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2021-22年度
最終例会
6月29日　第47回

日時／令和4年6月29日（水）18:30〜
場所／JRホテルクレメント高松

計￥37,000　　合計￥503,020

会員掲示板
●メークアップ／5名

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」

2022-23年度 7月6日　第１回
日時／令和4年7月6日（水）12:30〜
場所／JRホテルクレメント高松

2022－2023年度クラブテーマ
『イマジン　ロータリーを実践し、その楽しみをみんなのために』

2021-2022 年度　会長エレクト　白井　克彦
　　　　　　　はじめに

このたびは歴史と伝統の高松南ロータリーク
ラブの歴代66代会長職を仰せつかり、まことに
身の引き締まる思いです。責任の重大さを痛感
しています。

私は、2003年に入会させていただき、2009年に三宅会長年度
に幹事をさせて頂き、本年度21年目になります。ロータリーの
定義、綱領、標語等、いまだに十分理解実践ができているとは
言えない状況ですが、会員皆様の素晴らしさを見習い、また
様々な事をご教示いただいたことを糧に、少しでも向上するよ
うに努力してきました。まだまだ未熟な私に温かく接していた
だきました事を皆様に深く感謝申し上げております。
2年を超えてパンデミックにより、ロータリーの例会をはじ
め各種行事が中止や延期になり会員・クラブ・地区チームなど
のコミュニケーションが希薄になっています。現在も収まって
おりませんが、今後も同様の事態が起こる可能性もありICTの
活用を進めていく方向性があります。（mail、zoom、SNS）ガ
バナー事務所としてICTの活用の第一歩として「ガバナー月
信」がメール配信に変更になりました。
先般、会長エレクト研修セミナーに出席し、国際ロータリー

の今年度テーマ「イマジン」の発表を受け会員が夢を実現す
るために行動し、クラブの魅力を最大限に味わえる場として
のロータリークラブ思い描き、互いのつながりを深めることに
よって世界に変化をもたらすパートナーシップを築くよう会員
に呼びかけ会長の大役を引き受けさせて頂き、1年間精一杯務
めさせていただく所存です。何卒ご支援ご協力よろしくお願い
申し上げます。
重点目標
・原点回帰　入会時の気持ちを想像してください。
紹介者に感謝しましょう。

・様々な、奉仕活動を実践し　夢をかたちに　
チャンス・チェンジ・チャレンジ

・例会に必ずいこうよ　楽しみいこうよ　皆でトークしましょう
・お題を頂き会員卓話を重視し元会員をゲストし仲間を増やすこと。
・会員増強　まずは、全会員が一人ご紹介ください。
女性会員増やす【4名目標】　72名を今期目標会員とする。

・米山奨学委員会　トップクラブを継続し　特別寄付をお願い
致します。

・マイロータリーの登録　ロータリーを学び実践しょう。
・ロータリー財団　学童野球支援と交流、地区補助金奨学生
（三野　絵里佳）　特別寄付　
・親睦活動　会員の家族エンジョイ　会員のレクリエーション　
野球　ゴルフ　釣り　他クラブと交流戦

・ロータリークラブ・セントラル　登録しロータリ賞を
・環境「海洋プラスチックごみ」地区目標全会員参加しましょう。
	 	 	 高松南ロータリークラブ運営方針
国際ロータリーのテーマに沿い、クラブの目指すテーマは、

「イマジン　ロータリーを実践し、その楽しみをみんなのために」
【運営の重点目標】
１）親睦／ロータリーは親睦が原点です。先ずは、実践し楽し
みその土台は家族です。家族を大切にする親睦に努めます。

２）例会／まずは、出席・参加・興味を抱き集まること。楽し
むこと。メイクアップ！

３）会員の増強／女性会員増やす・会員数の１割（最終的に72
名目標　4名増女性会員）

４）奉仕／米山奨学金、ロータリー財団に協力し、世界をより
よい方向に変える一助としましょう。

５）「四つのテスト」意味を学ぼう！
むすびに 
・①平和と紛争予防/紛争解決②疾病予防と治療③水と衛星④
母子の健康⑤基本的教育と識字率の向上⑥経済と地域社会の
発展⑦環境問題・継続すべき７つの重点事項

・また「私が常に思ってるいるのはロータリーがすべてボラン
ティアによる団体であり、その会員すべてが指導的立場にあ
る人々であることを忘れてはならない点です。」

・この様な精神を理解しながら南クラブの、多彩なメンバーと
力を合わせて共に汗を流して一年間一意専心で活動していき
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ます。
むすびに、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。

【イマジン　ロータリーを実践し、その楽しみをみんなのために】

会長の発案で、ベテラン会員にも一言しゃべってもらおうと
いうことになりましたので、それに甘えて、「老いの繰り言」
のそしりを受けるかもしれませんが、一言。
さて、毎日暑い日が続きますが、それにつけても部屋の中が
涼しいのはエアコンのおかげで助かりますね。ところで同じ一
つの機器でなぜ（このエアコンのおかげで）暑いときには涼し
くなり、寒いときには暑くなるのでしょうか。本当に便利なも
のですね。向井老人はこのエアコンも商いしておりその仕組み
を知っております。答えはこのエアコンの中にある四方弁―英
語では4-way	valve－が役目を果たしているからです。
ここからが本題に入ります。
4-wayとは何だ？どこかで見たぞ。そうだ、ロータリーの

「４つのテスト」の解説のところにあったはずだ。
ここから向井老人は「４つのテスト」と訳すのは問題がある
のではないかとネットで調べてみました（単数か複数かの文法
問題はここでは省略させていただきます）。他にも多くのロー
タリアンが翻訳の改善を問題にしていることがわかりました。
参考までに、みなさんが問題にしているのは「みんなに公
平か」というところの「みんな」という訳です。原稿は「all」
ではなく「all	concerned」ですから。例えば「関係各位全員」
が忠実な翻訳でしょうか。また「公平」についても「公正」が
正しいのではないかとも議論しています。
追伸：せっかくの四方弁のおかげで涼しくさせていただいてい
るのが、炎上してしまうそうで大変失礼いたしました。暑中お
見舞い申し上げて失礼いたします。But	to	be	continued（つづく）

二 コ 二 コ 箱
山地会員「ホームクラブ長期欠席のお詫び、嬉しい事がありました。」
白井会長「2022-2023年度ロータリーが初まりました。1年間、と

にかく楽しく明るく、自分らしく頑張っていきますので皆
様方よろしくお願い致します。」

伊藤会員「白井会長スタートおめでとうございます！！1年間盛り上
げていきましょう！」

今城会員「チームSAA今城・松木・前田　1年間よろしくお願いします。」
森会員「誕生日祝、有難うございました。」
谷本幹事「イマジン・ロータリー、今年一年間。よろしくお願いします。」
豐田PDG「誕生祝10年とって、70才を行ったり、来たりしています。」
マスウド・ソバハ二会員「白井会長、谷本幹事、1年間よろしくお願

いします。白井丸の出航を祝して、ボンボヤージュ（良い
一年になりますように）」

小野会員「渡辺様、豊田様、白井様、米山多額にありがとうございました。」
大西会員「入会早々の誕生日祝い、ありがとうございます。」
金岡会員「お先に失礼します。次回の例会で最後となりますが、よろ

しくお願いします。」
計￥38,000　　合計￥38,000

会員掲示板
●メークアップ／2名

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」

2022-23年度 7月13日　第２回
日時／令和4年7月13日（水）12:30〜
場所／JRホテルクレメント高松

第 2 回例会 - 会長方針発表
　　　　　　　2022-2023年度クラブテーマ

「イマジンロータリーを実践し、その楽しみを
みんなのために」
・	地区大会・親睦ゴルフ大会コ・ホストクラブ
に委嘱

2023年5月19日【鮎滝カントリークラブ　幹事クラブ　高松
南ロータリークラブ】

・親睦ゴルフコンペ　【2670地区】
①　鮎滝カントリークラブ　
【8/14・8/28・高松北RC】　【9/23・未定】
②　高松グランドカントリークラブ【10/10未定・10/30未定】
・親睦野球大会
①　VS高松北RC　東部運動公園　9/11　16時半
②　VS観音寺RC　東部運動公園　9/18　16時半
③　VS岡山北西RC　東部運動公園　10/2　15時
④　VS高松西中央RC　東部運動公園　10/23　16時半
・ガバナー杯野球大会　11月25日　リーガホテルゼスト高松
18時半開会　19時半頃　抽選　11月26・27日　レグザムスタ
ジアムにて

・歴代会長　スピーチリレー
【第一例会向井会員・第二例会渡辺会員】
・メイクアップ！月に1week他クラブへ連れていく。
・会員増強　8月までに7名入会予定【2名転勤で退会】
・米山奨学　ガバナー訪問例会までにお願いします。
・ロータリー財団　ガバナー訪問例会までにお願いします。
・マイロータリー登録　全会員参加でお願いいたします。
・ロータリークラブ・セントラル　準備中今期目標したいが？
・チャンス・チェンジ・チャレンジ　３Ｃ　何事も、積極的に
実践し楽しみたいです。

　　　　　　　　11月に満90歳になり当クラブ最年長の渡辺で
す。会長経験者が何かスピーチをせよと言うこ
とです。	昨年末に断捨離をしました。ロータ
リーの書類も含めてほとんど破棄しましたの
で、曖昧な部分があり申し訳有りません。

私が会長をさせていただいたのは、1993年から94年まで29年
前のことです。（例会は三越の食堂で開催していました）今で
は考えられない特別な年度でした。当時は南ロータリークラブ
の役員経験のある方々が、炉辺会合とかで次期役員を決めてお
られたようです。飲み屋さんでいっぱい飲みながら、次の会長
は誰にするな、そんな感じと推察してました。当時は日産自動
車の久保会員が中心となって取り仕切っておられたようでし
た。（現在は退会されています）
5月の例会で、次年度まであと2ヶ月のところで、炉辺会合で

正式に決定された次期会長の古竹さん。日新タクシーの当時、
社長でした。例会のゴング前の雑談の中で（もう時効だと思い
ますので申し上げますが）、久保さんよー困ったことになった

歴代会長リレースピーチ 向井　攻一会員（2003 〜 2004）

歴代会長リレースピーチ 　渡邉　成剛会員（1993-1994）

例　会
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がな。家庭の、相続のことが法的な対応に
なり、大変なんだよ。ロータリーの会長ど
ころではなくなりましたよーと言われまし
た。久保さんはびっくりして。それは困っ
たなぁ、もう2カ月先だよ、でもそんな事
情なら仕方ないね、そんな会話を側で聞い
ていた私が、えーっと振り向きました。久
保さんと目が合いました。
渡辺くん次期会長やってや！
これが私が会長になったいきさつです。

（和やかなものです）なんかおかしい…などとと言われた方は
いませんでした。1年間形式的な事業はこなしましたが、一番
印象に残るのは地区大会の参加でした。当時、新会員は半強制
的に参加を要請され、メンバーも多数出席をしました。年間で
一番ロータリーを学び親睦を深める、それが地区大会です。夜
の懇親会も盛大でした。担当者は3次会まで用意せよ…と言う
ことでした。中にはあの人昨夜は帰ってこなかったね、と言う
事もありました。
でも、ここからが肝心なお話しです。地区大会のあと、例会運
営は非常になごやかな例会になりました。みんな親しくなり、プ
ライベートのゴルフや、飲み会に誘い合うことも増えて、出席率
が一挙に上がりました。（毎回食事は足りなくて、追加しました）
現在、料理、は毎回余っていますね。もったいないです。
本年度は、ぜひロータリーを学ぶ事と親睦を深める為に、地区
大会にはご参加ください。皆様方も次期会長の選考時期になりま
したら、白井会長と目を合わさない…ようにしてくださいね。終わり。

二 コ 二 コ 箱

渡辺会員「ふざけたスピーチ申し訳ありません。」
金岡会員「本日で退会となります。2年5カ月という短い間でしたが、

お世話になりました。」
詫間会員「戦略計画委員会、今期もよろしくお願いします。」
白井会長「第2回例会、御出席ありがとうございます。少しコロナが

増えてきてますので注意して下くださいね。それでは来週
客話、池田豊人氏宜しくお願いします。」

田中会員「今年度も、青少年奉仕・ローターアクト委員会へのご協力
を、よろしくお願いいたします。」

計￥14,000　　合計￥52,000

会員掲示板
●メークアップ／2名●ビジター／1名

ロータリーソング
「我等の生業」
ソングリーダー「中村(耕)会員」

2022-23年度 7月20日　第3回
日時／令和4年7月20日（水）12:30〜
場所／JRホテルクレメント高松

　　　　　　　　・	コロナ患者が、急激に増えている【BA5】
感染対策を各会員しっかりとして予防して
ください。

・4回目ワクチン接種、換気、密にならない、
　手洗い、うがい、睡眠をしっかりとる。今

が、正念場です。まもなく、治療薬が出ると思います。【塩
野義製薬】
・歴代会長リレースピーチ　今回は、三宅Drにお願い致しま
した。大変いい話ありがとうございました。猫の髭しっかり
伝授いたします。
・第一回向井会員、第二回渡辺会員、卓話をありがとうござい

ました。
・四つのテストの意味、会長使命の秘話をありがとうございました。
・米山奨学委員会寄付、【渡辺会員、小野会員、松木会員、谷
本幹事、私】

・ロータリー財団委員会寄付、【松木会員、
谷本幹事、熊田会員、豊田会員、私】早々
にありがとうございます。

・皆様に、お願い致します、早めに寄付金ご
協力をお願い申し上げます。

・来週は、夜間例会です。第4回クラブ協議
会【18時30分】開会

・槙塚正福ガバナー補佐様【高松東RC】清
水晃様随行【高松東RC】来訪です。

・池田豊人様、奥様来訪にて客話ご清聴あり
がとうございました。地元の発展、安心、
安全をお祈りいたします。

「今こそ田園都市国家構想の実現」
１．香川県に戻って3ヶ月。
２．	上昇局面を迎えている。（番の州、高松港コンテナなど）
３．	産業の立地条件は良い。災害が少ない、電力安定、船便など
４．観光資源豊富
５．今後、経済活性のために、活発な人流が急がれる。

今年度の新会長 白井勝彦君に期待をして一言エールを送り
たい。新会長と私のご縁は、新会長が高松南ロータリーへ入会
してからである。私は平成13年、白井会長は平成15年入会。共
に医療関係の道にありながら、ご縁があまりなかった。ロータ
リーの会が私達のつながりを作ってくれた。
私は、医療という世界では長く生きてきたが、ロータリー入

会は比較的遅く、60歳を過ぎて入会した。私の義兄 大林幸は
本当にロータリーが好きで熱心であったが…。
高松南ロータリーに入会し、高年齢の為か比較的早く会長へ

とのお話をいただき、南ロータリーの事がわからないまま会長
になってしまった。その時に、大変お世話になり指導してくだ
さったのが白井幹事長でした。私の周囲の皆さんは、その時か
ら彼の行動力、人をひっぱっていく指導力、心配りを知ってい
たようです。本当に彼に、おんぶに抱っこでロータリーの会長
職を務めさせていただきました。今回、彼が新しい高松南の会
長さんに選ばれた事、私の最後のお礼として会長さんを支えた
いと思っています。
全国的に、ロータリーの会員数が減少している今日。私達

が、高松南ロータリーに入会した時の会員数（72人）以上の会
員増強を目指し、楽しいロータリーの会にしたいと思います。
今後の会長の手腕に期待して、ロータリーを楽しい親睦と奉仕
の会にしたいと思います。
新会長に期待を込めて、フレーフレー白井！！
まずい話ですみませんが、皆さんの力を新会長に貸してやっ

ていただきたいと思います。

二 コ 二 コ 箱

谷東会員「入会により」
白井会長「本日、池田様、奥様、高松南RC例会に来ていただき又、

客話をしていただきありがとうございました。大変勉強に
なりました。今後共宜しくお願いします。」

マスウド・ソバハ二会員「池田さん、ありがとうございます。私の名
前は、おそばとはちみつのソバハ二です。」

会長挨拶 会　長　白井　克彦

客　話 元・国土交通省元道路局長　池田とよひと様

歴代会長リレースピーチ 三宅　弘会員（2009 〜 2010）

例　会
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2022年8月　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

5 3 12:30〜 JRホテルクレメント高松 卓話「新会員卓話/自己紹介」
 山門　康一 会員（三井住友信託銀行 高松支店 支店長）

6 10 12:30〜 JRホテルクレメント高松 八田　光ガバナー公式訪問

7 17 12:30〜 JRホテルクレメント高松
客話「瀬戸内の魅力に魅せられて」
 香川デジタル・ファクトリー事業協同組合　二ノ宮博之様

13:30~ 定例理事役員会

8 24 18:30〜 栗林公園 夏期家族親睦会（夜間例会）

9 31 12:30〜 JRホテルクレメント高松 卓話「会員増強について」
 会員増強・職業分類委員会

2022年9月　基本的教育と識字率向上月間／ロータリーの友月間
No. 日 時間 場所 例会プログラムおよびその他

10 7 12:30〜 JRホテルクレメント高松 客話「コロナ禍における対応と今後の取り組みについて」
 香川県立高松養護学校　理学療法士　谷川　裕明様

ありがたい教えによ
れば、「何事も無くて感
謝は生まれない。苦労

があっても良しとしよう」「何事が無くて成長はできな
い。不安があっても良しとしよう」「何事が無くて愛情
は育たない。喧嘩があっても良しとしよう」「何事が無
くて平和は訪れない。不自由があるから自由を求める」
「全てに無駄は無いが必要はある」とあります。
よく見渡してみると、後世に伝えられている偉人の中
で、一攫千金で成功した人はいませんし皆コツコツと努
力を積み重ねた人達です。有名な言葉に「努力して結果
が出ると、自信になる」「努力せず結果が出ると、おご
りになる」「努力せず結果も出ないと、後悔が残る」「努
力して結果が出ないとしても、経験が残る」とあります
が、「努力は必ず報われる」とは限りません、でも識者
は、「本気の努力を続けていれば報われる時もある」と
いい、淡々と努力をし続け、報われない現状にも耐え、
あるいは柔軟に困難と立ち向かっていけば、過去の偉人

達のように、何時か花開く時がやってくると思います。
また一方、努力をして結果が出なくても、経験が残る

といいます。経験は心を育て、次の生き方の糧となりま
す。そう思うと何事にも挑戦する勇気が湧きませんか。
そこにロータリー活動の醍醐味をみいだせませんか。
もう片方の頭に、人は十人十色とわかっていても、心

はその違いを認められず受け入れられず迷うことが多々
あります。他人を観るときには、自分の「ものさし」で
相手を計っては、批判して混乱に陥てしまいます。ま
た、自分を観るときには、他人の「ものさし」で自分を
計っては、落胆し自己嫌悪に嵌まり込んでしまいます。
人は各々スタートもゴールも違うはず。違いを喜べる心
を育てたい。そこにもロータリアンのこころの広さを感
得したいものです。
そんな魅力、息吹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、コロナに負
けず、引き続き毎週開催できますように。	 （編集子）

編集後記

8月の誕生者
〜おめでとうございます〜

岡林　正文（2日）、松木　リカ（9日）、篠田日出海（17日）、宮城直樹（22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

6月出席率 ₆月累計 290 57 33 191 56 19 210 78.96 ％

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　藤田徳子　増尾茂之　楠木泰二朗　山地真人
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

例　会
三宅会員「会長のファイトあるカツヤクに対して」
池田様「今日は御清聴ありがとうございました。皆様との御縁を大切

にしてまいります。」
計￥29,000　　合計￥81,000

会員掲示板
●メークアップ／4名

ロータリーソング
「奉仕の理想」
ソングリーダー「宮本会員」


