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2020-21年度 10月21日　第14回
日時／令和2年10月21日（水）12:30〜
場所／JRホテルクレメント高松

　　　　　　　　　「堀一代会員、全会員にいつも季節ごとに
心温まる心づかいありがとうございます。」
さて今日は先日行われた第二回一日会ゴルフ
大会の様子を「明日はきっといい日になる

（高橋優）」の音楽に合わせてiMovieで作成
してきましたので、見ていただきます。1時

間くらいで作成しましたが、前回よりもクオリティをあげてき
たつもりです。

いい写真とご機嫌なMusicがあれば、どんどんクオリティを
上げていけます。一日会もあと残すところ2回となりました。
たくさんの写真をまたください。個人的には、全出席して権利
を得た後、最終で優勝して、2万5000円の今城杯を獲得したい
と考えています。皆さんの参加をお待ちしています。

（香川大学工学部材料創造工学科4年生）
米山月間に際して「米山奨学生報告」
　　　　　　　　　2020年4月から、米山奨学生として高松南

ロータリークラブにお世話になっておりま
す。香川大学工学部材料創造工学科に所属し
ているゲェン･ティ･タォ･ドンと申します。
名字はゲェン、ミドルネームはティ･タォ
で、名前はドンです。ベトナムでは一般的に

名前で呼ぶので、ドンと呼んでいただけば嬉しいです。
　本日、このような場で、お話をする機会を与えていただき、と
ても光栄に思います。今年、コロナの影響で例会に参加できず残
念に思っていましたが、今日この機会を通じて皆様ともっと交流
したいと思っています。どうぞ、宜しくお願い致します。
私の出身はベトナムのラムドン県です。ラムドン県はホーチミン
市からバスで４時間くらいかかる
ところです。ベトナムが熱帯気候
だから暑い国だと思う方が少なく
ないと思います。しかし、ラムド
ン県にあるダラット市は涼しいと
ころです。平均気温が20℃以上の
月はありません。自然が豊かで朝
と夕方の霧は、非常にロマンチッ
クな景色を醸し出します。さら
に、フランス風の建築が多く残っ

ています。海外からの観光客は多くないが、ベトナムの国内では
非常に有名な観光地です。以下は出身地の写真になります。

　私が日本に留学した主な理由は、異文化を体験したいと思っ
たからです。高校生の頃から…、違う文化の町で暮らせばどの
ような生活になるのかという考えを持ちました。それで外国に
留学した高校の先輩に聞いて、私の知らない外国の面白いこと
を話してもらいました。全く知らないところで生活をしたり、
また知らない人と友達になり仲良くしたりすることは必ずよい
経験になると思いました。そのため、高校を卒業した直後、留
学することを決定しました。一般のベトナム人の考えでは、日
本と言えば電気製品や有名な自動車メーカーが多い国だと思わ
れます。なぜかといえば、HONDAやMAZDAの自動車やバイ
クのエンジン性能がよく、価格もよいので、ベトナム人にはと
ても好評だからです。さらに、先輩から聞いた話では、日本は
安全な国で万引や泥棒などの犯罪も少ないそうです。安全な日
本だから両親を安心させて、一人で留学に行かせてもらえまし
た。また、日本では教育がとても重視され、教育の品質も環境
も非常によいと聞きました。そのため、日本に留学することに
しました。
　ベトナムの高校を卒業した後、留学のために来日して6年が
経ち、現在、私は、香川大学工学部材料創造工学科４年生で
す。授業の受講は少なく、主に研究をしています。次に、大学
の研究について紹介させていただきたいと思います。チタン
6％、アルミ4％を含んだバナジウムという合金の特性や組織に
ついて研究しています。チタン6％、アルミ4％のバナジウムプ
ロセス制御によって、強度－延性－疲労特性－破壊靭性をバラ
ンスさせることにより、今後、航空機部品だけではなく幅広く
使われると期待できます。
　では次に、ロータリーとの出会いと、そこで得たことについ
てお話しさせていただきます。ロータリー米山記念奨学生に
なって、すごく嬉しかったです。
　今年はコロナが発生したため、ロータリークラブの例会が一
時休止されました。それにも関わらず、毎月、カウンセラーと
会い、生活や就職活動について相談にのっていただきました。
カウンセラーには、会社の情報を調べていただいたりして、留
学生である私にとっては非常に貴重な情報を得ることができま
した。そのおかげで、第一希望の会社から内定をいただきまし
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た。カウンセラーおよびロータリークラブの皆さんに心より感
謝申し上げたいと思います。9月から例会は常例に開催される
ようになりました。毎月例会に参加させていただき、ロータ
リーアンには親切に話していただき、とても嬉しいです。
　今後は、今までの感謝の気持ちを表す恩返しとして、卒業後
でもロータリーの活動に積極的に参加し、交流できるように頑
張りたいと思います。最後になりますが、将来、立派な社会人
になり、日本に関する知識を出来るだけ多くのベトナム人に伝
え、日本とベトナムとの良い関係を築くための架け橋になるこ
とを目標としています。どうかこれからもよろしくお願いいた
します。

11/15　第3回　一日会ゴルフコンペ　ロイヤル高松C.C. 
本日、例会終了後、定例理事役員会
他クラブ例会変更　　WB掲示
委員会報告

岡隆夫社会奉仕・環境保全委員長から、10月25日（日）8時
から、サンポート高松での高松クリーンデイへの参加よろしく
お願いします。

岡佳寿也米山奨学委員長から、米山奨学会への寄付よろしく
お願いします。

二 コ 二 コ 箱
岡(隆)会員「ドンちゃんをよろしくお願いしますね。」
近藤会員「先日のゴルフコンペで初出場、初優勝させて頂きました。商

品もスコアも『ノリノリ』でした。」
SOBHANI会員「毎週水曜日夕方6時〜7時、KSBのニュースコメン

テイターとして4月〜9月まで出演していました。今後は
ロータリー例会出席、がんばります。おかげさまで」

計￥9,000　　合計￥219,000

会員掲示板

●メークアップ
多田会員、白井会員

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

2020-21年度
新会員歓迎夜間例会
10月28日　第15回

日時／令和2年10月28日（水）18:30〜
場所／JRホテルクレメント高松

　　　　　　　　　「岡林委員長、昨日の炉辺会合、段取りか
ら運営までありがとうござました。本日は、
新会員歓迎夜間例会です。」

今日は、上甲晃さん著書の「松下幸之助に
学んだ人生で大事なこと」について
１.経営の神様の教え

「君らな、僕がいまから言う二つのことを守り通したら、松
下電器の重役になれる」

・「一つは、いい会社に入ったと思い続けられるかどうかや。
人間、9割は自分ではどうにもならない運命のもとに生きて
いる。その運命を呪ってはいけない。喜んで受け入れる。す
ると、運がよくなる」自分の運命を呪わず、前向きに喜んで
受け止めていくと人生は好転する。という教えがある。

・「もう一つは、社会人になってお金が一番大事と思ったらあ
かんぞ。もちろんお金も大事やけどな、お金は失くしても取
り戻せるんや。しかし、人生にはこれを失うと取り戻すのに
大変苦労するものがある。それは信用や。信用を大事にせな
あかん」

２.意識は社長、上司は使うもの（仕事をする上での二つの心
構え）

・ 「君らの立場は一新入社員やな。しかし、意識は社長になれ」 
もし自分が社長だったらどんな方針を立てるかを考える。

・ もう一つの心構えは、「上司は使うもんや」ということ。 
言われたことだけをするのではなく、とにかくやりたいこと
を自分から提案して、自ら実行する。

二 コ 二 コ 箱
牟禮会員「本日は歓迎会の開催ありがとうございます！」
篠田会員「高松クリーンデー。すっかり忘れていて大変申しわけあり

ませんでした。」
岡（隆）会員「高松クリーンデーご参加いただきありがとうございました。」
森(篤)会員「本日は新入会員会合を開いていただきありがとうござい

ます。改めましてよろしくお願い致します。」

住田会員「歓迎会ありがとうございます。今後も宜しくお願いします。」
楠木会員「BDお祝いありがとうございました。」
三宅会員「結婚記念のお花有難うございました。」

計￥17,000　　合計￥236,000

会員掲示板

●メークアップ
豊田会員、森（恒）会員、中村（厳）会員、
岡林会員、松本会員、詫間会員

ロータリーソング　「奉仕の理想」
ソングリーダー　中村（巌）会員

2020-21年度 11月4日　第16回
日時／令和2年11月4日（水）12:30〜
場所／JRホテルクレメント高松

　　　　　　　　　「バイデンが勝つかトランプが勝つか気に
なるところですが、我々は本日第16回の例会
を楽しめるよう願い、開催します。」

今日は、「消滅しない」ランキングという
衝撃的な題目です。ブランド総合研究所が、
地域の持続性に関する4つの指標（幸福度、

満足度、愛着度、定住意欲度）の平均値を都道府県の「持続
度」として算出したものです。

昨年までは上位だった大都市圏にある都道府県が軒並み順位
を落としていることがわかります。4つの指標からより詳しく
見ていくと、神奈川県の定住意欲度は昨年10位から23位に落
ちており、千葉県では生活満足度が昨年4位から26位になるな
ど、その影響が持続度に大きく響く結果となっています。

その一方で、順位を上げているのが、鳥取県、大分県、岩手
県といった地方の県。

ブランド総合研究所の田中章雄社長は、本調査は、新型コロ
ナウイルス感染拡大への懸念が残る6月に実施し、そのため持
続度の結果は、各自治体の感染状況やコロナ対応などに感じる
満足度と、それを踏まえた上での定住意欲度、愛着度を反映し

幹事報告

会長挨拶 会　長　今城広治

会長挨拶 会　長　今城広治

例　会
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たものになっていると分析しています。
香川県は、昨年29位から8位と大きく順位をあげています。

皆さんどのように分析しますか？

「人権について」
　　　　　　　　１　前段

法テラスの存在と業務内容
法テラスは平成18年（2016年）4月9日に総

合法律支援法という法律に基づき設立された
法務省の外郭団体であり、都道府県に最低１
カ所設けられており、香川県高松市寿町に法

テラス香川地方事務所と法テラス香川法律事務所があります。
法テラスの業務内容は（1）情報提供（2）民事法律業務（3）

国選弁護人業務（4）日弁連からの委託による①難民認定申請
②生活保護受給手続代行③精神障碍者の退院手続（5）犯罪被
害者支援（6）各種法律相談などです。ただし、法テラスの存
在目的が経済的に恵まれない人々にも法的救済手段を差し伸べ
るというものであるため、一定の収入以下の人だけが利用でき
ることになっております。
２　後段

令和2年10月1日付四国新聞に私の「人権について考えてみよ
う」という記事が掲載されたので簡単に人権について説明をし
ようと思います。

人権は人が生まれながらに持っている基本的権利であり、極
めて重要な人間の根源的権利ですが、国家権力・社会的勢力・
同調圧力等によっていとも簡単に侵害されるもろさも併せ持っ
ているため憲法12条は不断の努力により人権を守ることの重要性
を説いています。現在の日本では人権救済のための各種相談場
所が設定されており、これらの施設を利用して人権救済を図っ
て頂きたいと思っています。ちなみにナイチンゲールは「価値
ある事業はささやかな知れぬ出発、地道な労苦といった風土の
内で発展し開花する」と述べていることを付言しておきます。

二 コ 二 コ 箱
渡辺会員「誕生祝い有難う御座居ます」
木田会員「つたない卓話をおききいただきありがとうございます。又、

結婚記念日のシクラメンの花束ありがとうございました。」
岡林会員「結婚記念日の花束プレゼントありがとうございました。

40年になります。2人とも元気で仲良くやっております。」
宮本会員「結婚記念日のお花ありがとうございます。14年目となり

ました。」
森(篤)会員「誕生日のお祝い、結婚記念のお祝い、ありがとうござい

ました。」
中村(厳)会員「お先に失礼いたします。」

計￥17,000　　合計￥253,000

会員掲示板

●メークアップ
上村会員、SOBHANI会員、前田会員、森（恒）
会員、増尾会員、田中（弘）会員、岡（隆）会員、
小野会員、松木会員、堀（祥）会員、豊田会員

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

2020-21年度 11月11日　第17回
日時／令和2年11月11日（水）12:30〜
場所／JRホテルクレメント高松

　　　　　　　　「例会プログラムを毎週組み立ててくださる
篠田さん、年度前から色々ありがとうござい
ます。」

今日は、大田嘉仁さん著書から「欲張る
な、正直であれ…｣ 経営の神様､ 稲盛和夫の
フィロソフィーを学びます。

「動機善なりや、私心なかりしか」 この言葉は、稲盛氏が84
年にKDDIの前身であるDDI（第二電電企画）を創業したとき
の言葉です。「動機善なりや」とは、大きな夢を描き、それを
目指すとき、その動機が誰から見ても善きことなのかを徹底的
に自問自答せよということであり、「私心なかりしか」とは、
利己的な発想で仕事を進めていないかを常に点検せよというこ
とです。

稲盛氏の経営哲学の原型である「京セラフィロソフィ」は、
「根本にあるのは、『人間として何が正しいのか』ということ、
つまり誰から見ても正しい考え方を貫いていくということで
す。そのような人間として最もベーシックな道徳、倫理をベー
スにしたものが京セラフィロソフィなのです」

稲盛氏のフィロソフィーは、ロータリーの精神に通じるとこ
ろが大いにあると感銘します。

「高松南ローターリークラブ例会における交通教室」
　　　　　　　　１．飲酒運転の根絶

〇 酒気帯び運転～罰則3年以下の懲役50万円
以下の罰金 

〇 酒酔い運転～罰則5年以下の懲役100万円以
下の罰金

２． 信号機のない横断歩道における歩行者の
絶対優先

〇横断歩行者等妨害等～反則金 普通車9,000円 基礎点数2点等
《違反態様》

横断中、または、横断しようとしている歩行者の進路妨害等
３．全席シートベルト着用の義務
〇全ての道路において、全席のシートベルトは義務化となって

いる。
都市伝説的に「後部製のシートベルトは高速道路ではしなけ
ればいけないが、一般道では大丈夫。」というのは間違い。

４．交差点での優先関係
〇一時停止の標識は優先関係を表すものではない。

優先道路とは（道路交通法上）
① 優先道路を指定する標識がある揚合（県下にはない）
② 明らかに広い方の道路（概ね2～3倍の幅員関係）
③ 交差点内に中央線が入っている側の道路
５．自転車のルール
〇車道、路側帯で右側を走行するこ

とは絶対にない。
〇信号厳守・一時停止・踏切停止・

飲酒運転禁止・二人乗り禁止等～
全て原付車とルールは同じ

〇自転車の通行方法に迷えば、原付
のルールを思い出す。
原付=原動機付自転車

卓　話 法テラス香川事務所長　木田一彦　会員

会長挨拶 会　長　今城広治

客　話 高松南警察署　交通第二課長　山本眞 様

例　会



（4）

例　会
二 コ 二 コ 箱

白井会員「本日は客話木下智成警部補ありがとうございました。交通
安全に気を付けます。」

秋山会員「一日会で優勝させて頂きました。」
篠田会員「R財団ポールハリスフェローありがとうございました。今

後も協力を続けます。」
宮本会員「１日会第２回ゴルフコンペソバハニストレッチでギックリ

腰早く治します。」
森（篤）会員「お先に失礼します」
藤田会員「コロナ禍で困難を極める結婚式事業。元日、増尾さんが華

を添えてくれました。増尾さんありがとうございます。」
計￥10,000　　合計￥263,000

会員掲示板

●メークアップ
豊田会員、田中（弘）会員、森（恒）会員、中
村（厳）会員、堀（一）会員、前田会員、岡林
会員、田中（弘）会員

ロータリーソング
「我等の生業」
ソングリーダー　大西会員

2020-21年度 11月18日　第18回
日時／令和2年11月18日（水）12:30〜
場所／JRホテルクレメント高松

　　　　　　　　　「ソバハニさんの息子さんのB·K·ソバハニ
が、近畿オープンゴルフ選手権で、初優勝し
ました。おめでとうございます。」

さて今日は先日行われた第三回一日会ゴル
フ大会の様子を「ONE OK ROCKのWasted 
Nights」の音楽に合わせて動画を見ていただ

きます。素晴らしい天気の中、素晴らしい仲間と1日プレーで
きたことに感謝いたします。

いよいよ一日会もあと残すところ1回となりました。皆さん
の参加をお待ちしています。

「ロータリー財団月間」について
　　　　　　　　RI理事会と財団管理委員会は、1983年度に

毎年11月を「財団月間」と定めた。財団の奨
学金事業及び人道的諸事業についての知識と
理解を深めつつ、財団の推進に役立つプログ
ラムを実施する月間である。

私は今日、ロータリー財団を説明するにつ
いて、ロータリー財団事業は奥が深く、一度の説明では理解し
にくいと思われるので、ロータリー財団の「入口」と「出口」
についてお話をします。
「ロータリー財団」とは、ロータリー財団の使命は、ロータ

リー会員が健康状態を改善し、教育への支援を高め、貧困を救
済することを通じて、世界理解、親善、平和を達成できるよう
にすることです。

非営利組織である当財団は、ロータリー会員をはじめ、より
良い世界を築こうというビジョンを共有する財団支援者の方々
からの自発的な寄付のみによって支えられています。ご寄付は
ロータリー財団の補助金となり、助けを必要とする地域社会に
持続可能な変化をもたらす活動に役立てられています。

ロータリー財団の歴史を語るには、アーチ・クランフ（6代

目のRI会長）の事を話します。アーチ・クランフは、「ロータ
リーが基金づくりをしよう」「何かよいことをしようではない
か」と国際大会で提案した。この基金はわずか米貨26ドル50セ
ントから始まった。アーチ・クランフは貧しい少年時代を経
て、米国オハイオ州のクリーブランドの実業家として、大を成
した人である。本人はフルート奏者でもあり、スポーツマンと
して活躍した。

国際ロータリーの新定款を起草し、地区を作り、地区ガバナー
制度を作り、地区大会を設立した。全ロータリーのために標準
ロータリークラブ定款と細則を書きあげ、1915年に採択され、
ロータリーの初期において、ロータリーの発展を大いに導いた人
である。1947年にポール・ハリス（ロータリーの創設者）が亡く
なり、1948年7月までに財団への寄付は金貨130万ドル集まった。
ロータリー財団の寄付の使われ方として
①地区補助金

短期で小規模のプロジェクトのために使出来る補助金、地区
が申請し、年度に一回一括で支払われ、地区やクラブの活動の
ため使われる。
②グローバル補助金

重点分野のいずれかに該当する必要がある、大規模で国際的
な奉仕活動の補助金、少なくとも２つの国の地区、またはクラ
ブが活動を提唱、実施します。
③ポリオプラス

ポリオ根絶の活動に使用される。
④その他

ロータリー平和センター等
ロータリー財団の寄付分類について
①年次基金

地区や海外で実施されるロータリー財団の活動の主な資金源
となる。
②恒久基金

寄付は投資され、収益の一定の割合がロータリー財団の活動
に使用される。（収益のみ3年後に使用される。）1,000＄以上寄
付した人はベネファクターとして認証される。
③ポリオプラス基金

ポリオ根絶のための活動にかかる資金として使用される。
④その他

承認済みのグローバル補助金への現金拠出や冠名指定寄付等
に使われる。

高松南ロータリークラブの各会員は、過去に寄付したそれぞ
れの金額を事務局を通じて、ロータリー財団事務局より確認す
ることが出来る。各人寄付額がばらばらで、もう少しで1,000
ドルを超え、ポールハリスになる会員がたくさんおられます。
秋山クラブ財団委員長に相談し、一人でもたくさんのポールハ
リスメンバーを作りたいものである。

また皆さんの寄付金は、次年度の所得控除または税務控除の
対策になります。
ポリオプラスの歴史（野生型ポリオプラス）

1980年代、世界で300万人以上のポリオ（小児まひ）を世界
からなくすために、これまでに約30億以上の子ども達に経口ポ
リオワクチンを投与した。その後、アフリカ地域全体の終結宣
言がなされ、残すところは、パキスタン・アフガニスタンと
なっている。最後の一人までなくする事に努力をしている。

会長挨拶 会　長　今城広治

卓　話 地区財団カウンセラー 豊田章二 会員
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例　会
平和フェローシップ

世界の平和と紛争解決のために、関連分野の修士号取得プロ
グラムです。全世界で5つの提携大学で勉強している。

①デューク大学（米国、ノースカロライナ州）
②国際基督大学（日本）
③ブラッドフォード大学（英国、ブラッドフォード）
④クイーンズランド大学（オーストラリア、ブリズベーン）
⑤ウプサラ大学（スウェーデン、ウプサラ）
今までに約1,300人以上修士号をとり、専門分野で勉強し、

国連や世界中の関係機関で働いています。
委員会報告

秋山俊二ロータリー財団委員長から、篠田日出海会員へ3回
目のPHF表彰

藤田徳子会員から、来週のヌーヴォー・シルク・ジャポンin
栗林公園のご案内

会長から米山奨学生ドンちゃんへの奨学金支給と、ドンちゃ
んの近況報告

二 コ 二 コ 箱
SOBHANI会員「息子のBKソバハニが近畿オープンゴルフ選手権で

優勝しました。おかげ様で」
豊田会員「ロータリー財団の話を聞いていただきましてありがとうご

ざいます。」
秋山会員「ロータリー財団宜しくお願いします。」

計￥19,000　　合計￥282,000

会員掲示板

●ビジター　　　　日本橋西RC 青木様
●メークアップ　　多田会員、森（恒）会員

ロータリーソング
「奉仕の理想」
ソングリーダー　大西会員

2020-21年度
観劇夜間例会
11月25日　第19回

日時／令和2年11月25日（水）18:30〜
場所／栗林公園　ガーデンカフェ栗林

　「藤田さん、今晩は高松南ならではの企画を提供していただ
きありがとうございます。そして中村厳友親睦委員長、チケッ
トの販売から会員への連絡までご苦労いただきありがとうござ
いました。」
　ガーデンカフェ栗林で特別なお弁当を食しながら例会を終
え、ライトアップされたお庭の国宝、特別名勝栗林公園で味わ
う「ヌーヴォー・シルク・ジャポン」。真っ暗な栗林公園で、
和太鼓の鼓動と笛の音色に共鳴し、宙を舞う身体美に酔いしれ
る圧倒的なパフォーマンスで現代サーカスという芸術を大いに
堪能いたしました。特別な場所で、特別な仲間と過ごせた特別
な時間に感謝しています。

二 コ 二 コ 箱
合計￥282,000

会員掲示板

●ビジター　　　　51名
●メークアップ　　前田会員、森（恒）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　住田会員

会長挨拶 会　長　今城広治
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2020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

20 2 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）
客話 ｢障がい者の社会活躍（ダイバーシティ推進）について｣
	 スミセイハーモニー社長 鎌田恵徳氏（元高松南RC）

職業奉仕委員会
「職業指導懇談会」4日

21 9 18:30〜
（夜間例会） JRホテルクレメント高松 忘年家族会 12日第2回米山奨学委員会

（四国中央市）

22 16 12:30〜 JRホテルクレメント高松
客話「陽

ヨウ

子
シ

線治療について」
	 オフィスうえた　代表 植田康裕氏

定例理事役員会

23 23 12:30〜 JRホテルクレメント高松 第５回クラブ協議会（５大奉仕活動半期報告）
28日
ロータリー財団
地域セミナー（高松）

30 休会（定款第8条による）

2021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

24 6 18:30〜
（夜間例会） 喜代美山荘　花樹海 新年会（夜間例会）

一枝のワタが活けられ
ています。ワタの漢字に

は木偏と糸偏があります。摘み取った状態までのものが
棉（木偏）、種子を取り除いた後の状態のものが綿（糸
偏）ですが、区別しないことが多いです。

綿花の栽培作業には多くの人手を要し、アメリカでは
アフリカ大陸から拉致した住民を奴隷として売買し酷使
しました。また日本では紡績工場の女工哀史があり、戦
後でも若年男子による夜勤専門労働、いわゆる昼間の定
時制高校に通学する、劣悪な労働環境のフクロウ労働者
が想起されます。暗い歴史の一面です。

日本の服飾の歴史は、木綿以前と以後に区分する学説
もあります。古代律令国家が調・庸として絹と苧麻布を
徴収しょうとしていたが、木綿は近世になって代表的衣
料原料となったにもかかわらず領主の現物徴収はなかっ
た。このことは、古代・中世・近世の技術史から支配体
系、身分制、商品流通等々日本社会の歴史的展開にかか

わるものではないでしょうか。今年は日本書紀1300年と
言われています。一寸こんな視点もいかがでしょうか。

何はなくとも、私たちは縄文の時代から農耕民族とし
て、当たり前のように四季折々の大地の恵みを享受し、
吉田松陰公永訣の書「留魂録」ではありませんが、「四
時（季）の順（循）環に於て得る所あり。蓋し彼の禾稼
(穀物)を見るに、春種し、夏苗し、秋刈り、冬蔵す。秋
冬に至れば人皆其の歳功（収穫）の成るを悦び、酒を造
り、醴（甘酒）を為す、村野喚声あり。未だ曾て西成

（秋の成熟）に臨んで歳功の終るを哀しむものを聞かず」
の私たちに組み込まれたDNAです。

日本人固有の「困ったときはお互い様」の、菅総理の
第一声「自助、共助、公助」の「共助」はロータリアン
の「奉仕のこころ」ではありませんか。コロナ禍で遅れ
た奉仕の活動を取り戻し、「with コロナウイルス」の活
動を模索しましょう。 （編集子）

編集後記

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）、大西　玉喜（25日）、
上村　光男（27日）

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月出席率 10月累計 232 44 31 163 44 12 175 79.88 ％
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