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2020-21年度 6月2日　第33回
日時／令和3年6月2日（水）12:30〜
場所／JRホテルクレメント高松

　　　　　　　　　昨年全国に緊急事態宣言が発出された後、
長期休会を経て前会長の高島さんから会長職
を引き続きました。あっという間に1年が過
ぎ、とうとう6月の例会となりました。
依然として、新型コロナ感染状況は変異株
の発生もあり改善されていません。ワクチン

接種も進んでいない状況で、また特効薬の開発も話題すらなっ
ていません。
このような状況の中で、各委員会の皆さまには、計画してい
た事業の大半が実施出来なかったと思います。そのことに関し
ては大変申し訳なく思います。
本日は、田村会長エレクトより、次年度会長方針発表がござ
います。そして各委員長の実績報告がございます。どうかよろ
しくお願いします。

2020-21年度　第33回例会・第６回クラブ協議会
（2021-2022年度　第1回クラブ協議会）

日時／令和3年6月2日（水）12:30〜
場所／JRホテルクレメント高松 3F

１　【クラブ奉仕委員会】	 田村会長エレクト
₂　　プログラム委員会	 篠田　委員長
₃　　出席委員会	 堀川　委員長		
₄　　会員増強・職業分類委員会	 白井　委員長
₅　　会員選考・ロータリー情報	 岡林　委員長　
₆　　会報・広報・雑誌	 多田　委員長
₇　　親睦活動委員会	 中村耕太郎	様（代読）
₈　【ＳＡＡ】	 合田　ＳＡＡ　　
₉　【職業奉仕委員会】	 林　委員長
10　	【社会奉仕委・環境保全員会】	 岡　隆夫　委員長
11　【国際奉仕委員会】	 藤田　委員長
12　　ロータリー財団委員会	 秋山　委員長
13　【青少年奉仕・ローターアクト】	 熊田　委員長
14　【会計】	 白鳥　一雄　委員長
15　　米山奨学委員会	 岡　佳寿也　委員長
16　　研修リーダー	 吉田　委員長		　
17　【戦略計画】	 詫間　委員長
	 （～13:45）
カウンセラー講評　　　	 太田PDG・豊田PDG
PDGより講評をいただきました。
理事・役員の方は定例理事役員会への誘導お願いします。

二 コ 二 コ 箱
合田会員「結婚記念日のお花、有難うございました。お先に失礼します。」

前田会員「大和証券伊藤支店長入会おめでとうございます。お先に失
礼します。」

新地会員「お祝いありがとうございます。」
藤田会員「誕生日プレセントありがとうございます。先日、30年ぶ

りにチアリーダーのユニフォームを着てみました。10年
後にもう一度、袖を通せるように精進してまいります。」

岡（佳）会員「誕生日プレゼント有難うございました。」
住田会員「誕生日祝ありがとうございました。」
田村会員「各委員会の委員長の皆様、資料作成・発表とありがとうご

ざいました。次年度もよろしくお願いいたします。」
計￥13,000　　合計￥502,000

会員掲示板

●メークアップ
森（恒）会員、ソバハニ会員、上村会員、前田
会員、新地会員、増尾会員、宮本会員、詫間
会員、堀（祥）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「堀（一）会員」

6月9日・16日は新型コロナ感染拡大防止のため休会

2020-21年度 6月23日　第34回
日時／令和3年6月23日（水）12:30〜
場所／JRホテルクレメント高松

本日は、田村年度における各委員長による活動計画の発表が
ございます。田村次期会長のクラブテーマは、「一年先の未来
を考え、新しい取り組みをしていこう」です。コロナ禍で実施
出来る事業をどのように決め、活動していくか非常に難しいと
は思いますが、各委員長どうかよろしくお願いします。

高松南RC幹事を拝命いたしました中村耕太郎です。私は、
平成30年3月入会ですので3年4か月の会員歴になります。出来
るだけ例会を休まないように心掛けてきました。例会以外の行
事については、仕事を最優先していたため参加したくても出来
ないことがありました。そんな中、例会・行事・県外訪問行
事・RC以外での外国訪問行事へ見事に参加されている会員様
がいらっしゃいました。「ようそんなに参加できますね～？」
と聞いたところ「耕太郎さん、時間は作るものですよ！」平然
と言われた時には、頭をハンマーで殴られる程の衝撃があり、
その場でよろめいてしまいました。私より16歳年下の田村会長
でした。
幹事のお話をいただいた時は、正直「えっ！？なんで私

が？」と思いました。候補者の皆様は、それぞれ所属されてい
る業界のまとめ役になっておられ同時に幹事は厳しいとお聞き

会長挨拶 会　長　今城広治

会長挨拶 会　長　今城広治

幹事挨拶 幹　事　中村耕太郎 氏
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し納得しました。若い田村会員が次々年度会長を務められると
いうお話を聞き、なんとかなるやろ精神で引き受けさせていた
だきました。
田村会長が提唱されている「一年先の未来を考え、新しい取
り組みをしていこう」という運営方針を各委員会委員長・副委
員長・委員の皆様と共に力を合わせ一つから実現していきます。
最後になりましが、会員歴の少ない中での幹事職で皆様にご
不便・ご迷惑をおかけするとは思いますが、時間を作り出し微
力ながら全力で務めさせていただきますので、ご指導ご鞭撻の
程、よろしくお願いいたします。

2020-21年度　第34回例会・第７回クラブ協議会
（2021-2022年度　第2回クラブ協議会）

日時／令和3年6月23日（水）12:40〜13:55　 所要時間75分間
場所／JRホテルクレメント高松 3F　　　　　進行　幹事

各委員会報告　
１　【クラブ奉仕委員会】	白井克彦（しらいかつひこ）委員長
２　　プログラム委員会	 藤田徳子（ふじたのりこ）委員長
３　　出席委員会	 新地良洋（しんちよしひろ）委員長		
４　　会員増強・職業分類委員会
	 合田弘朗（ごうだひろあき）委員長
５　　会員選考・ロータリー情報委員会
	 篠田日出海（しのだひでみ）委員長　
６　　会報・広報・雑誌委員会
	 牟禮昌史（むれまさふみ）委員長	
７　　親睦活動委員会	 住田英樹（すみだひでき）委員長
８　【職業奉仕委員会】	 多田耕三（ただこうぞう）委員長
９　【社会奉仕・環境保全委員会】
	 岡　隆夫（おかたかお）委員長　代読：中村耕太郎
10　【国際奉仕委員会】
	 岡佳寿也（おかかずや）委員長　代読	中村耕太郎
11　　ロータリー財団委員会
	 熊田浩（くまだひろし）委員長
12　　米山記念奨学委員会
	 堀祥二（ほりしょうじ）委員長　代読：中村耕太郎
13　【青少年奉仕・ローターアクト委員会】
	 田中理（たなかさとし）委員長
14　【ＳＡＡ】	 堀一代（ほりかずよ）ＳＡＡ
15　【会計】	 白鳥一雄（しろとりかずお）理事		
16　【監事　会計監査】	 金岡紀嘉（かなおかのりよし）監事
17　【戦略計画委員会】	 詫間行芳（たくまゆきよし）委員長
18　【研修リーダー】	 吉田茂（よしだしげる）リーダー
講評
太田PDGと豊田PDGからそれぞ
れ講評をいただきました。

二 コ 二 コ 箱
渡辺会員「お先に失礼します。」
白鳥会員「誕生日」「結婚記念日のお花をいただきました。ありがと

うございます。」
ソバハニ会員「堀先生に歯の治療でたいへんお世話になりました。」
田中(理)会員「誕生日のお祝ありがとうございました。次年度はロー

ターアクトから若さをもらいながら頑張ります。」
吉田会員「堀一代さんにおねだりしました。おかしありがとう。お礼

に「かえる」さしあげました。」
田村会員「各クラブ委員長皆様、方針発表ありがとうございました。

次年度も予定通りの活動が出来るか分かりませんが頑張り
ますのでよろしくお願いします。」

計￥25,000　　合計￥527,000

会員掲示板

●メークアップ
豊田会員、森（恒）会員、木村会員、上村会員

2020-21年度
最終例会
6月30日　第35回

日時／令和3年6月30日（水）12:30〜
場所／JRホテルクレメント高松

　　　　　　　　　いよいよ、最後の例会となりました。コロ
ナに振り回された一年でしたが、できるだけ
の行事と必要なクラブ協議会は実行できたか
と思います。各委員長・会員の皆様のご協力
の賜と本当に感謝しています。そして何より
も幹事の田村さんには大変お世話になりまし

た。次年度は、田村次期会長がその舵取りをされるわけです
が、コロナ対策は避けられませんので、更なるご理解ご協力を
よろしくお願いいたします。
伝統ある高松南ロータリークラブの第64代会長として一年間務

めた事が、歯科医師として次のステージへ向かう大きな自信とな
りました。6月10日からは、公益社団法人高松市歯科医師会会長
に就任し高松市の職域代表として社会奉仕に邁進する覚悟です。
今後も、ロータリアンとして自覚を持った行動をしてまいり

ます。
本当に一年間、お世話になりました。

　　　　　　　　　長いようで短い一年間でしたが、無事に幹
事業をやり遂げることができました。
とにかく感謝の一言です。今城会長はもち

ろんのこと、前幹事の田中理さん、次期幹事
の中村耕太郎さん達に助けて頂けたお陰だと
思っております。

次年度はより大きい責任を担っていく立場となります、皆様
の協力なしには到底無しえないと思っております、引き続きの
ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

二 コ 二 コ 箱
秋山会員「本日、最終例会となりました。高松南RCで20年と少し在

籍させていただき、本当に皆様にお世話になりました。あ
りがとうございました。」

今城会員「一年間、会員のみなさま、お世話になりました。」
田村会員「拙い幹事でしたが一年間ありがとうございました。次年度

もどうかよろしくお願いします。」
中村(秀)会員「一寸前のことになりますが、１日会でWリペアハン

ディに恵まれ準優勝でした。ありがとうございました。」
合田会員「出産お祝い有難うございました。途中で失礼致します。」
詫間会員「戦略計画委員会　１年間お世話になりました。」

ソバハニ会員「今城会長1年間お疲れ様でした。田辺はまゆうRC山本
会長ようこそいらっしゃいました。庵治の海でジェットス
キーを楽しんでいます。皆様遊びに来て下さい。」

吉田会員「コーヒー・紅茶の選択情報お役に立ちましたか。上村さん
みょうがの苗ありがとうございました。」

平井会員「ゴルフ1日会よろしくお願い申し上げます。田中さんよろ
しくです。」

会長挨拶 会　長　今城広治

幹事挨拶 幹　事　田村禎啓

例　会
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堀(祥)会員「今城会長、楽しく、勢い良くリードしていただきありが
とうございました。今後はまた別の分野でも健康に留意し
て頑張って下さい。」

田辺はまゆうロータリークラブ山本佳弘様
計￥41,000　　合計￥568,000

会員掲示板

●メークアップ
豊田会員、増尾会員、前田会員、堀川会員、森(恒)会員、新地会員、藤田会
員、多田会員

2021-22年度 7月7日　第１回
日時／令和3年7月7日（水）12:30〜
場所／JRホテルクレメント高松

　　　　　　　　　今年度高松南RC会長に選任していただい
た田村禎啓です。私は2014年に多田会員、推
薦のもと高松南に入会させていただき、今年
会員歴7年目となります。
　昨年、幹事をさせて頂き、やっとロータ
リークラブというものが少し分かり始めた所

に重責を担うこととなりました。
　人間としてもロータリアンとしても、まだまだ未熟者ですの
で今は恐怖心しかありませんが、得難い機会と前向きに捉え、
社会的にも困難な時期ではありますが、皆さんのご協力を請
い、クラブ運営を行いたいと決意しています。

　　　　　　　　　平成15年7月1日に、私が高松南ロータリー
クラブに第一歩を印した記念日でありこの一
歩は私の人生の大変大きな意味を持つものと
なってます。
この度、愛する伝統ある高松南ロータリー
クラブの副会長兼会長エレクトを仰せつか

り、責務の重大さを痛感し身の引き締まる思いです。
シェカール・メータ氏RI会長が掲げるテーマ【奉仕しようみ
んなの人生を豊かにするために〈Serve	to	change	Lives〉】と
素晴らしいテ－マを示してくれました。2670地区東	邦彦ガバ
ナーは地区運営方針【成長しようロータリアン】と示してくれ
ました。
そして田村禎啓高松南ロータリークラブ会長が提唱する【一
年先の未来を考え、新しい取り組みをしていこう】と示してく
れました。クラブ活動計画を基盤とし世界平和を常に考えなが
ら今変わりゆく世界をサポートしたいと思います。ロータリア
ンの親睦の輪が益々広がるように一意専心していきます。
田村会長の若きリーダーシップを傍らで学び、次年度に繋げ
たいと思います。会員皆様方のたくさんのご指導ご支援ご協力
をお願い申し上げます。
【夢をかたちに】

　今年度幹事を仰せつかりました中村耕太郎
でございます。平成30年3月の入会ですので3
年と4か月の会員歴になります。先程、田村
会長からクラブ運営方針のお話がございまし
た。その内容をすべて実現すべく各委員会委
員長様、副委員長様、委員の皆様とコミュニ

ケーションをとりながら、ひとつずつ実現していきたいと考え
ています。ロータリアンとしての経験も浅く、知識も少ないで
す。微力ながら一生懸命努めてまいりますので、皆様からのご

指導、ご鞭撻をよろしくお願いいたします。
新役員一覧
●2021-22年度　理事・役員紹介	 幹事　中村耕太郎
理事　会　長	 田村	禎啓（たむらさだひろ）
理事　副会長兼会長エレクト	 白井	克彦（しらいかつひこ）
理事　直前会長	 今城	広治（いまじょうこうじ）
理事　職業奉仕担当	 多田	耕三（ただこうぞう）
理事　社会奉仕･環境保全担当	 岡　隆夫（おかたかお）
理事　国際奉仕担当	 岡	佳寿也（おかかずや）
理事　青少年奉仕担当	 田中	理（たなかさとし）

戦略計画委員長	 詫間	行芳（たくまゆきよし）
研修リーダー	 吉田　茂（よしだしげる）

理事　幹　事	 中村耕太郎（なかむらこうたろう）
理事　ＳＡＡ	 堀	一代（ほりかずよ）
理事　会　計	 白鳥	一雄（しろとりかずお）

副幹事	 谷本	昌英（たにもとまさひで）
副ＳＡＡ	 宮本	直樹（みやもとなおき）
副ＳＡＡ	 林	幸稔（はやしゆきのり）

理事会メンバー　15名
1年間よろしくお願い申し上げます。

・7/7現在　会員数　58名
・7月Rレート　：　１ドル＝111円
※国際ロータリー日本事務局管理室から報告

・新会員	　秋山	剛志氏　　7/14入会式予定
・2021年　夏季家族例会　8月25日（水）　於　花樹海
例会変更：　WB掲示

二 コ 二 コ 箱
田村会員「新年度始まりました。皆様どうかよろしくお願いいたしま

す。また、結婚記念のお花ありがとうございました。本日
7月7日で10年になります。10年前はこうなるとは夢にも
思いませんでした…(笑)」

大橋会員「岡佳寿也会員ありがとうございました。誕生日お祝いありが
とうございました。誕生日お祝いありがとうございました。」

中村会員「1年間よろしくお願いします。」
渡辺会員「お早に失礼」
岡(佳)会員「国際奉仕委員会の理事を任命されました。1年間よろし

くお願い致します。」
宮本会員「1年間副SAAよろしくお願いします。」
田中(理)会員「青少年奉仕員頑張りますのでどうぞよろしくお願いし

ます。」
豊田会員「誕生祝い」
ソバハニ会員「昨年度今城会長コロナの中、元気で楽しい1年間をあ

りがとうございました。おかげさまで」
合田会員「誕生日お祝い頂き、有難うございました。」
詫間会員「戦略計画委員会1年間よろしくお願いします。」
森(恒)会員「誕生日祝有難うございました。」

計￥25,000　　合計￥527,000

会員掲示板

●ビジター　　松村会員
●メークアップ　　堀(祥)会員、ソバハニ会員、木村会員、前田会員

新会長挨拶 会　長　田村禎啓

新副会長・会長エレクト挨拶 副会長・会長エレクト　白井克彦

新幹事挨拶 幹　事　中村耕太郎

幹事報告

例　会
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新型コロナウイルスに
翻弄された2020－2021年

のロータリー活動の1年でした。今、人類に求められる
ことはコロナを克服することだ、と声高に叫ばれていま
す。他方、コロナウイルスとの「共生・共存の道があ
る」とか、本当に感染症は「撲滅するべき悪なのか」と
か。従来「感染症は自然界からの脅威であり、人類は文
明や科学の力で感染症と闘ってきた」というイメージを
持っていました。しかし、人類の文明や科学の歴史をた
どってみると、「文明は感染症のゆりかご」として機能
してきたことも言えなくはありません。現在知られてい
る感染症の大半は、農耕以前の狩猟採集時代には存在し
ていなかった。人間が100人程度の小集団で移動を繰り
返し、お互いの集団は離れていた。集団内で新型コロナ
ウイルスのような感染症が発生しても、その小集団の絶
滅で、外には広がることなく途絶えてしまう。そんな繰
り返しではなかったでしょうか。感染症が人間の社会で
定着するには、農耕が本格的に始まって人口が増え、集
落ができ、数十万人規模の都市が成立することが必要で
した。貯蔵された穀物を食べるネズミがペストなどを持

ち込み、家畜を飼うことで動物由来の感染症が増え、は
しかはイヌ、天然痘はウシ、インフルエンザはアヒルが
持っていたウイルスが、人間社会に適応したものだ、と
言われています。このように、わたしたちの日常には細
菌やウイルスなどさまざまな病気を引き起こす原因とな
る微生物が存在します。このような微生物を病原体とい
い、この病原体が体の中に入ると私たちは病気になった
りします。しかし、私たちには、一度入ってきた病原体
が再び体の中に入ってきても病気にならないようにする
「免疫」という仕組みがあります。入ってきた病原体を
覚えて、からだの中で病原体と戦う準備をします。そう
することで、再度、病原体が体の中に入っても病気にか
からない、あるいは重症化しないようにできているので
す。この仕組みを利用したのがワクチンです。病原体の
毒性を弱めたり、無毒化したりして、コントロールされ
た安全な状態で免疫を作るのです。ワクチンを接種する
ことで、わたしたちのからだには病原体に対する免疫を
作り出します。そんなワクチンと免疫力や体力そして情
熱を併せ持つ奉仕のこころがいっぱい詰まったロータリ
アンの集いが毎週開催できますように。	 （編集子）

編集後記
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2021年7月例会予定　2021-2022年度テーマと運営方針
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

1 7 12:30〜 JRホテルクレメント高松 クラブ運営方針発表

2 14 12:30〜 JRホテルクレメント高松 委員会ミーティング

3 21
12:30〜

JRホテルクレメント高松
第3回クラブ協議会　ガバナー補佐公式訪問

13:30~ 定例理事役員会

4 28 12:30〜 JRホテルクレメント高松
卓話「新会員卓話／自己紹介」

ナイスタウン出版（株）専務取締役　吉田直由会員

2021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・地区･分区等

5 4 12:30〜 JRホテルクレメント高松 東邦彦ガバナー公式訪問

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

５月出席率 ５月累計 180 33 6 40 12 3 43 78.20 ％

７月の誕生者
〜おめでとうございます〜

豊田　章二（19日）、合田　弘朗（28日）、森　恒弘（30日）


