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2020-21年度
新年例会
1月6日　第24回

日時／令和3年1月6日（水）12:30〜
場所／JRホテルクレメント高松

　　　　　　　　　「新年明けましておめでとうございます。
コロナ禍でのお正月、いかがお過ごしだった
でしょうか。今日は嬉しいニュースがありま
す。本日よりナイスタウンの吉田直由さんが
我々の仲間になって、例会に参加してくだ
さっています。」

さて、2021年最初の例会は、昨年12月9日（水）の那覇市議
会11月定例会で古堅茂治（日本共産党）氏が、一般質問された

「首里城再建と市制100周年との連携について。」という内容に
ふれたいと思います。

古堅氏は、首里城を大正、平成と救い、琉球文化・芸術の保
存と復興に果たした、染色家で沖縄文化研究家の鎌倉芳太郎氏
の功績を伺っています。

比嘉市民文化部長は、「鎌倉氏が残した資料は、平成の首里
城復元の際に大いに活用され、また、大正13年3月に首里市議
会が財政難を理由に、首里城正殿の取壊しを決議した報に接し
た鎌倉氏は、東京帝国大学工学部教授の伊藤忠太氏に相談し、
取壊し工事を中止させたという逸話は、首里城再建を考える上
で特筆すべきことであり、これら鎌倉芳太郎氏が残された功績
は非常に大きいものと認識しております。」と述べられています。

古堅氏は、「高松南ロータリークラブホームページにある鎌
倉芳太郎顕彰碑の碑文と、2009年、当時の宮城篤正沖縄県立芸
術大学学長との対談、2018年、波照間栄吉同大学名誉教授の講
演要旨示し、地元香川県の皆様は、佃昌道高松大学学長を会長
とする鎌倉芳太郎顕彰会を結成し、2010年10月に鎌倉芳太郎顕
彰碑を建立しています。沖縄県民も香川県民の熱い思いに応
え、連帯していこうではありませんか。」と述べられています。

城間幹子市長は、「古堅茂治議員の熱い思いはしっかりと胸
に響きました。本市といたしましては、首里城の存続や復元に
多大な貢献を果たした氏の功績をたたえるに、最もふさわしい
顕彰方法、そして機会、チャンス、それを首里城再建の時期を
背景にしながら、検討してまいりたいと思っております。」と
述べられています。

最後に古堅氏は、「鎌倉芳太郎顕彰会は、本市のゆかりの
地、首里にも顕彰碑を建立するプロジェクトを進めています。
候補地も視察されています。香川県民の皆様と心ひとつに力を
合わせて、首里城公園内の顕彰碑を実現させようではありませ
んか。」と締めくくっておられます。

詫間会員　昭和24年生
72歳の歳男です。昨年4月会社代表を長男に譲りました。当

然暇になるだろうから、ハワイ国際大会を手始めに、42年の勤
務に対するご褒美旅行をしようと夢を膨らませていました。
……コロナで消えました。私の持ち仕事も逆に忙しくなりました。

長男が、その次の代までに実現して引き渡す目標を立てるよ
う指針を示し、実現に邁進する姿を見届けて、いつか旅行の夢
に戻れることを抱いてゆきます。
白井会員　昭和36年生

明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願い致し
ます。

新型コロナウイルスで昨年度は我々の従事する医療業界は、
大変危機的状況に陥り今も尚、日々奮闘中です。ワクチン接
種・治療薬・マスク・消毒・予防する事様々な対抗するための
特効薬等々、光はでています。今は、とにかく自粛する事、感
染しない事、人に感染させない事、辛抱強く耐える事です。3
月頃になれば、気温上昇に伴いコロナウイルス対策も進み患者
さんも減少していると思います。

高松南ロータリークラブ会員の皆様、家族、社員、業者様、
友人、の健康とコロナウイルス対策が歳男、私の抱負であり目
標です。とにかく明るい、平和な年になるよう頑張ります。

追伸、17年後の77歳の誕生御礼には本日例会で向井会員から
伝授して頂いた話を紹介したいと思います。
大西会員　昭和36年生

今年は、サラリーマンとしての節目、定年を迎える年回りとな
りました。恐らくは、なにがしかのセカンドキャリアにつくこと
になるとは思いますが、還暦＝リボーンということもあわせて、
今年のモットーは「日々新たに」で行きたいと思っています。

昨日より今日を、今日より明日を、新しく、より良く、そん
な気持ちで、節目の年をスタートさせたい、と思っておりますの
で、引き続きの御指導、御厚情をよろしくお願いいたします。
吉田直由会員　昭和60年生

改めまして明けましておめでとうございます。丑年、牡牛座
の吉田でございます。さらに父も丑年でございます。私は平素
より声が大きいとお叱りとお褒めの言葉を頂いておりますが、
このコロナ社会の中ではお叱りの言葉を頂戴する方が多少多いの
かなと感じております。また長男がつい先月産まれましたので、
今年は何とかボリュームダウンを心掛けた一年にしたいと思って
おります。本年も皆さんどうぞよろしくお願い致します。

　　　　　　　　　はじめましてナイスタウン出版の吉田でご
ざいます。この度は入
会させて頂き有難うご
ざいます。入会にあた
りお力添え頂いた日鋼
サッシュ前田社長、合

田工務店合田次長重ねて有難う御座いま
す。この南ロータリーにおいて、私は最
年少となります。新入部員、新入社員の

会長新年挨拶 会　長　今城広治
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時の様な心持ちで少しでも皆さまのお役に立てますようこれか
らの活動に励んで行きたいと思います。何卒今後ともご指導ご
鞭撻の程宜しくお願い致します。

会員数：59名　1月Rレート：1ドル＝104円
・定例理事・役員会　今月のみ27日（第4週）
例会変更　　他クラブ　WB掲示

二 コ 二 コ 箱
詫間会員「戦略計画委員会今年もよろしくお願いします。スピーチご

清聴有難うございました。」

中村（秀）会員「誕生祝ありがとうございます。」

吉田会員「入会させて頂きありがとうございます。今後とも宜しくお
願い致します。」

篠田会員「本年もよろしくお願いします。」

田中（理）会員「吉田新会員、入会おめでとうございます。くれぐれも
合田先輩に従って楽しいロータリーライフを…！」

向井会員「誕生祝ありがとう。」
計￥15,000　　合計￥327,000

会員掲示板

●メークアップ
前田会員、谷本会員、増尾会員、新地会員、
田中（理）会員、岡（隆）会員、松木会員、小野
会員、田中（弘）会員

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　太田PG

2020-21年度 1月13日　第25回
日時／令和3年1月13日（水）12:30〜
場所／JRホテルクレメント高松

　　　　　　　　　「1月の理事・役員会で、新型コロナ感染対
策から1/20. 27. 2/3. 10の4例会、休会とする事
となりました。皆さんと1か月間お会いでき
ないのは残念ですが、次回までお元気で！」

ロータリーの友1月号（職業奉仕月間　特
集）―私のプライド、その仕事―

多様な職業人の集まりであるロータリークラブ。ロータリア
ンには例会や奉仕活動で見せる顔がある一方、その道の専門家
の顔もあります。職業を通してロータリアンが「つくってい
る」ものを表していただきました。という特集。

全国のロータリアンが紹介される中、一人だけ堂々見開き2
ページで、最終ページで、我々の仲間ソバハニさんが、紹介さ
れました。

高松南ロータリークラブ（香川県）じゅうたん配布
“地球は一つの国であり、人類はその市民である”

（The earth is but one country, and mankind its citizens.）
ロータリーは、世界にボーダーレスで奉仕できるとても良い

コミュニティーであり、その点において私とマッチしました。
世界が平和で幸福であるために、これからも愛を配り続けます。

「働きやすい職場環境実現に向けて ～苦悩20年～」
　　　　　　　　　株式会社ゴーフィールドは2000年に創業し

たホームページ制作会社です。当社の働きや
すい職場環境実現の取り組みをご紹介します。

【選択と集中による経営改革】
創業時は代理店の下請け業務が多く、代理

店のスケジュールに振り回され社員は疲弊。管理者育成にも手
が回りませんでした。そこで思い切った経営戦略と体制の改革
を実施。代理店を通さない直接取引にシフトし、取引先は香川
県の自治体や企業に集中。売上が安定し、品質管理や社員満足
度向上の取り組みを行う余裕が生まれました。

【働きやすい環境づくり】
創業時は私も子育ての初心者で、社員が困っていることに気

づけませんでした。時短勤務を推奨するものの子育て世代の退
職が後を絶ちません。制度があっても受け入れる風土が根づい
ていませんでした。そのため自ら率先して子連れ出勤を実施。
社員が急に休んでも業務が滞らないように、業務体制の二重化
も進めました。

今では長期休暇になると、子どもたちが社内で宿題やランチ
をして過ごします。社員が子どもの顔を覚えることで、子ども
の体調不良で休む社員がいても「いいよ」と相手を思いやる気
持ちが生まれました。外部専門家を招き、家族を支える制度づ
くりも継続的に検討。2019年には男性社員が第1号となる育児
休業を取得。その後、管理職が積極的に育児休業を取り、部下
が取りやすい環境につながっています。

【テレワークの導入】
社員が結婚を機に香川を離れることになりました。本人は続

けたいという思いがあることを知り、新しい生活スタイルに合
わせた働き方の体制が作れないかとテレワークの導入を決定。
社内データはクラウド上に管理し、どこからでもアクセスがで
きるように整備。また、Slackというコミュニケーションツー
ルを使い、気軽なコメントや絵文字で報告や相談ができるよう
になりました。

【オフィス空間をリノベーション】
2020年4月には新型コロナウイルス感染拡大を受けて約7割の

社員がテレワークに切り替えました。現在は約半数がテレワー
クを選択しています。一方で社内はテレワークに切り替えた社
員の空席が目立っていました。出社の社員もお客様も楽しい空
間にしたいと2020年8月にリノベーションを実施。お客様にも
カフェのようと喜んでいただいています。

【地域貢献事業にシフト】
創業20年で代表取締役を譲り、取締役会長として経営面をア

ドバイスしています。また、20年以上携わってきた海ごみク
リーンアップイベントや啓発活動が評価され、令和元年度に第
19回ボランティア大賞（香川県）を受賞しました。さらに、う
どん店を巡りながら65kmを走る「ウル
トラうどんマラニック」や、コロナ禍で
売上が減少したうどん店を回数券を購入
して支援する「SAVE THE UDON」な
ど、讃岐うどん文化を楽しみ、守る企画
を立ち上げてきました。

これからも地域や自然環境を大切に、
香川の企業を元気にするお手伝いができ
ればと考えています。

・次回　1月20日の例会は
職場訪問例会　前田会員企業　㈱日鋼サッシュ製作所

例会変更　　他クラブ　WB掲示

二 コ 二 コ 箱
㈱ゴーフィールド会長 森田様「職業奉仕賞いただき誠にありがとうご

ざいます。貴クラブの益々のご活躍をお祈り申し上げます。」

幹事報告

会長挨拶 会　長　今城広治

職業奉仕賞受賞スピーチ 株式会社ゴーフィールド 取締役会長 森田桂治 様
幹事報告

例　会
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SOBHANI会員「皆様あけましておめでとうございます。ロータリー
の友1月号に、見開き2ページで、私の「愛」と「笑顔」
を載せていただきました。窓の外に見えるのは小豆島で
す。皆様、庵治の家に遊びに来て下さい。おかげ様で。」

前田会員「お先に失礼します。来週来ていただいても大丈夫ですよ。」
金岡会員「お先に失礼します。」
堀（一）会員「お先に失礼します。」

計￥37,000　　合計￥408,000

会員掲示板

●メークアップ
谷本会員、上村会員、小野会員、岡（佳）会員、森（恒）
会員、藤田会員、田中（理）会員、岡（隆）会員、松木会
員、堀川会員、多田会員、新地会員、林会員

ロータリーソング　
「我等の生業」
ソングリーダー　
住田会員

1月20日・27日・2月3日・10日・17日・24日の6回は
新型コロナ感染拡大防止のため休会

● 2月3日メークアップ　　堀川会員、岡林（正）会員、新地会員、増尾会員、上
村会員、前田会員、藤田会員、谷本会員

●2月10日メークアップ　　増尾会員、上村会員、新地会員

2020-21年度 3月3日　第26回
日時／令和3年3月3日（水）12:30〜
場所／JRホテルクレメント高松

　　　　　　　　　「1か月半の休会中、みなさま、いかがお過
ごしだったでしょうか。高松南の例会を再開
いたします。」

休会中にも色々とロータリーの情報と進展
があり、また個人的にも色々とありました。
いわば激動の1か月半でした。

₁．ロータリーの情報と進展
1　IMの4月への延期
2　国際大会（台湾）の中止
3　地区大会（5/15）参加者の限定（会長・幹事・会員増強

研修セミナー参加者・クラブ研修リーダーセミナー参加者
の4名）

4　高松養護学校寄贈の訓練用自転車の完成
5　次年度（田村会長年度）の準備開始（PETS、地区研

修、地区協）
6　入会推進活動：香川大学医学部泌尿器科　杉元幹

みき

史
お

氏
₂．個人的なこと

1　学位審査の終了
2　次期公益社団法人高松市歯科医師会会長選挙への立候補
3　長女との再会と別れ
4　捨て猫の家族化

　　　　　　　　「私の近況報告」
　昨日2日から14日まで高松市美術館市民
ギャラリーで「“Inspiring Arts and Culture”
ソバハニ アート ラグ コレクション展示」を
行っています。是非ともお越し下さい。

昨 年4月 ～9月 の 毎 週 水 曜 日18:15～18:55
に、瀬戸内海放送の「KSB Super J Channel」のコメンテー
ターとして出演しました。9月15～22日にも高松市美術館で

「“オリエンタル芸術の至宝”マスウド ソバハニ コレクション
展」を行いました。高松南RCの方々が、たくさん来場してい
ただき、ありがとうございました。10月には私の息子のB.K. 
Sobhaniが近畿オープンゴルフ選手権で、Out 33 In 32 Total 
65のスコアーで優勝しました。おかげさまで！

ロータリアン雑誌“ロータリーの友”1月号のRotarian’s PRIDE
欄に、「地球は一つの国であり、人類はその市民である（The 
earth is but one country, and mankind its citizens.）」の私の
メッセージと写真が、見開きページで掲載されました。

以上が私の近況です。今後ともよろしくお願いします。今、
高松市美術館で開催中のコレクション展にもおいで下さい。
Okagesamade! おかげさまで！ Thank you!

「例会プログラムと地区行事の実施状況」
【例会】政府が、1月7日に新型コロナウイルス（COVID-19）

流行による“緊急事態宣言”を発出したので、定款第8条第1節
（流行病の発生）により、1月20日以降の例会を休会とした（1
月13日の理事・役員会決定）。その後、同宣言が3月7日まで
延長されたので2月の例会も休会とした（電話連絡による理
事・役員会決定）。したがって、例会の休会6回（1月20日、
27日、2月3日、10日、7日、24日）で、本日3月3日から再開
する事になった。3月の例会プログラムは別紙の「2021年3月
例会予定」を参照して下さい。

【地区】国際ロータリー2670地区の行事もCOVID-19の影響で
中止や延期があった。〈2月/13日〉香川分区（第Ⅰ･第Ⅱ）合
同IM－延期（4/24に変更）／〈3/7〉PETS（高知四万十市）
－実施予定／〈3/7〉DTTS（高知四万十市）－中止／〈3/16〉
香川分区米山奨学生修了式－実施予定／〈3/18～21〉RYLA
セミナー－中止／〈3/28〉地区研修･協議会－中止／〈5/15〉
地区大会（高松）－実施予定／〈6月･7月〉青少年短期交
換－中止／〈2020年度･2021年度〉青少年長期交換－中止／

〈6/12～16〉世界大会（台北）－中止 となっている。

会員数：59名　1月Rレート：１ドル＝106円
3月24日　職場訪問例会（前田会員企業）㈱日鋼サッシュ製作所
例会変更　　他クラブ　WB掲示

二 コ 二 コ 箱
SOBHANI会員「誕生日プレゼントありがとう。3月14日まで、高松

市美術館で展覧会をしています。ぜひ見に来て下さい。ま
た、庵治の家にも皆さんで来て下さい。おかげ様で。」

堀（祥）会員「誕生祝いありがとうございます。」
吉田会員「お久しぶりです。1月23日に結婚記念日のお祝いをいただ

いたお礼が今日になりました。」
田中（理）会員「休会中に結婚記念の御花をいただきました。あと、

新しいマンションへ引っ越しました。クレメントからは
30m近くなり古馬場からは30m遠くなりました。」

詫間会員「皆様お元気そうで何よりです 」
中村（厳）会員「お先に失礼いたします。3/26に日本MRAセンターの

三宅社長とのコラボウェビナーやります。話がおもしろい
方なので是非ご参加ください。」

計￥15,000　　合計￥423,000

会員掲示板

●メークアップ
上村会員、増尾会員、新地会員、藤田会
員、森（敬）会員、前田会員、森（恒）会員、
豊田会員

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　中村（厳）会員

会長挨拶 会　長　今城広治

卓　話 　Masoud Sobhani 会員

委員会報告 プログラム委員長　篠田日出海

幹事報告

例　会
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2020-21年度 3月10日　第27回
日時／令和3年3月10日（水）12:30〜
場所／JRホテルクレメント高松

　　　　　　　　　「毎月の月報発行にご尽力いただいております
多田会員には、いつも感謝しております。あと4
か月となりましたが、よろしくお願いします。」

満を持して、すすりの話をしようと思って
準備していましたが、どうしても、お天気お
姉さん（赤木由布子さん）のお話しがたくさ

ん聞きたいので、次回に回します。新型コロナウイルスの為、延
期して頂き、大変申し訳ありませんでした。本日は、どうぞよろ
しくお願いします。

　　　　　　　　「香川の天気」
　私は現在、「News Park KSB」で天気コー
ナーを担当しています。香川県で気象予報士
をしていると感じるのが、「晴れの国岡山」
ならぬ「晴れの国香川」だということです。
香川県は365日中249.5日が晴れで、年間晴天

日数はなんと全国1位。平均すると1週間に5日は晴れという計
算になります。こんな穏やかな気候の香川県ですが、2020年の
8月は、高松市に限っても「観測史上○位」の記録がたくさん
ありました。たとえば、降水量は10㍉（観測史上2位）、猛暑日
は19日間（観測史上1位）などなど。「今の異常気象」が「未来
の日常」なのかもしれないと考えると怖いです。ただ、天気の
変化は楽しいものでもあります。こんな時代だからこそ、みな
さんも時には空を見上げ、天気の変化を楽しんでくださいね。

来週（3月17日）例会終了後に理事・役員会が行われます。
3月24日　職場訪問例会（前田会員企業）㈱日鋼サッシュ製作所
例会変更　　他クラブ　WB掲示
本日、例会終了後に理事・役員会が行われます。

二 コ 二 コ 箱
SOBHANI会員「昨年6か月間、KSB瀬戸内海放送の水曜日の夕方に

放映された、KSBスーパーJチャンネルでコメンテイター
をつとめました。その時に客話者の赤木由布子さんには、
とってもお世話になりました。おかげ様で」

宮本会員「誕生日プレゼントありがとうございます。」
太田会員「今城会長さんからの結婚祝の花ありがとうございました。ふ

と気が付くと63周年、ダイヤモンド婚を3年越えました。」
詫間会員「お先に失礼します。」

計￥6,000　　合計￥429,000

会員掲示板

●メークアップ
前田会員、森（恒）会員、新地会員

ロータリーソング
「我等の生業」
ソングリーダー　住田会員

2020-21年度 3月17日　第28回
日時／令和3年3月17日（水）12:30〜
場所／JRホテルクレメント高松

「前回のお天気お姉さん赤木さん客話例会は、藤田さんのご尽
力で、ライブ配信していただきました。ありがとうございます。」
　山田クロ著書の「60秒言葉のセラピー」をいくつか紹介しま

す。人生ちょっとガンバローと思ったとき言
葉が背中をポーンと押してくれます。
「楽しいことは  楽になるが  楽なことは　

落になる」「笑いと感動は　元気の素」「一生
懸命は  知恵が出る  中途半端はグチがでる」

「万人・万物  すべて  先生」「勉強も  人生も  
自分との  戦い」「一日  一笑で　人生  楽笑」「何事にも  良い
面と  悪い面がある  どの面を見るかは  自分の心の中」「難し
いことが  有るから  有り難い  ありがとう」「辛いこと  横し
んぼうを加えたら  幸せになる」「身長が人より  三倍の人はい
ないが  心の三倍の人は  いくらでもいる」「人生お一人様  一
回限り  時は命を  削ってる」など

　　　　　　　　「屋島合戦と六萬寺」
六萬寺は源平合戦の史跡で、屋島合戦の折

には御行在所（仮御所）として安徳天皇と三
種の神器がお留まりになられたという歴史が
あり多くの平家由来の宝物が伝わっていま
す。平安末期には七堂伽藍を備えた大寺院で

したが戦国時代の兵火で焼失し、現在の六萬寺は江戸の初期に
松平頼重公により再建されたものです。全国から訪れる歴史
ファンは、地方の小寺院にこれ程の歴史と文化財が残されてい
ることに驚かれます。中でも平家随一の猛将、平教経。その持
童であり屋島で主君のために命を落とした菊王丸所持の長刀を
御覧に入れ、源平合戦の悲哀、諸行無常、争う事の愚かしさを
お話しさせて頂くと、現在の六萬寺の小ささと往時の壮麗さ、
華やかで優しげな公達たちの遺した書画と刀を受けた傷跡が残
る長刀の対比に感銘を受けられます。何かと余裕のない世の中
ですが、このような歴史を守り語り伝えることが心の中に人間
として大切なものを生み出すことに繋がります。

 米山奨学生 ゲェン・ティ・タォ・ドン 様

　　　　　　　　　　　　NGUYEN　THI　THAO　DONG
1年間ご支援ありがとうございました。
香川大学を無事卒業することができました

ことをご報告いたします。4月からは横浜の
貿易会社に就職することになりました。皆様
には本当にお世話になりました。

3月24日　職場訪問例会（前田会員企業）㈱日鋼サッシュ製作所
例会変更　　他クラブ　WB掲示

二 コ 二 コ 箱
秋山会員「誕生日のプレゼントありがとうございました。」
森（恒）会員「誕生祝ありがとうございました。」
新地会員「お先に失礼します。」
中村（厳）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￥436,000

会員掲示板

●メークアップ
森（恒）会員、田中（理）会員、岡（隆)会員、
松木会員、小野会員、前田会員

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 3月24日　第29回
日時／令和3年3月24日（水）12:30〜
場所／職場訪問例会　㈱日鋼サッシュ製作所

会長挨拶 会　長　今城広治

客　話 瀬戸内海放送アナウンサー・気象予報士・防災士　赤木由布子 様

幹事報告

会長挨拶 会　長　今城広治

客　話 六萬寺 副住職 木次妙寿 様

幹事報告

会長挨拶 会　長　今城広治
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2021年1月例会　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・地区･分区等

24 6 12:30〜 JRホテルクレメント高松 新年例会「今年の抱負」－歳男他 “夜間例会”を通常例会に変更

25 13 12:30〜 JRホテルクレメント高松 客話「働きやすい環境を！」 ㈱ゴーフィールド　会長森田氏
職業奉仕賞表彰（森田氏）

20 休会
27 休会

2021年2月例会　平和と紛争予防／紛争解決月間、　ロータリー創立記念日･世界理解と平和の日（2月23日）　
No. 日 時間 場所 例会プログラムおよびその他

3 休会
10 休会
17 休会
24 休会

2021年3月例会　水と衛生月間、世界ローターアクト週間（3月13日を含む週）
No. 日 時間 場所 例会プログラムおよびその他 備考・地区･分区等

26 3 12:30〜 JRホテルクレメント高松 卓話「会員現況報告」 会員リレートーク 7日PETS（高知四万十市）
7日DTTS“中止”

27 10 12:30〜 JRホテルクレメント高松 客話「香川の天気」
 瀬戸内海放送　アナウンサー気象予報士･防災士　赤木由布子 氏 14日RAC会長幹事会（香川）

28 17 12:30〜 JRホテルクレメント高松 客話「屋島合戦と六萬寺」 六萬寺　副住職　木次妙寿 氏 16日香川分区米山奨学生修了式･歓送会
18日〜21日RYLAセミナー“中止”13:30〜 定例理事役員会

29 24 12:30〜 ㈱日鋼サッシュ製作所 職場訪問例会（前田会員企業）　㈱日鋼サッシュ製作所 28日地区研修･協議会“中止”

30 31 12:30〜 JRホテルクレメント高松 客話「水の安全･安心」
 水資源機構･吉野川本部長 益山高幸 氏

今日は、前田会員の株式会社日鋼サッシュ製作所に職場例会
訪問に来ています。日本でも唯一無二の会社である日鋼サッ
シュの新社屋を高松南の皆さんもたいへん楽しみにしていたの
ではないでしょうか。新型コロナ感染拡大時期で延期していま
したが、前田さんのご好意で実現することとなりました。

ホームページの社長挨拶の中に『技を極める心は深く、その
活躍フィールドはさらに広く大きく。そもそも建築とは、時代
へ呼びかけていく半永久的なシンボライズです。だからこそ私
たちは、いついかなる時代にあっても、全身全霊を傾けた仕事
を心がけねばなりません。』という文章があります。私の仕事
とは規模も内容も全く違いますが、とても感銘を受けました。

本日は、サッシの種類や特殊加工の大型商品の説明を聞かせて
頂き、その後、多くの職人さんが仕事をしている工場見学をさせ
て頂きました。個々の職人さんが各パートを黙々と作業されてい
るお姿を拝見して、プロの職人さんと前田さんの経営力から日鋼
サッシュがこんなに繁栄しているのだなと実感いたしました。

前田さん本当にありがとうございました。
職場訪問例会 株式会社日鋼サッシュ製作所 代表取締役社長 前田恭典 会員

　　　　　　　　本日は、職場訪問例会ということでたくさ
んのメンバーに来ていただきありがとうござ
います。

同じメンバーでもある、合田会員の合田工
務店の設計施工により、すばらしい新社屋が
完成しました。社屋だけでなく、過去の工場

なども建築していただきました。
現在も新工場を建設中です。我が社は、スチールメーカーで

す。どんどん個性化する現代建築の世界にあって、高度化して
いくユーザーからのニーズに的確に応えあらゆる方向から高評

価を獲得しています。特許商品も持ち、すばらしい功績を築く
ことができました。また、業界の副理事長など業界の中でも重
要なポストを担い、これからも成長発展していきたいと思い
ます。

本日は、外部の方には絶対見せない工場を見学していただき
たいと思います。どのような製品がどのように作られているか
生の現場を体験してください。最後にアートギャラリーを兼ね
た社長室を見ていただき本日の職場訪問例会を終了したいと思
います。本日は本当にありがとうございました。
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生命が地球に誕生した
仕組みは未だにわかって
いません。生命のもとと

なるアミノ酸や核酸といったものが地球上でどのように
して生まれたのか。複雑な構造を持つ有機物は、原始の
地球では無く、小惑星が地球に衝突してもたらされたも
のとの学説が支持されています。それは、多くの隕石か
らアミノ酸が見つかっていることから、地球のアミノ酸
の一定量は隕石が運んできたのではないかと、考えられ
ています。ですから、小惑星「Ryuguリュウグウ」から
採取したサンプルにアミノ酸のような有機物が含まれて
いれば、小惑星から分かれた隕石が地球に衝突したこと
がきっかけで有機物が揃い、生命の生まれる条件が整っ
たことになり、生命の起源が解き明かされます。そんな
サンプルの入った箱が玉手箱と称されています。
「浦島太郎」の物語で、浦島太郎が玉手箱を持ち帰る

ということが、「はやぶさ2」が小惑星のサンプルが入っ
たカプセルを持ち帰ることとおはなしが重なっています。

浦島太郎の話の大筋は、助けた亀に連れられて海底の
竜宮城へ行き3年間を過ごすが、浜に帰ると既に300年が
経っており、お土産にもらった玉手箱を開けると一気に
老人になってしまう。これではオチがない、というこ
とで室町時代の「浦島太郎伝説」では、「最後、白髪に

なった浦島太郎が鶴に化け、亀姫（おとひめ様）と結ば
れる」という話になったり、最も古い書物「丹後国風土
記」では、男性（浦嶋子）が亀に化した女性（仙女名：
亀比売）に出会い、仙界（常世の国）に行き、仙女と恋
におちいる（妻とする）、3年の月日が流れ、青年が故郷
に戻りたいといい、女性は箱（玉匣（たまくしげ））を
渡す。故郷に戻ると300年の時間が過ぎていた、生まれ
故郷に戻りタブーとされていた箱を開けてしまい、白髪
の老人となって、女性の元を離れたことを後悔する。互
いに会えない事に対して「大和べに風吹きあげて雲離れ
退き居りともよ吾を忘らすな（大和の辺りに風が吹いて
雲が離れ離れになるように、たとえ私とあなたが隔たっ
ていようとも、どうぞ私を忘れないでくださいね）」と
句を詠う。あるいは別話で「玉手箱」は浦島が仙女（乙
姫）との愛を裏切り地上の娘と結婚しようとした時の復
讐の手段であった。等々、いろいろな語り口になってい
ます。そんなものがたりのある「玉手箱」に詰まったサ
ンプルが人類に何をもたらしてくれるのか、期待を抱か
してくれます。

そんな期待（ゆめ）があるところこそ、奉仕のこころ
がいっぱい詰まったロータリアンの集いにしましょう。
コロナワクチン早々 （編集子）

編集後記

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　増尾茂之　牟礼昌史
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

2021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 備考・地区･分区等

31 7 12:30〜 JRホテルクレメント高松 客話「かがわの母子保健」
 香川県子ども政策推進局　子ども家庭課課長補佐･保健師　大橋育代 氏

32 14 12:30〜 JRホテルクレメント高松 客話「DX時代に取りのこされない経営戦略⑴」
 デジタルシフトコンサルタント（DSC）　安丸涼平 氏

33 21 12:30〜 JRホテルクレメント高松
客話「DX時代に取りのこされない経営戦略⑵」
 DSC　安丸涼平 氏 24日IM

（善通寺市民会館）
13:30〜 定例理事役員会

34 28 12:30〜 栗林公園商工奨励館 創立64周年記念例会

2021年5月例会予定　青少年奉仕月間
No. 日 時間 場所 例会プログラムおよびその他

5 休会

35 12 12:30〜 JRホテルクレメント高松 卓話「青少年奉仕について」 青少年奉仕委員会 14日　RI会長代理歓迎晩餐会
15日　地区大会（サンポート高松）定例理事役員会

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

12月出席率 12月累計 232 44 30 143 75 18 161 73.70 ％

１月出席率 １月累計 236 44 17 84 29 9 89 78.80 ％

２月出席率 ２月累計 236 44 0 0 0 0 0 00.00 ％

２〜４月の誕生者
〜おめでとうございます〜

２月 秋山　俊二（2日）、宮本　直樹（24日）、岩井　孝博（25日）

３月 堀　祥二（12日）、MASOUD  SOBHANI（19日）

４月
詫間　行芳（1日）、小野　兼資（5日）、岡　佳寿也（9日）、
三宅　弘（10日）、前田　恭典（12日）、大橋　泰範（15日）、
木村　征司（15日）、多田　耕三（16日）、堀　一代（22日）


