24 58 24 41.4％ 新会員（62周年）
5/15 58 33 56.9％ クラブ協議会
6/12 59 35 59.3％ クラブ協議会
6/26 59 30 50.8％ 最終例会
8/7 59 28 47.5％ クラブ協議会（ガバナ補佐）

8/28 59 31 52.5％ 夏季家族会
10/30 59 33 55.9％ 新会員

計 695 349 50.2％

二 コ 二 コ 箱
渡辺会員「お誕生日のお祝いありがとうございました。」
大西会員「歓迎会ありがとうございました。」
木田会員「結婚祝いの花束ありがとうございました。」
西野会員「結婚記念日のお花ありがとうございます。」

計￥11,000　　合計￥159,000

会員掲示板

●メークアップ
新地会員、上村会員、田中（弘）会員、堀川会
員、豊田PDG

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　讃井会員

2019-20年度
各委員会ミーティング
11月13日　第19回

日時／令和元年11月13日（水）12:30〜
場所／JRホテルクレメント高松 3F

　2019-2020年度 第3回 会長・幹事会が、11月
9日（土）JRホテルクレメント高松で行われま
した。角田ガバナー補佐からは、会員増強、ホ
ストクラブである私より出席率の近況報告を、
各クラブより報告してもらいました。どのクラ

ブも会員増強に関しては厳しいようで、特に女性会員増強に力
を入れているように思えました。出席率に関しては、各クラブ
の特徴が出ており、強化しているクラブ、諦めているクラブと
はっきり分かれており、特に、夜間例会の方向に進めているよ
うに感じました。私たちのクラブは、夜間例会出席率が悪く、
今後の課題と思っております。

さて、今日は「第3回委員会ミーティング」で、ちょうど前
半が終わります。残りの後半は2020年2月～4月までの3回にな
ります。それぞれのグループ討議（1-2回）で話し合った内容
をまとめて、後半に備えたいと思います。

以前に説明しましたが二つの視点でまとめて下さい。
①　グループ内での実施事項
②　クラブ内での検討事項
以上の二つ方法で、具体化し活動してください。②に関して

は、出席委員会、会員増強委員会の委員長が集約し、活動計画

会長挨拶 会　長　髙島秀樹

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
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に追加して推進していただきたいと思います。
最後に何回もお願いしていますが、会員相互の親睦が深ま

る、一番重要な忘年家族例会への出席をお願いします。
「童心に返って」無邪気に、楽しい例会にしたいと思います。

二 コ 二 コ 箱
宮本会員「結婚記念日に黄色いお花をありがとうございました。14

年目に突入しました。」
田中幹事「日曜日の野球部の最終戦をすっかり忘れてしまって欠席して

しまいました。野球部の皆様、申し訳ございませんでした。」
岡（佳）会員「結婚記念日のお花、ありがとうございました。」

計￥7,000　　合計￥166,000

会員掲示板

●ビジター
四ノ宮さま(高松東RC）

●メークアップ
小野会員、岡(佳）会員、白井会員、讃井会員、中村(耕）会
員、林会員、堀(祥）会員、今城会員、新地会員、堀(一）下
院、増尾会員、田中(弘）会員、前田会員、宮本会員、上村
会員、森(恒）会員、豊田PDG、中村(厳）会員、多田会員

ロータリーソング
「我等の生業」
ソングリーダー
楠木会員

2019-20年度 11月20日　第20回
日時／令和元年11月20日（水）12:30〜
場所／JRホテルクレメント高松 21F シエロ

今日は、テレビドラマで話題になっている『同期のサクラ』
の「サクラとじぃちゃん」のFAXによる会話【名言】を紹介
いたします。名言とは、心に響く言葉、優れた言葉、人間の本
質や心理をとらえた言葉などの意味で使われます。

ドラマのあらすじは、父母を早く亡くして、大好きなじぃ
ちゃんと二人暮らしをしていたが、自分の育った故郷（離島）
と本土を結ぶ橋を架けることを夢に大手ゼネコンに入社した。
その時に出会った同期たちとの10年間の物語の物語です。

どんな逆行にも自分を貫く主人公・サクラが悩みは、必ず島
のじぃちゃんにFAXを送信し、じぃちゃんからの返信【名言】
が心に響く、優れた言葉で感動を与えてくれます。

じぃちゃんからの名言を紹介します。
第1話　落ち込んだサクラを励ます。

⇒「 サクラが好きだ。だって、お前には自分しか出来ないこ
とがある」

第2話　大人になるってどういうこと？という問いかけに対して
⇒「大人になるとは、弱さを認めることだ」

第3話　同僚女性と大喧嘩したサクラに
⇒「いい人と出会ったな、本気で叱ってくれるのが本当の友だ」

第4話　同僚に冷たくしてしまい、落ち込むサクラへ　　　　
⇒「 お前まで自分を嫌いになってどうする？辛い時こそ、自

分の長所を見失うな」

第5話　自信をなくした同僚のことを相談
⇒「 『勝ち』より『価値』だ。そいつが駄目なのは結局、勝

ち負けに拘ってるからだ」
第6話　自分の思い通りに生きるのは辛いのかと悩むサクラに

⇒「 生きていれば辛いことだらけだ。でも、人生で一番辛い
のは自分に、嘘をつくことだ」

どうでしょうか？心に響く名言がありましたか？
ここで、私の好きな名言を紹介します。

『一生感動　一生青春』これは、相田みつを名言集の一つで
す。「感動こそ、人間が人間として生きている証であり、年齢
には関係なく、毎日何かに感動し、心のときめきを感じるこ
と、それが青春である」という意味です。

そして、私が経営者になった時に恩師から貰った『菜根譚の
人間学』（中国古典）があります。

この著書は、逆境を乗り切る知恵、真の幸福とは？、人付き
合いの極意が書かれています。
「菜根」とは菜っぱの根っこ、「譚」とは物語です。堅い菜根

（粗末な食事）をかみしめるように、苦しい境遇に耐えること
ができれば、人は多くのことを成し遂げることができるという
意味です。

人として自分を成長させる著書として、大切にしておりま
す。参考になったでしょうか？

「サンポート高松トライアスロンに参加して」
₁.トライアスロンを始める前は

私はトライアスロンを始める前マラソン主体
の陸上チームRAKというチームに所属し、マ
ラソンの練習に励んでいました。マラソンを始

めるきっかけは弊社の会社行事で丸亀ハーフマラソンに参加す
る事になり折角出るならしっかり練習してみたいと思ったから
です。トライアスロンを始めるきっかけは知人の紹介でロード
バイク専門店を紹介されロードバイクを購入した事です。マラ
ソンとロードバイクの練習をしているのであれば、後1種目の
スイムの練習をすれば完走はできると思いました。
Ａ.トライアスロンとは
ⅰ .トライアスロンは1974年、アメリカ・カリフォルニア州

サンディエゴで誕生した。サンディエゴ・トラッククラブ
のメンバーたちが、ラン4.5㎞、バイク8㎞、スイム0.4㎞、ラ
ン3.2㎞、スイム0.4㎞で最初の”トライアスロン”大会を開い
た。水泳（スイム）・自転車（バイク）・ランニング（ラン）
の3種目を連続して行うことから、ラテン語の“3”「トライ」
と競技の「アスロン」を組み合わせトライアスロンとなっ
た。　その4年後の1978年、ハワイのワイキキ2.4マイル・ラ
フウォータースイム（3.86㎞）、アラウンド・オアフ112マイ
ル・バイクレース（180㎞）、ホノルルマラソン（42.195㎞）
と同じ距離をそれぞれスイム、バイク、ランに設定し、15人
の参加でトライアスロンが行われた。その後、”アイアンマ
ン”の名称で世界各地で大会が 開催され、スポーツビジネス
としても成功を収めている。

ⅱ .1982年には、米国トライアスロン・シリーズ（USTS）
で、スイム1.5㎞、バイク40㎞、ラン10㎞（計51.5㎞）が設定
された。通称”オリンピック・ディスタンス”と呼ばれ、世界
選手権をはじめ数多くの大会で採用されている。この距離の
1/2のスプリント・ディスタンスが、ジュニア選手権や一般
大会に導入されている。今日では世界5大陸120ヵ国を越える
国と地域で様々なトライアスロン、デュアスロンそして関連
複合競技が行われている

会長挨拶 会　長　髙島秀樹

卓　話 新地良洋 会員

例　会
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例　会
₂.トライアスロンの取り組み方

高松トライアスロンは2014年から参加しています。練習方法
としては一週間の予定をほぼ決めていてあくまでも仕事優先で
すが何もなければ決まったルーティーンでプールスイムトレー
ニング、ラントレーニング、バイクトレーニングを行います。
4月末になるとオープンウォーター練習が始まりますが瀬戸内
海の水温は非常に冷たく氷の中で泳いでいるようです。ウェッ
トスーツを着ていますがウェットスーツから出ている手足は直
ぐに感覚が無くなって行きます。こんな厳しさもトライアスロ
ンの醍醐味です。
₃.サンポート高松トライアスロン2019

今年も第一ウェーブからのスタートでした。トライアスロン
のスイムパートはスイムバトルに巻き込まれるのがリスクの一
つでそれを避けて泳ぐプランを立てていましたが、運悪く今年
は巻き込まれゴーグルや耳栓が飛んでしまい一度仕切り直し泳
ぎ苦しいスイムパートとなりました。バイクパートではスイム
の遅れを取り戻そうとハイペースで頑張ったのでタイム良かっ
たのですが足が残らずランパートに響きました。私のパターン
としてはラストのランパートで順位を上げるのがセオリーです
が今年のランパートは今まで出場したレースの中で一番厳し
かったです。結果としては2時間25分の72位でフィニッシュし
ました。来年は50位以内を目指してトレーニングを積んでいき
ます。ご清聴ありがとうございました。

二 コ 二 コ 箱
SOBHANI会員「本日息子のB.K.が鮎滝C.C.で開催のアオイ電子カップに

出場しています。皆様応援をお願いします。オカゲサマデ…」
新地会員「ご清聴ありがとうございました。PCの調子が悪くてすいません。」
近藤会員「結婚記念日に美しいお花を頂きました。ご配慮頂きありが

とうございました。」
田中（弘）会員「お先に失礼致します。」

計￥5,000　　合計￥171,000

会員掲示板

●メークアップ
多田会員、岡林会員、合田会員

ロータリーソング
「奉仕の理想」
ソングリーダー　讃井会員

2019-20年度 11月27日　第21回
日時／令和元年11月27日（水）18:30〜
場所／JRホテルクレメント高松 3F

　11月22日～23日の地区大会に出席されました
15名の会員の方々には改めてお礼申し上げま
す。有難う御座いました。

表彰部門では次の3表彰を頂きました。
・RC在籍60年以上表彰 太田PDG

　　　　　　　・米山功労者表彰 豊田PDG
　　　　　　　・米山功労クラブ表彰 高松南RC　　
最終日には、第87代・88代・89代内閣総理大臣、また、「原

発ゼロ、自然エネルギー推進連盟の最高顧問」でもあります
「小泉 純一郎氏」、の記念公演がありました。演題は「日本の
歩むべき道～原発ゼロ社会の実現を目指して、自然エネルギー
を広げるために～」

2011年3月11日の東北地震による東京電力福島第一原発事故
によって、これまで原発が必要だと説明されてきた

①　原発がなければエネルギー供給は成り立たない。

②　原発はコストが安い。
③　原発は安全である。
という理由がすべてウソだったことが明らかになったと明快

に語り、日本は自然エネルギーで十分やっていけることを力説
されました。あと、20～30年もすれば自然エネルギーの時代に
なるので、語り続けていきたいと言われていました。

そして、小泉純一郎氏は二つの名言の紹介がありました。ま
ず一人は政治家として尊敬する「憲政の神様」と言われた日本
の政治家
尾崎行雄氏（1858年～1954年）
東京市長（明治36年～45年）をされており、昭和29年に96歳

で亡くなられています。その尾崎行雄氏の名言で「人生の本舞
台は、常に将来に在る」と亡くなる4年前に言われたそうです。

二人目は、江戸時代の儒学者「佐藤一斎」（1772～1859）の
『言志四緑』（げんししろく）の著書です。

あの「西郷（せご）どん」の西郷隆盛が、生涯愛読し、人生
の哲学の核とした著書です。西南戦争で官軍と戦ったときも持
ち歩いていたそうです。

また、小泉純一郎氏は平成13年に、衆議院の教育関連法案の
審議中に「言志四緑」の一節を引用しています。
『小（わか）くして学べば、即ち壮にして為すこと有り。壮
にして学べば、即ち老いて衰えず、老にして学べば、即ち死し
て朽ちず』

この二つの名言の意味を後ほど紹介しますが、佐藤一斉、尾
崎行雄、小泉純一郎、の人生哲学の共通点を感じた講演でした。

 谷口公彦 様

香川県ひまわり親の会・香川県立高松養護学校
� 「夏季集中研修会」実施のご報告

高松南ロータリークラブの皆様のご支援をい
ただいて夏季集中研修会（前期研修会：7月23

日～26日、後期研修会8月5日～9日）を無事に実施することが
できました。今年もたくさんの参加者でみっちりと8つの研修
プログラムを行うことができました。初日の贈呈式には会員の
皆様はもちろん、寄付を下さった企業の代表の方もお越しいた
だきました。たくさんの皆様の姿から、生徒たちも保護者も教
員も「本当にたくさんの方が応援をしてくれている」ことを実
感し心強く感じたことと思います。

障害のある子どもたちの教育も学校の中での授業の充実だけ
ではなく、家庭生活、社会生活の課題に目を向けていくことが
求められています。本研修会もその変化に柔軟に対応すること
が求められています。しかし実はこの研修会の40年弱の歴史も
まさに柔軟な変化と新しい価値の創出の歴史だったと改めて思
います。先輩たちが実践してきた柔軟性とより良い生活を求め
ていく姿勢をこそ引き継いで行こうと考えています。今後とも
ご支援をよろしくお願いいたします。

二 コ 二 コ 箱
岡林会員「結婚記念日の花束ありがとうございました。月の前半は二

人で旅行しています。今月はトルコでした。治安も問題な
く、楽しい旅行でした。」

会長挨拶 会　長　髙島秀樹

客　話 香川県立高松養護学校  自立活動室  支援教育部　

「憲政の神様」 衆議院議員『尾崎行雄』
1858年～1954年（96歳）
明治36年～明治45年（東京市長）
当選回数、議員勤続年数、最高齢議員記録の日本記録

人生の本舞台は、常に将来にあり

今までの失敗は、今後成功するための試練であり準備である。

人は何歳になっても、それまでの人生は序幕にすぎない。

常に、これからが本舞台なのだと考えて行動せよ。

『言志四緑』
江戸時代の儒学者：佐藤一斎

小（わか）くして学べば、即ち壮にして為すこと有り。
壮にして学べば、即ち老いて衰えず
老にして学べば、即ち死して朽ちず

子供のころからしっかり勉強しておけば、大人になって重要な仕事をするこ
とができる。
大人になってからも、さらに学び続ければ、老年になってもその力は衰える
ことがない。
老年になってからも、なお学ぶことを止めなければ、死んだ後も自分の業
績は残り、次代の人々にも引き継がれていく。
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2020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 備考

1 休会

26 8 18:30〜 夕凪の湯　花樹海 新年例会（夜間例会）

27 15 12:30〜 JRホテルクレメント高松
客話「SDGsアワードを受賞して」（仮題）

株式会社ピットコミュニケーションズ 代表取締役 川西健雄様
定例理事役員会

28 22 12:30〜 JRホテルクレメント高松 職業奉仕賞授賞式（予定）　 

29 29 12:30〜 JRホテルクレメント高松 卓話 or 客話（調整中）

2020年2月例会予定　平和と紛争予防／紛争解決月間
No. 日 時間 場所 例会プログラムおよびその他 備考

30 5 12:30〜 JRホテルクレメント高松 各委員会ミーティング

11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

11月累計 236 52 30 146 49 19 166 77.23 ％
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何となく新しい息吹を
感じさせる令和二年の御
代があけました。瑞々し

さの中に蠢く旧態依然たる発想の個人であってはなりませ
ん。これが、ロータリアンの年頭の決意ではないでしょう
か。チームは組織。組織が機能するチームでないと、ど
んなにリーダーが優秀でも、リーダーシップを発揮するに
はフォロワーであるメンバーたちの力が不可欠では？チー
ムにはチームワークを発揮させる仕組みが必要で、チーム
の力はリーダーの価値観がクモの巣のようにチームに張り
巡らされ、クモの巣から誰一人として漏れない組織がつく
られてこそ発揮できる、と言われています。どんなに能力
があっても、周囲と「いい関係」がない限り、その能力が
生かされることはありません。人から信頼されている、愛
されている、見守られている、認められていると認識でき
たとき初めて、人は安心して目の前の難題に全力で取り組
むことができます。自らの行動に責任を持ち、自分の力を

極限まで引き出す胆力が育まれる。先のワールドカップ
で、日本代表チームはそんな人の本質を教えてくれまし
た。かつて「和の精神とは、人と対立することを避けて、
表面的に仲良くやっていくという意味での和ではありませ
ん。日本人の和の精神とは、まず皆が自由に正直に話し合
い、お互いの意見や価値観に違いがあることを認め、その
違いを尊重したうえで、共通の目標のために協力し合うと
いう、相違や対立の存在を前提とする和なのではないで
しょうか」と聞かされました。これも真のチーム力の言葉
ではないか、と思います。

わたしたちの先人は、稲作を中心に、大自然を相手に
しながら、作物を育て、収穫し、また山の木で家を建て、
暖をとる燃料とし、清らかな水は、のどを潤し、自然の恵
みをいっぱいに受けてきました。 山の神、川の精、稲の
神を祀り、みんなが五穀豊穣、平穏無事を祈っていたで
しょう。そんな令和の御代を生るロータリアンでありた
い 新年号です。ご覧ください。 （編集子）

編集後記

１月の誕生者
〜おめでとうございます〜

窪田　泰彦（3日）、板坂　直樹、中村　秀明（6日）、向井　攻一（7日）、
増尾　茂之（16日）、谷本　昌英（19日）、讃井　和則（23日）

詫間会員「結婚祝い有難うございました。」
SOBHANI 会員「徳島の地区大会ありがとうございました。ゴルフ

は11位でした。」

計￥8,000　　合計￥179,000

会員掲示板

●メークアップ
岡林会員、前田会員、増尾会員、森(恒）会員、豊田
PDG、堀川会員、詫間会員、堀(祥）会員、新地会員、
堀(一）会員、中村(厳）会員、長町会員、太田PDG、吉
田会員、篠田会員、今城会員、SOBHANI 会員、中村
(耕）会員、讃井会員、宮本会員、田中(弘）会員、髙島会
長、熊田会員、田中幹事、田村会員

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


