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2022-23年度 7月27日　第4回
日時／令和4年7月27日（水）18:30〜
場所／JRホテルクレメント高松

　　　　　　　・�第4回クラブ協議会　5大奉仕委員長による活
動計画を発表「米山奨学委員会・ロータリー
財団委員会」にも発表いただきました。
・�槙塚　正福ガバナー補佐公式訪問【夜間例会】
・歴代会長リレースピーチは、マスウド　ソバ

ハニ会員にお願い致しました。【おかげさまで】
・今回も、米山奨学、ロータリー財団、太田PSG岡かずや会員、
岡隆夫会員、多田会員ありがとうございました。感謝です。
・高松南ロータリークラブのみんなを愛してますよ。
①アイラブユー　英語　②ウオアイニー　中国語
③サランヘヨ　韓国語　④イッヒリーベディヒ　ドイツ語
⑤ティ・アーモ　イタリア語　⑥ジュテーム　フランス語
⑦テ・キェロ　テ・アーモ　スペイン語
⑧セニセヴィヨルム　トルコ語
⑨ヤーティビァーリュブリユー　ロシア語　
⑩マルールキタ　タガログ語　⑪アンイウエム　ベトナム語　
⑫ウヒッブキ　アラビア語　⑬ポムラクン　タイ語　
⑭メインタンヘムピヤカルタフーン　ヒンディー語
⑮サヤメチンタム　インドネシア語　
⑯ヨーエルスカディ　スウェーデン語
⑰イクホウファンェ　オランダ語　
⑱ドウステッダラム　ペルシャ語
⑲エウチアーモ　ポルトガル語　
⑳メーントウムセピャールカルタフーン　ウルドゥー語
㉑ニナクペンダ　スワヒリ語　
㉒ビーチヤムドハイルタイ　モンゴル語
㉓アロハヌイ　マオリー語　㉔ミクヴフンハール　グルジア語　
㉕サガポー　ギリシャ語　㉖ラトビア語～ブルンジ語
までの54ヵ国世界の愛してるがあります。
・世界の言葉『愛してる』54か国の発音・読み方で検索できま
すよ。
・知っている言葉もあったのではないでしょうか？同じ国の中
でも言葉が違ったり、宗教や男性/女性で言葉が違ったりす
る国もあります。美しい言葉です、使う時に注意が必要かも

しれませんね。
・イマジンロータリーを実践し、その楽しみ愛をみんなのために

私は、2013～2014年度に第57代会長をしました。その時の幹
事は、今城広治会員でした。わたしは、下記の大きな3つの事
をしました。
①全国のロータリークラブに我がクラブでのメイクアップの呼
び掛けをe-mailでおこなったところ、それに答えて、10クラ
ブから返信のメールが来ました。また、メイクアップに来た
ゲストロータリアンは、約20名でありました。

②各国の駐日大使館に我がクラブでの客話を依頼するイーメー
ルを送ったところ、7ヶ国の大使が私たちのクラブを訪れて
客話をしました。

③第2610地区富山南RCおよび第2640地区田辺はまゆうRCの２
つのクラブと友好クラブ協定を締結しました。
例会の時に、突然スピーチをするように指名されて時間が無

かったので、私のロータリーに関する思いを次に記します。
－私の愛する、最も大切なロタンリアンの皆様、
ご存じのように、私はこの35年間、高松南ロータリークラブ

の会員であり、クラブの会長をはじめ、多くの役職でクラブに
奉仕してきました。
成長を続けるロータリーの活動に参加できたことは、私の名

誉であり、光栄に思います。私たちの素晴らしい功績と実績～
地域社会や都市、県、国だけでなく、その上、世界の舞台でも
～を目にすることができたことは光栄でした。
ロータリアンに選ばれるということは、奉仕する特別な力を

吹き込まれるようなものです。私たちの深い家族の絆から、強
力な奉仕の精神が生じます。実際、この結束の力が私たちのク
ラブと周辺地域に最も大きな影響を与えていること、そしてそ
れが人類の幸福のために有意義な奉仕を数多く行うという私た
ちの高まる献身と密接に結びついていることを、私たちは認識
しつつあります。さらに、これらの目標を達成するために、私
たちは物質的や精神的な両方に犠牲的な行動を課されています。
この地域社会で外国人として過ごしてきた過去35年間、私は

多くの課題に直面してきました。その中には意図的なものもあ
れば、意図的でないものもありました。でも、これらは自分が
克服しなければならない試練だと早くから気づき、「金を製錬
する時は1,000℃以上の中に入れなければならない」という母
の言葉にいつも励まされていました。ですから、自己のエゴや
利己主義から自身を取り除きたい時には、私たちも難しい試練
の熱に耐え忍ばねばなりません。30前に、私が初めて高松南
ロータリークラブに来た時、美しい歌声が私の耳に入ったのを
よく覚えていますし、その歌詞は人類に奉仕するという私の夢
の中で、今日でも私を力づけてくれます。
私たちがこのような試練を克服し、私たちの家族や私たちの

仕事、さらには私たちの仲間であるロータリアンによって日々
与えられるあらゆる日常の困難が取り除かれるのであれば、私
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たちは、時には現れるかもしれない非友好的な負のエネルギー
が、私たちを孤立させたり、分裂させたりしないように、強く
揺るぎないものであり続けなければならない。確かに、そのよ
うな試練や困難があっても、私たちは先祖や私たちに奉仕や導
きをしてくれた国際ロータリーの創業者たちから与えられた高
潔な生活を送らなければなりません。
このようなユニークで素晴らしい美徳を備えたロータリアン
を、私たちの中に数多く挙げることができます。しかし、私の
考えでは、精神的に誠実で純粋なロータリアンの真の人物例
は、謙虚さ、優しさ、寛大さなどの美徳を何度も示し、私たち
の地域社会とクラブに絶え間なく奉仕してきた堀先生(会員)で
す。彼は不平も言わず、私たちを地域社会や全人類家族と団結
させようと常に努力しています。彼はまさに世界市民です。そ
して、信じてください、私は何年もの間ではないにしても、私
たちの間でこの純粋な魂を説明し続けることができました。こ
れらの理由から、私は堀先生を私たち全員が見習うべき手本と
して強くお薦めします。
世界を動かすのは若者の力です。しかし、日本中の他のすべ
ての地域と同様に、私たちのクラブも輝かしい60周年を迎える
老練なクラブになりつつあります。したがって、新しい若いメ
ンバーと新しい血によって、新しいエネルギーが私たちのクラ
ブを他のすべての星よりも輝かしい星のように輝かせることを
願っています－そしてそれが私たちの目標であるべきです。
Successive President Relay Speach in Rotary Club
MASOUD SOBHANI （2013-2014）

I�served�as�the�57th�president�in�2013-2014.�The�secretary�
during�my�term�was�Mr.�Koji�Imajo.�
My�three�major�accomplishments�were�as�follows.

1:�We�sent�an�email� to�all�Rotary�clubs�across� the�country�
to�visit� our� club� and�make�up� for�missed�meetings.� In�
response,�we� received�e-mails� from�10� clubs.�About� 20�
Rotarians�came�to�make-up.

2:�We�sent�an�email�to�all�embassies�in�Japan�and�invited�the�
ambassadors�to�give�guest� talks�at�our�club.�As�a�result,�
ambassadors� from�seven�countries�visited� our� club�and�
gave�talks.

3:�Our�club�signed�friendship�club�agreements�with�two�clubs,�
District�2610�Toyama�South�RC�and�District�2640�Tanabe�
Hamayu�RC.
Since� I�was� suddenly� called� to�make� a� speech� at� the�

regular�meeting�and�I�didn't�have�time,�I�will�now�write�my�
thoughts�about�Rotary�and�share�them�with�all�of�you.
--�My�dearest�and�most�precious�fellow�Rotarians,
As�you�know,�I�have�been�a�member�of�the�Takamatsu�

South�Rotary�Club� for� the�past�35�years�and�I�have�served�
the�club� in�many�capacities,� including�as�Club�President.� It�
has�been�my�honor� to�be�a�part� of� the�growing�activities�
of� Rotary,� and� it� has� been� a� privilege�witnessing� our�
wonderful�deeds�and�accomplishments�-�not�only�in�our�local�
communities,�cities,�prefecture,�and�country,�but�on�the�world�
stage�as�well.
When�we�become�Rotarians�we�are�infused�with�a�special�

power� to� serve� our� families,� our� local� communities� and,�
through�these,� the�whole�of�mankind.�We�receive� this�most�
powerful�spirit�of�service� from�the�deep�bonds�of� friendship�
and� cooperation� that� tie� each�new� individual�member� to�

other�members�of�our�Club.� Indeed,� this�power�of�unity�has�
a�most�profound�effect�on�our�Club�and�on�the�surrounding�
community,� and� that� it� is� closely� tied�with� our� rising�
commitment�to�perform�numerous�acts�of�meaningful�service�
for�the�well-being�of�humanity.�Furthermore,�to�achieve�these�
goals,�we�are�charged�with�the�task�of�sacrificial�giving,�both�
materially�and�spiritually.
During� the� past� 35� years� as� a� foreigner� in� this�

community,� I� have� encountered� numerous� challenges� –�
some�of�which�were� intentional� and� others�unintentional.�
Nevertheless,� from�early�on�I�realized�that�these�were�tests�
that� I�had� to� overcome,� and� I�was�always�encouraged�by�
my�mother’s�wise�words�that�“when�you�want�to�purify�gold�
you�must�put� it� in�a�fire�of�over�1000°C”.�So�then,�when�we�
want� to�purify�ourselves� from�the�ego�of� self,� then�we� too�
must�suffer� the�heat�of�difficult� tests.� I� remember�well�her�
melodious�voice�singing�those�words� in�my�ear�when�I�first�
came�to�the�Takamatsu�South�Rotary�Club�30�years�ago,�and�
her�words�still�keep�me�strong,�even�today,� in�my�dream�of�
serving�mankind.
If�we�are�going�to�pass�such�tests�and�be�purified�from�

all� the�daily�difficulties� that�we�are�given�each�day�by�our�
families,� our�businesses�and�even�by�our� fellow�Rotarians,�
we�must� stay� strong�and�steadfast� so� that�any�unfriendly�
negative�energy,�which�may�from�time�to�time�manifest�itself,�
will�fail�to�separate�and�disunite�us.�Indeed,�despite�such�tests�
and�difficulties,�we�must� live�a�virtuous� life� that�has�been�
prescribed�to�us�by�our�ancestors,�as�well�as�by�the�founders�
of�Rotary�International�who�came�to�serve�and�guide�us.
There�are�many�Rotarians�in�our�midst�who�have�unique�

and�wonderful�virtues.�Among� these,� a� true�example� of� a�
spiritually�sincere�and�pure�Rotarian�is�Dr.�Hori�who�has�time�
and�again�demonstrated�virtues�such�as�humility,�kindness,�
and�generosity,� and�who�has�been�serving�our�community�
and�our�Club�for�many�years,�without�ever�complaining,�while�
always� striving� to�unite�us�with�our�communities�and� the�
entire�human� family.�He� is� truly�a�world�citizen.� If�you�are�
looking� for�a�Rotarian� to�emulate,� I�highly�recommend�our�
own�Dr.�Hori�as�a�role�model�for�all�of�us�to�emulate.
It�is�the�power�of�youth�that�makes�the�world�go�around.�

But,� as� in�all� other�communities�around�Japan,� our�club� is�
also�becoming�an�aged�club�celebrating� its�glorious�60�year�
anniversary.�Therefore,�I�hope�that�with�new�young�members�
and�new�blood,�a�new�energy�will�make�our�Club�shine� like�
a�brilliant�Star�above�all�other�stars�-�and�that�should�be�our�
goal.

例　会
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二 コ 二 コ 箱
白井会長「本日は槙塚ガバナー補佐随行清水様高松南RCの公式訪問

例会出席ありがとうございます。第4回クラブ協議会5大
奉仕委員長活動方針の発表ご苦労様です。ありがとうござ
いました。」

槙塚まさとみ様、清水あきら様「ガバナー補佐様から超超多額に頂き
ました」

前田会員「白井会長がんばってください」
ソバハニ会員「槙塚ガバナー補佐、清水様 Welcome To 高松南RC.八

田ガバナーと一緒に私の庵治の家でBBQしましょう」
田中（理）会員「母校の高松商業が夏の甲子園の出場を決めました。活

躍を期待したいと思います」
計￥25,000　　合計￥106,000

会員掲示板
●メークアップ／15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「平井会員」

2022-23年度 8月3日　第5回
日時／令和4年8月3日（水）12:30〜
場所／JRホテルクレメント高松

　　　　　　　高松南ロータリークラブ8月度
・�8月は、会員増強・新クラブ結成推進月間！
毎週水曜日に、新メンバーが入会してきます
名刺交換よろしくお願いします。皆さん暖か
くお迎えくださいね。

・会員増強については、会員皆様に紹介していただけるように
実践します。
・メイクアップ！　他クラブへ同行する。【入会3年未満、現
在、メイクアップ！してない会員】高松RC　8/4〔木曜日〕　
高松北RC　8/8〔月曜日〕　高松東RC　8/16〔火曜日〕　高
松西RC　8/26〔金曜日〕　5人位で訪問しようと思う。是非
実践しましょう。
・歴代会長リレースピーチ　詫間会員宜しくお願いします。
高松南ロータリークラブ第5回例会
・コロナ患者、【BA5】　月曜日1365人、30日、陽性異計、
70234人　重症者はいないが、過去最多を更新し、千人を超
えるのは6日連続。軽症患者『無症状』が、多いが【感染患
者が爆発的に増えれば、高齢者や基礎疾患のある人らが重症
化したり亡くなったりするケースも増えてくる】と警戒・3
密の回避・手洗いや消毒の徹底・エアコン使用時も換気を行
う・熱中症予防に留意しながら不繊布マスクを着用する。な
どを改めてご連絡させて頂きます。30日現在、医療の頻拍度
を示す病床使用率38.7％重症者用の病床使用率は、6.7％で、
いずれも前日と同じ。31日705人
・高松商業優勝、おめでとうございます！3大会連続22度目
・全国制覇目指して頑張れ！浅野翔吾君通算64号清原に並ぶ　
凄い！
・実に24年ぶりとなる四国4県と【和歌山県】「セーリング」を
舞台に全国高校総合体育大会「インターハイ」が7月23日開
幕～8月23日までに行われる。
・四国総体2022　7月26日～8月15日香川会場は閉会　8月23日
閉会です。
COVID19　治療薬　−COVID19　治療薬の現状と今後−

コロナ治療薬まとめ
・昨年冬や春先までオミクロン株の感染が拡大しておりまし
た、軽症者は自宅療養や宿泊療養となりますが、肺炎があっ
たり酸素を吸わないといけなかったりする中等症以上になる
と、入院が必要になります。

・現在どの様な薬剤が承認されたがご存じでしょうか？
多くの薬剤が増えたため、コロナ治療薬についてお話します。

・新型コロナ治療薬には、
・①ウイルスが増えるのを抑える抗ウイルス薬
・②ウイルスの侵入を防ぐ抗体薬
・③ウイルスによる炎症を抑える抗炎症薬、の3種類があります。

・無症状感染者や濃厚接触者へ抗体カクテル療法を使って発
症を予防する方法があったのですが、いわゆる抗体カクテ
ル療法である抗体薬カシリビマブ/イムデビマブ（商品名ロ
ナプリーブ）はオミクロン株に効果がないことが分かりま
した。

軽症〜中等症Iの治療に加わった抗ウイルス薬
・現在、軽症～中等症には、抗体薬であるソトロビマブ（商品
名ゼビュディ）がよく用いられています。ワクチン接種歴や
新型コロナ罹患歴に関係なく投与可能です。1回の投与で済
むため、外来や入院待機ステーションで投与しやすいです。

・経口抗ウイルス薬のモルヌピラビル（商品名ラゲブリオ）
は、大きなカプセルを1日に8個も服用しなければならず、高
齢者にとってはなかなかしんどい治療になります。
生殖毒性があり、若い患者さんでは男女ともに性交渉をしば
らく控えたり避妊をおこなう必要があります。ただ、院外薬
局でも配布できることから、重症化リスクが高い自宅療養者
にとってはよい治療選択肢となります。

・最近、これまで中等症以上に用いていた点滴の抗ウイルス薬
レムデシビル（商品名ベクルリー）が軽症例に3日間用いる
ことが有効と分かりました。

・厚労省の指針においても、保険適用外ながらも軽症に用いる
ことが推奨されています。

日本製の治療薬は？
・簡単ではありますが、コロナの症状別の治療薬についてお話
ししましたが、これら全ては海外製の治療薬です。
では日本製の治療薬はとゆうと……
現在、国内では塩野義製薬のみがコロナの治療薬を開発中
年内中には発売を見込んでいるようです。

・治療薬　ゾコーバ
・新型コロナウイルスは感染すると細胞内に侵入し、ウイルス
そのもののRNAをコピーして増えていきますが、新たな薬で

会長挨拶 会　長　白井　克彦
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はコピーの準備段階で働く酵素を機能しなくすることでウイ
ルスの増殖を抑えます。アメリカの製薬大手、ファイザーが
開発した飲み薬「パキロビッドパック」と同様の仕組みです。
・現在、承認審議中、早くとも7月に可否が判断される模様。
・注射や治療薬を海外勢にシェアを奪われる中で、国内初のコ
ロナ治療薬になるか今後の動向に注目です。
・第7波に備えて、塩野義製薬の治療薬が我々の生活に普及さ
れるかは不透明ですが、海外ではマスクの着用もなくなり普
段通りの生活が戻っています。それはコロナに対する治療薬
があるからです。今後塩野義製薬の薬が救世主になるかは分
かりませんが、早くマスクのない日常が来ることを願います
・暑い日が続きます、熱中症にならないように、無理のないマ
スクの着用・手洗いうがいは継続して、日々の生活を送って
いきましょう。

20数年前に、「四つのテスト」について向井さんの卓話が有
り、心に残りました。
2.”Is� it�fair�to�all�concerned”関係するみんなに公正かを社内

に採用実践しました。
関係する人にフェアであれということです。
定年退職する社員も「当社事業に大いに関係する人」であ
り、FAIRに遇すべきと考え、定年後も給与を下げず、無期限
継続雇用としました。その後の人も同様にしています。
　その結果か、中途退社が激減し、社員の雇用が安定しまし
た。

二 コ 二 コ 箱

松本会員「誕生日プレゼントありがとうございます。」
篠田会員「結婚記念日のお花ありがとうございました。誕生は、74

才になりました。暴走老人ですがよろしくお願いします。」
岡（隆）会員「明日朝は少し早めに佳きことを。おそうじ、おそう

じ、きれい、きれい！！」
岡林会員「誕生日プレゼントありがとうございます。古希を迎えまし

た。元気です！」
詫間会員「5分間スピーチ、御清聴有難うございました。」
白井会長「本日も、多くの会員様、例会出席ありがとうございます。

来週は、八田ガバナー公式訪問です。コロナが多く出てま
すが、予防対策してぜひ出席お願いします。」

谷本幹事「イマジンロータリー8月もよろしくお願い致します。」
計￥28,000　　合計￥134,000

会員掲示板
●メークアップ／11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
八田ガバナー公式訪問例会
8月10日　第6回

日時／令和4年8月10日（水）12:30〜
場所／JRホテルクレメント高松

　　　　　　　・�8月10日【水曜日】　国際ロータリー2670地区　
八田　光ガバナー公式訪問例会　随行、槙塚
ガバナー補佐、橋本高松北ロータリー会長、
赤松昭信さん、葛西　慎二随行
・ロータリー財団　寄付金　150＄に目標

・歴代会長リレースピーチ　豊田PDG会員
・会員増強については、会員皆様に紹介していただけるように

実践します。
・メイクアップ！他クラブへ同行する。【入会3年未満、現在、
メイクアップ！してない会員】　高松RC　8/4〔木曜日〕　ソ
バハニ会員、宮城会員、山田会員、谷東会員、白井会長、5
名にてメイクアップ！高松北RC【月曜日】　住田副幹事、吉
田直由会員、松木会員、白井会長、4名にてメイクアップ！　
高松西RC　8/26〔金曜日〕　5人位で訪問しようと計画して
いる。　是非実践しましょう。

・歴代会長リレースピーチ　次回8/17　今城SAA会員　8/24　
中村秀明会員、篠田会員　8月度最終例会8/31は、吉田茂会
員にお願い致します。

・理事会にて、8月24日予定の、夏季家族会延期にしました。
・月度は、会員増強・新クラブ結成推進月間です。【7月は、3
名新会員】入会され2名入れ替わりました。大西、宮城、谷
東会員紹介する。7月末現在、58名です。2022－2023会員数
は57名です。平均年齢61.4歳。現在1名増です。8月末には4
名増「1名女性会員です」62名になります。継続して新会員
目標72名を目指してますが…現在5名は、交渉中です。とに
かく明るく、楽しく、自分らしく、新しい会員を高松南ロー
タリークラブに入会できる様に頑張ります。

・又、新クラブ結成推進も学びながら【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】グッドラック！

　　　　　　　・�ロータリアンは単に寄付をするだけではな
く、自身が身体をつかうことも大切です。そ
して、現地へ行って必要なモノを調達する。
そして『一緒に事業をしよう！』が重要です。

・R財団への寄付は一人$100から$150が目安と
なりつつあります。ただ、額（エクイティ）はあくまでも目
安ですので、多様性を尊重します。

・CLPの導入へ　CLPの目的はクラブの長期的な発展・活性化
です。クラブ自体を魅力ある、生き生きとしたクラブへ変え
ていく努力が必要です。

　　　　　　　　ようこそ、我がクラブに公式訪問、まことに
ありがとうございます。
八田ガバナーの紹介「ロータリーの友」よ

り。ガバナーの横顔。八田ガバナ―は、高松北
ロータリークラブ、初めてのガバナーです。

モットーは、フェアプレイ精神
で「明るく楽しく温かく」。運
動大好き、スポーツ万能。ガバ
ナーは、的確な判断も行動力が
あり、チャレンジ精神旺盛な方
であるべきで、八田ガバナーは
ぴったり。好きな歌が私の大好

歴代会長リレースピーチ 　詫間　行芳会員（2011-2012）

会長挨拶 会　長　白井　克彦

ガバナースピーチ 2022-23 年度国際ロータリー第 2670 地区ガバナー　八田　光

歴代会長リレースピーチ 　豊田　章二 PDG（1996-1997）
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例　会
きな歌と同じであった。伝説のトランペッター「レッド・ニ
コルス」と、ダニーケイが演じた「５つの銅貨」。私は、幼い
頃、何度もこの映画を観ました。ルイ・アームストロングとの
共演が今でも思い浮かべられます。
今日は、ご訪問ありがとうございました。

二 コ 二 コ 箱
合田会員「大変ご無沙汰しております。遅くなり申し訳ございません

でしたが、結婚祝いと誕生日祝いを有難うございました。
この数か月、引っ越しにコロナ感染に交通事故と色々有り
ましたが元気です。」

国際ロータリー第2670地区2022－23年度ガバナー事務所様 
「よろしくお願いいたします。」

白井会長「本日、八田ガバナー公式訪問ありがとうございます。ま
た、槙塚ガバナー補佐、橋本会長随行の赤松様、葛西様よ
うこそ高松南RCに来ていただきありがとうございます。
変化をもたらす人になります。」

豊田PDG「ガバナーようこそ歓迎いたします。」
ソバハニ会員「八田光ガバナーWelcome to 高松南RC.すばらしいス

ピーチをありがとうございました。庵治の私の家に遊びに
来て下さい。おかでさまで。」

計￥24,000　　合計￥158,000

会員掲示板
●メークアップ／23名

ロータリーソング「我等の生業」
ソングリーダー「平井会員」

8月14日　第１回RC交流ゴルフコンペ

2022-23年度 8月17日　第7回
日時／令和4年8月17日（水）12:30〜
場所／JRホテルクレメント高松

　　　　　　　・�ロータリー財団�寄付金150$に目標UPになる
でしょう。
・�歴代会長リレースピーチ�次週は、中村会
員、篠田会員、2名です。　　　
・�会員増強については、会員皆様に紹介してい
ただけるように実践します。

・メイクアップ！他クラブへ同行する。【入会3年未満、現在、
メイクアップ！してない会員】　高松西RC�金岡会員、田中

会員、予定しております。
・歴代会長リレースピーチ�8月度最終例会8/31は、吉田茂会員
にお願い致します。

・高松北RC　ゴルフコンペ親睦大会開催　8月14日【鮎滝カン
トリークラブ】にて　成績表、集合写真、幹事よりお願い致
します。

　　　　　　　　会長リレー挨拶として、私が考えるロータ
リークラブとロータリアンとは何かを述べます。
皆さんは、香川を代表する企業のオーナーで

あったり、会社の中でも重要な役職についてい
る方々です。私も小さいですが歯科医院を経営

しており、県や市の歯科医師会に在籍しています。飲み会もあ
りますし、ゴルフ、旅行に一緒に行く歯科医師の友人もいます。
ロータリークラブは、普段会えないような人との出会いの場

であり、1週間に一度自分をリセットする場だと思っています。
高松南ロータリークラブに入会し、歯科医師の私では、知り合
う事のないたくさんの職種の方々と知り合うことができまし
た。また、友好クラブや、クラブのメンバーの友人など、私の
人生をさらに豊かにしてくれる出会いがたくさんありました。
皆さん、以下の人がいるか想像してみてください。尊敬でき

る人、心許せる友人、ライバル、かわいい後輩、とにかく一緒
にいて楽しい人、ゴルフなどの趣味仲間。頭の中に高松南のメ
ンバーが浮かんだならば、立派なロータリアンだと思います。
そして同じ時間の中で、こんな私のくだらない話を一生懸命聞
いてくださった皆さんは、さらに高尚なロータリアンです。
結論として、私が考えるロータリークラブとは、新しい友人

を見つけ人生を豊かにする場です。一週間に一度自分自身をリ
セットしながら、1年間白井年度のSAAとしてこの様な場所を
提供していきます。どうかよろしくお願いします。

二 コ 二 コ 箱

板坂会員「お久しぶりです。私、禁煙に成功いたしました。」
白井会長「本日も多数の例会出席ありがとうございます。まだまだ暑

い日が続きますが、自己管理してコロナBA5、熱中症対策
して乗り越えていきましょう。板坂会員お久しぶりです。」

ソバハニ会員「金岡さん　Welcome to our Rotary club.二宮さん　
Thank you very much.」

宮城会員「素敵な誕生日プレゼント、ありがとうございました。」
松木会員「金岡さん　まこちゃんをよろしくお願いします。」

計￥18,000　　合計￥176,000

会員掲示板
●ビジター／３名

ロータリーソング「奉仕の理想」
ソングリーダー「中村(耕)会員」

会長挨拶 会　長　白井　克彦

歴代会長リレースピーチ 　今城　広治会員（2020-2021）
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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

11 14 12:30〜 JRホテルクレメント高松 客話「最近の若いものは……」
香川大学元学長　長尾　省吾様

12 21
12:30〜

JRホテルクレメント高松
客話「クラブ研修リーダーの思い」

クラブ研修リーダー　吉田　茂会員

13:30〜 定例理事役員会

13 28 12:30〜 JRホテルクレメント高松 卓話「ロータリーの友について」
会報・広報・雑誌委員会

2022年10月　経済と地域社会の発展月間／米山月間
No. 日 時間 場所 例会プログラムおよびその他

14 5 12:30〜 JRホテルクレメント高松 客話or卓話

人とひととのつなが
り、縁（ゑん）に対する

感謝と畏敬の気持ちをロータリアンは持ち続けたいと
思います。ひとと人とのつながりをよく化学の分子構造
式と対比します。４つの手を持つ炭素Ｃに２つの手を
持つ酸素Ｏがズラズラとつながる、あるいは芳香族置換
基パターンで水素以外の置換基の相対的な位置を示すの
に、お隣どうしを『オルト』、一つ間を開けたお隣同士
を『メタ』、二つ間を開けたお隣同士を『パラ』と呼ぶ
と教わりました。その位置関係によって全く異なる化学
物質が生まれてきます。私たちロータリアンもつながる
縁を大切に、良い位置関係が保てる「きばる」という分
子結合が必要になってきます。「きばる」を関西の商家
風に言うと「おきばりやす」そのもとは激励の言葉で、

「気を張る」こと。気持ちに張りをもって注意深く物事
に取り組むことを促す。言葉を発する時のニュアンス
で、励ましやいたわり、ねぎらいなど、さまざまに解釈
することができる。「心」と「和」を大切に「おきばり
やす」と聞こえてきます。「おきばりやす」の言葉に込
められた思いを、みんながよく汲み取って、それぞれの
持ち場で励む。おごることなく、今、何をするべきか考
えて、精一杯、きばる心構え。心は気の持ちよう、和は
人とのつながりのありよう。心と和を大切に、先人から
の歴史をまもり、志を高くもった奉仕の活動の中に入れ
込んだ、そんな魅力、息吹そして情熱を併せ持つこころ
がいっぱい詰まったロータリアンの集いが、免疫力を高
めてコロナに負けず、引き続き毎週開催できますよう
に。� （編集子）

編集後記

9月の誕生者
〜おめでとうございます〜

山地　真人（2日）、木田　一彦（7日）、秋山　剛志、松本　周平（13日）、
田村　禎啓（16日）、中村　耕太郎（17日）、林　幸稔（19日）、
熊田　浩（30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

7月出席率 7月累計 230 36 34 148 68 32 180 80.25 ％
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