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2022-23年度 8月24日　第8回
日時／令和4年8月24日（水）12:30〜
場所／JRホテルクレメント高松

・8月24日【水曜日】歴代会長リレースピーチ　中村秀明会
員、篠田会員

・ロータリー財団奨学生　三野　絵里佳様　奨学金贈呈いたし
ました。

・奨学金10000$（136万円）ロータリー財団地区補助金事業
・歴代会長リレースピーチ　8/31【水曜日】次週は、吉田　茂

会員です。
・田中　秀樹新会員紹介　　　
・次週、会員増強委員会については、会員皆様に紹介していた

だけるように実践してください。
・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RC26日【金曜日】金
岡会員、田中会員、住田副幹事、秋山会員の5名で予定して
おります。

・高松北RCと合同親睦ゴルフコンペ開催　8月28日【鮎滝カン
トリークラブ】第2回戦です。今回も練習の成果を出す様に
頑張れ南ロータリー！

・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！

　　　　　　　　　私と社交ダンスについて
私の趣味について話します。5年程前に

ゴルフからシフトしました。私の生活リ
ズムの中で、「部活」の位置づけです。週
3~5回レッスンに通っています。

何故そんなに情熱を傾けて取り組んでい
るかというと、話は50年前に遡ります。

大学1年の時、中学でブラスバンドのトランペットを吹いて
いたこともあり、ジャズバンドのクラブに入部しました。当
時、赤坂プリンスホテルで開催されたダンスパーティのバンド
演奏に出る先輩の楽器持ちで、パーティに行ったのが切っ掛け
です。転部してダンス部に入部しました。ここから、しばらく
の間、部活にダンスパーティにと楽しいキャンパスライフが続

きました。ダンスパーティ全盛期でした。ダンスの出来る所
は、男女の交流で賑う場でありました。

そんな中、突然私に大きな転機が訪れました。父の急死、今
でいう事業承継問題で、当事者である後継者は、大学3年生と
いう状態…。

私は大きくチェンジしました。ダンスを断念。ここから、私
の会計プロフェッションへの猛ダッシュが始まったのです。
今、公認会計士、税理士として、ロータリアンである私は、こ
の大転機なくしては存在していません。

私の中では、50年の歳月を経て、あの時の自分の続きを、老
人になる前に再び…、そう思って、再開したのが、5年前です。

ダンスに話を戻し、社交ダンスの歴史（世界・日本）やダン
スのいろいろなメリットについて話します。
⑴　歴史

ルーツはヨーロッパの民衆の踊りで、12世紀頃より王侯貴族
たちを魅了し、ヨーロッパ各地で流行。当初は、ウィンナワル
ツそしてテンポの緩やかなワルツへ。19世紀に、ブルースやア
ルゼンチンタンゴが普及し、20世紀にジャズ等の新しい音楽流
行とともに、フォックストロットやジルバ、ラテンアメリカン
音楽の流行でルンバ、マンボ、チャチャチャなどの新しいダン
スが世界に広まる。

日本には、明治10年代後半、鹿鳴館時代に入る。先ず、外交
上教養としてダンスを必要とした上流階級中心に広まる。第2
次世界大戦により、ダンスホールは閉鎖され衰退。しかし、終
戦後、進駐軍向けにダンスホールが多数開かれ、日本の庶民も
多く通い始める。1960年代より、日本でディスコが流行、形式
の緩いディスコダンスが若者に好まれ、伝説のディスコ、ジュ
リアナ東京が大ブレイクしたが、わずか3年半でクローズ。バ
ブルの終焉期に、風営法が施行され、公序良俗を乱す店を取締
るということで、ディスコ、ダンスホールが消滅していく。
1996年の映画「Shall We ダンス」のヒットで、再び人気上
昇。風営法が14年ぶりに大改正。こんな中、社交ダンスは、主
として中高年層に根強い人気である。一方、現在ヒップホップ
系のダンスがアメリカより入り若者に広まっている。
⑵　ダンスの色々なメリット

①姿勢が良くなる ②脂肪燃焼効果（有酸素運動）
③ストレス発散 ④ヒーリング効果
⑤足を鍛えられる ⑥脳の活性化（認知症予防）
時間の関係上、後半の話が短縮され、雑になったことをお詫

び申し上げます。ご静聴ありがとうございました。

　　　　　　　　　　私は、2018年～2019年度の第62代会長と
して幹事の多田耕三会員とクラブの運営を
行いました。例会は48回を完全に計画回数
こなすことが出来ました。翌年以降からコ
ロナ禍で例会休会が何度か発生しているよ
うですが、以前の正常な例会開会が続くこ

会長挨拶 会　長　白井　克彦

歴代会長リレースピーチ 中村　秀明会員（2005-2006）

歴代会長リレースピーチ 篠田　日出海会員（2018-2019）
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とを願っています。
私共のクラブは、出席率が地区内最低値と言われて久しいの

ですが、仕事の都合で自クラブの出席が困難な場合は、他ク
ラブでメイクアップをして出席率の向上を図るとともに、他
クラブの雰囲気を体得したり、ロータリアンとのフェローシッ
プ（友達付き合い）を深めて下さい。と言う事で、私のメイク
アップ歴、特に海外クラブでのメイクアップ経験についてお話
しします。

私はロータリークラブに入会した当時は、出席が重要なこと
を認識していなかったのですが、まず高松市内のロータリーク
ラブでメイクアップをしたところ、どのクラブもフレンドリー
で楽しくロータリー･タイムを過ごすことができました。これ
に味を占めて国内や海外出張の時に、ご当地のクラブでメイク
アップするようにしました。国内･海外の50数クラブでメイク
アップをしました。同じクラブでの複数回のメイクアップを入
れると100回は下らないと思います。その内バナー交換したの
は約28クラブです。

海外のクラブ訪問に当たっては、次の手順で進めました。
①訪問都市のRCをインターネットで検索（例会日、時刻）。②
E-Mailで、訪問予定クラブの会長･幹事に訪問の旨、連絡。③
大抵の場合、訪問予定クラブから歓迎のメールが返信される。
④訪問時に「クラブ紹介」とクラブ･バナーを持参し、バナー
交換。⑤閉会まで出席する（早退しない）。

これらの経験から例会の開会時刻は、国内のクラブでは正午
過ぎの昼間が多いのですが、海外では赤道に近くなる国に於い
ては、暑さ故かシェスタ（昼寝）習慣故か、夜間7時頃から例
会が始まるようです。

皆さんも国内･海外出張、海外旅行の時にメイクアップも兼
ねて他クラブ出席を楽しんで下さい。

二 コ 二 コ 箱
渡辺会員「4年前の8月28日、香川医大　杉元教授の膀胱ガンの手術

を受け、元気に過ごしています。感謝です。」
白井会長「本日もたくさかの会員様ご出席いただきありがとうござい

ます。ロータリー財団奨学生　三野絵里佳さん、頑張って
エンジョイして下さい。田中秀樹新会員よろしくお願いし
ます。」

田中会員「よろしくお願いします。」
金岡会員「これからよろしくお願いします。」
小倉会員「これからよろしくお願いします。」
中村（秀）会員「多才で面倒見のいい篠田さん、スピーチのビジュア

ル資料お手伝いいただきありがとうございました。」
計￥21,000　　合計￥197,000

会員掲示板
●メークアップ／11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「山田会員」

2022-23年度 8月31日　第9回
日時／令和4年8月31日（水）12:30〜
場所／JRホテルクレメント高松

・8月31日【水曜日】　歴代会長リレースピーチ　吉田　茂会員
です。

・歴代会長リレースピーチ　9/7【水曜日】次週は、松本　周
平会員です。

・吉田　直樹　新会員紹介
・会員増強委員会については、会員皆様に紹介していただける

ように実践してください。
・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RC26日【金曜日】　
金岡会員、田中会員、住田副幹事、秋山会員の5名で行きま
した。

・高松北RCと合同親睦ゴルフコンペ開催 8月28日【鮎滝カン
トリークラブ】第2回戦です。今回は、完敗でした。来年4月
～5月頃第3戦予定しております。【地区記念ゴルフ大会鮎滝
カントリークラブ】　2023年5月19日【金曜日】　幹事クラブ
になっております。

・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！

　　　　　　　　　今年○○のおじいさん
童謡の「船頭さん」をご存じでしょう

か。「村の渡しの船頭さんは、今年○○の
おじいさん。年はとっても、お船をこぐ時
は、元気いっぱい　櫓がしなる。···」とい
う歌です。私は、1960年3月、幼稚園の卒

園式のお遊戯会で、この歌に合わせて踊りましたので、耳に
残っています。○○に入るのは60（歳）です。

60歳は、昔、おじいさんでした。そういう時期があったよう
です。「船頭さん」の作詞家である竹内俊子は、1905年（明治
38年）生まれで、「船頭さん」を発表した年は1941年でした。
しかし、私を含めて、現在「老いたりークラブ」に属する皆さ
んは、60歳がおじいさんだという実感はないと思います。そこ
で、調べてみました。

日本人男性の平均寿命は、1947年（昭和22年）には、50.06歳、
1953年（昭和28年）には、61.90歳、1960年（昭和35年）には、
65.32歳でした。平均寿命は、0歳の平均余命です。平均余命
は、一定期間の年齢ごとの死亡率が今後も同じであると仮定し
た場合、ある年齢の人が平均して今後何年生きられるかという
期待値です。確かに、60歳がおじいさんだった時代がありまし
た。

2021年（令和3年）の日本人男性の平均寿命は、81.47歳で
す。私の年齢の平均余命は約16年です。私がこの歳まで生きら
れる保証があるわけではありませんが、人生が20年長くなっ
て、何だか得したような気がします。長くなった分の人生を、
良い人生にしたいと思います。

二 コ 二 コ 箱
白井会長「先週は三宅先生、小野様、谷本様、お時間をいただきあり

がとうございました。今後ともご指導宜しくお願いいたし
ます。吉田直樹新会員宜しくお願いします。」

小野会員「9/1ドリームゆめタウン高松店オープンします。中村耕太
郎さん、岡かずやさん、お世話になりました。」

藤田会員「世界半周一人旅に出かけていた長女がトラブル・アクシデ
ントに見舞われながらも無事に帰国しました。たくさんの
方にご助言、ご協力をいただきありがとうございます。」

宮本会員「北ロータリーとの交流戦、役に立たずすみませんでした。
腰治してきます。」

会長挨拶 会　長　白井　克彦

歴代会長リレースピーチ 　吉田　茂会員（2012-2013）

例　会
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松木会員「日曜日のコンペ、天気もちょうどよく楽しかったのです
が、スコアが悪くお役に立てずにすみませんでした。」

田中（理）会員「8/14に行われた北ロータリーとの交流コンペでは
優勝することができました。ゴルフ幹事として…皆様のご
参加ありがとうございました。」

計￥12,000　　合計￥209,000

会員掲示板
●メークアップ／19名

ロータリーソング「四つのテスト」
ソングリーダー「山田会員」

2022-23年度 9月7日　第10回
日時／令和4年9月7日（水）12:30〜
場所／JRホテルクレメント高松

　　　　　　　　　・ 9月7日【水曜日】　歴代会長リレース
ピーチ　松本　周平会員でした。

・ 香川県立高松養護学校　谷川裕明　理学
療法士教諭に客話頂く。今年度は、新た
に香川県立聾学校にも寄附金の申請をす
ることを検討している。

・ 歴代会長リレースピーチ　9/14【水曜日】次週は、田中弘之
会員です。

・9/21【水曜日】は、岡林会員に9/28【水曜日】は、増尾会員
にお願い致しました。

・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！

　　　　　　　　　　夏季集中研修会は、「香川県ひまわり親
の会」を実施主体に、高松養護学校が運
営・指導を行っている肢体不自由児・者の
教育や支援の技術を伝えるための実技研修
会です。昭和57年に第1回目の研修が行わ
れ、約40年にわたり開催されいます。高松

南ロータリークラブ様には、スタートまもなくよりご支援をい
ただいてまいりました。毎年、県内だけでなく県外からの参加
者もあり、約250名と多くの方が参加しています。参加者の多
くは高松養護学校の関係者（在校生、卒業生、教員など）であ
り、学校として「格別の機会」と位置付けられています。

しかし、現在は新型コロナウィルス感染症の流行により令和
2年より3年の間休止状態となっております。研修会の参加者の
多くは高松養護学校の在校生や卒業生であり、体の抵抗力が弱
かったり、感染症により生命に影響を及ぼしたりする方々が多
いため、多くの人が集まる行事の開催については慎重にならざ
るを得ません。感染者数の減少や治療薬の開発によって社会情
勢が好転することを期待しつつ、その時々に合った研修会の形
を模索し多くの方々がつないでくださった研修会をつないでい
きたいと思っております。

今後とも、ご支援のほどよろしくお願い申し上げます。

　　　　　　　　　　RI2670地区高松南ロータリークラブに
入会したのは、1978年のこと。

入会14年後、1991年～1992年に第35代会
長に就任した。

2017年5月にクラブ定款の変更があった
が、当時は、1業種1名であったので、他業

種との交流によって、幅広い知識を広めることができた。

入会時には、会員による推薦とクラブ内での話し合いが必要
で、入会のハードルが高かった。地域社会で、ロータリアン以
外の人の中から入会者を探すのに大変苦労した覚えがある。

二 コ 二 コ 箱
吉田会員「これからもよろしくお願いします。」

前田会員「久しぶりにホーム例会に出席しました。とりあえず今まです
べてメークアップはしております。できる限りですが出席し
ます。ちなみに9月16日（金）に巨人軍前監督の高橋由伸さん
が高松に来られ、ここクレメントで講演があります。」

岡（隆）会員「第一木曜日を高松南ロータリークラブクリーンデーと
考えております。会社のまわり少し足を拡げて、おそうじ
おそうじ!!」

木田会員「誕生日祝いありがとうございます。」
林会員「誕生日のお祝いありがとうございます。57歳になります。

娘に負けないよう元気にがんばります!」
中村会員「お誕生祝いありがとうございました。」
白井会長「本日は皆様ご出席いただきありがとうございます。にこに

この協力宜しくお願いします。にこにこして皆ニコニコ!!
板坂会員米山ありがとうございました。」

谷本幹事「イマジンロータリー9月もよろしくお願いいたします。」
豊田PDG「杉元先生ありがとうございました。」
吉田会員「平井さん、詫間さん、瀬戸フィルのコンサートを聴いてく

れたみなさんありがとう。」
熊田会員「57歳になります。30年で育つ木を植えようと考えています。」
松本会員「誕生祝いありがとう。」
吉田会員「お先に失礼いたします。今月よろしくお願いいたします。

谷川先生本日はありがとうございました。」
計￥45,000　　合計￥254,000

会員掲示板
●メークアップ／23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 9月14日　第11回
日時／令和4年9月14日（水）12:30〜
場所／JRホテルクレメント高松

　　　　　　　　　・ 9月14日【水曜日】　歴代会長リレース
ピーチ　田中弘之会員でした。

・客話　長尾先生
・ 歴代会長リレースピーチ　9/21【水曜日】

次週は、堀祥二会員です。
・9/28【水曜日】は、増尾会員にお願い致

しました。
・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！

　　　　　　　　　今の若いものは…
紀元前5000年頃、エジプトの遺跡の洞窟

の壁に「最近の若者はなっていない。わし
らの若いころは…」の文言が彫られていま
す。どの時代でも世代間の考え方の違いが
あるのです。

私は医学部学生と40年、学長として6年間全学部の学生と対
話をしてきました。最近の若者の考え方について私見を述べま
す。

まず、社会背景を見て見ると、30年以上の経済低迷、右肩下
がりの社会で、サクセスストーリーを今の学生は知りません。

会長挨拶 会　長　白井　克彦

卓　話 香川県立高松養護学校　自立活動室　谷川裕明様

歴代会長リレースピーチ 　松本周平会員（1991-1992）

会長挨拶 会　長　白井　克彦

客　話 　香川大学学長　長尾　省吾 様

例　会
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例　会
平均的な意見をまとめると、将来に漠然とした不安、大きな

希望はない、出世、高給、人より優れた能力を持つより、趣味
やプチ幸せな生活を志向、背丈に合った生活で十分というのが
多い。そして、命令されるのが嫌い、職場活動も嫌い、これら
のパターン化された生活、ライフスタイルは嫌、自分で生きた
い、自分の時間を大切にしたいということになります。

就職は、自分に合った仕事内容、やりがい、職場の雰囲気で
将来を決めるという。昔は、会社や社会に自分をフィットさせ
ていたが、今は自分にフィットした職場を優先する事になると
いうことです。

就職3年後の離職率は、大学生32－33％、高校35－37％で、
三分の一は職場転換をします。フリーターが多くなる訳です。

日本は長年、江戸時代の鎖国政策、周囲を海に囲まれ、他国
とは交流ができにくい立地条件にありました。

然し最近、グローバル化、ICTの進展で島国根性は希薄にな
り、世界で活躍する若者が増え、新しいタイプの日本人が生ま
れています。

長年の経済不況や社会停滞を耐え抜いた若者が確実に社会を
変えるであろうと言われています。すなわち、新しい日本の価
値観を創造しつつあります。例えば、アニメや漫画を見て日本
の文化や語学を学びに来る外国人がいる現実があります。

ICTの発展で独特の歌い方や振り付けで一躍世界中にブレー
クしたきゃりーぱみゅぱみゅ、スポーツ界では、羽生選手、高
橋沙良選手、テニスの錦織選手、スケボーの10代の選手や今で
は世界中で注目の大谷翔平選手、ゴルフの松山英樹選手ら各自
の得意とする分野で世界に出て堂々と戦っている若者がいます。

その他の世界でも活躍する若者は多数います。
グローバル化は若者に容易に受け入れられる社会現象で、今

の若者は恐るべき変革者と思います。
「人を幸せにするものは何か？」
幸福の定義は皆異なります。…国連の調査（SDSN）では、

１．一人当たりのGDP（稼ぎ）、２．社会的支援の有無（社会
福祉）、３．健康寿命、４．人生選択の自由度、５．社会の寛
容さ、６．汚職はないかなどが幸福の尺度と報告されています。

ここに世界で最も長期にわたる実験結果があります。
ハーバード成人発達研究：1938年に始まり75年間に渡り、世

界で最も長い研究です。
ハーバード大学2年生とボストンの極貧環境で育った724人を

2グループに分け、毎年質問票、インタビュー、医療記録、血
液検査、脳画像診断を行い、家族も参加する。彼らの中には、
工場労働者、弁護士、レンガ職人、医師、大統領になったもの
も含まれます。

その結果を分析すると、私たちを幸せにしてくれるのは、富
でも名声でもなく、無我夢中に働く事でもなく、「良い人間関
係を作る事」に尽きるという事でした。

即ち、家族、友人、コミュニテイと良く繋がっているほど幸
せで健康、脳機能もよく保たれていました。それに比し孤独は
害になるとの結論でした。人生のどの時期でも社会の中でも、
日々の人間関係の醸成がいかに大切か示しています。この研究
でも示されたように、ロータリークラブの奉仕の精神、皆が手
をつないで良い仲間を広げていく精神は、今後とも重要な社会
活動であると信じます。
「今後の日本の姿」
いま世界は国際協調をすて、自国優先で世界が内向き志向に

なっています。島国の日本は、あらゆる資源（エネルギー、鉱
物、食料等）の無い国で、食料自給率も37％の状況。すべての

生活物資を海外から調達必要
があり、国際協調路線で行く
しかありません。

個人的考えですが、日本に
は世界に誇る美徳（相手を思
いやる、時間に正確、公共安
全、安全な水、約束を守る、
繊細な日本文化を守る、自分より公共を優先する）があり、先
祖から受け継いだ遺伝子があります。然し、私はその日本人気
質が希薄になってきていると感じます。

結論は、すべてをグローバルに俯瞰し、海外と協力や闘う気
概のある人材育成しかないと思います。

　　　　　　　　　　私は2010年7月から2011年6月の会長でし
た｡ 12年前の会長でございます｡ 今日は12
年どころか50年前のお話をいたします。

さて、今期ジェニファー・ジョーンズ
RI会長のテーマーは「イマジン・ロータ
リー」です。今期は日本語訳がありませ

ん。そこに意味があるのかもしれません。
僕はこのテーマーを目にしたとき、〝えっ！本当に、まさ

か？〟 と言う思いがしました。そして今期のクラブ活動計画書
を読んで、確信に変わりました。巻頭にRI会長のメッセージ
が書かれています｡ そのメッセージの7ページ・30行目にこう
書かれていました。

50年前次のような美しい歌詞を含む曲がレコーディングさ
れました。

君は僕を夢想家だと言うかもしれない。
でも僕一人ではないさ。
この歌詞は、行動への呼びかけだと私はとらえました。

これだけでは多分ほとんどの人がなんで行動への呼び掛け
か、解りません｡ そしてこの文章の後、会長のメッセージに
は、ボンボン今期のテーマーである「イマジン」という言葉が
出てきます。多分この曲から今期のテーマー、「イマジン」が
決められたのだと推測できます。

さて、レコーディングされた曲とは、ビートルズのメンバー
であったジョンレノンが作った曲で、まさしく「イマジン」と
いう曲です。ビートルズはご存じでしょうか？ジョンレノンは
ご存じでしょうか？50年前の1971年にリリースされました。
1971年は私が大学生の頃です。「イマジン」は大好きな曲の一
つでした。50年後にRI会長がこれをテーマーに使いました。
感激しています。この曲は愛と平和への願いが込められていま
す。1分間だけ曲を聞いてください。

この曲は「平和な社会をイマジン・想像すれば､ みんながそ
こに集まり、やがて平和な社会が実現する」と歌った曲です。
そして平和だけでなく、もっと大きく捉えて､ この曲は「イマ
ジン・想像すれば、そこにみんなが集り､ やがて、その思いは
実現する」と歌った曲なのです。想像すればそれは必ず実現す
ると歌った曲です。

50年後の今、当時と同じようにウクライナとロシアが戦争を
しています。早くウクライナに平和が戻ればとRI会長は願っ
ているのでしょう｡ そしてRI会長はこのように言っておりま
す｡ P7　7ページ　38行以下抜粋為ています。

私たちには皆、夢があります。ポリオの根絶や平和の実現と
行った大きな夢を抱くなら、それを実現させる責任は自分たち
にあります。ポリオのない世界を想像してください。希望、

歴代会長リレースピーチ 　田中弘之会員（2010-2011）
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例　会
夢、平和を想像してください。だからこそ「イマジンロータ
リー」がテーマーとなります。

最後になります。さてそこで私たちの南ロータリーですが、私
たちはの南ロータリーは白井会長の「イマジンロータリを実践し
その楽しみをみんなの為に」です。楽しく、元気な、素晴らし
いクラブになっているのがよくわかります。南ロータリーに集
まりましょう。そうですね。会長。会長に敬意を表して終わり
たいと思います。

二 コ 二 コ 箱
白井会長「長尾先生、本日客話していただき大変ありがとうございま

した。本日は50名が会出席です。すごい。感謝・感激・
感動です。イマジンロータリー頑張ります。」

ソバハニ会員「長尾省吾先生すばらしい話ありがとうございました。
私もThink Globally.Act Localyをしています。」

新地会員「お先です。」
計￥15,000　　合計￥269,000

会員掲示板
●ビジター／8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」

2022-23年度 9月21日　第12回
日時／令和4年9月21日（水）12:30〜
場所／JRホテルクレメント高松

・9月21日【水曜日】　歴代会長リレースピーチ　堀祥二会員で
した。

・9/28【水曜日】は、増尾会員にお願い致しました。
・9/14　さぬきRC例会【メイクアップ！】　ソバハニ会員・田

中秀樹会員と3名で行きました。大変歓迎されました。
・9/26　東かがわRC　9/27　高松東RC【メイクアップ！】行

きます。
・9/17　クラブ活性化セミナー　吉田茂会員・谷本幹事と出席

しました。
・9/23　親睦ゴルフコンペVS高松東RC　鮎滝カントリークラ

ブ　7時30分集合　8時スタート
・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！

　　　　　　　　　研修リーダーの思い
私は、9月17日、地区のクラブ研修リー

ダー育成セミナーに参加して、会員の皆さ
んにロータリーの魅力を伝えることが研修
リーダーの責務だということがわかり、納
得しました。

ロータリーの魅力は、親睦と奉仕です。親睦は、居心地の良
いクラブであること、人間関係が良いことですが、親睦には、
配慮が必要です。奉仕は、職業奉仕を基盤に、クラブ奉仕、社
会奉仕、国際奉仕、青少年奉仕をすることです。奉仕の結果、
感動が得られるので、奉仕は、ロータリーの魅力の源泉でもあ
ります。元RI理事の斎藤直美氏は「出席なくして親睦なし、
親睦なくして奉仕なし、奉仕なくして感動なし」と言っていま
す。

私は、これまで「親睦と奉仕のどちらに軸足をおくのか」、
「RIのように職業奉仕を奉仕の1部門とするのでよいのか」と
いう2つの疑問をもっていました。その答えは、ロータリーの

歴史にあると思います。①ロータリーは、ポール・ハリスが、
1905年、シカゴで、3人の職業人とともに、親睦と互助を目的
として定期的に集まったのが始まりでした。②その後、会員数
の拡大とともに、「ロータリーは、職業人の利己的な欲求と他
人のために奉仕したいと思う個人の気持ちの矛盾を調和する人
生哲学である。」という考え方が主流になりました。「利己と利
他の調和」「超我の奉仕」「最もよく奉仕する者が最も多く報わ
れる」というロータリーでよく聞く言葉は、人生哲学として語
られているものです。③さらに、現在、RIは、「ロータリーの
使命は、奉仕の実践にある。」としています。

ロータリーは、職業人が安心できる仲間と取引をしたいとい
うことで始まり、職業を通じて社会に奉仕するだけでなく、社
会に奉仕すること自体が人生の価値であるという人生哲学にな
りました。その歴史から、安心できる仲間と取引することは原
点です。また、職業奉仕が基盤になるのは当然であり、単なる
奉仕の1部門ではないと私は思います。そして、人生哲学であ
る以上、親睦と奉仕のどちらに軸足をおくのかは、各人が自由
に決めればよいことだと私は思います。

セミナーでは、ロータリアンに、3つのゆとりがあることを
指摘されました。まず、時間の使い方を自分で決定できる立場
にあります。次に、金銭の使い方と金額を自分で相当程度決定
できる立場にあります。そして、時間と金銭を親睦と奉仕に使
い、何か良いことをしようとする心のゆとりがあります。こ
の３つのゆとりを自覚して、「参加（出席）して、親しくなっ
て、奉仕して、充実した人生にする。」という心構えでロータ
リー活動をしましょう。それがロータリーの魅力です。

　　　　　　　　　　もう16年も経ちましたが、高松南RC創
立50周年の年でした。50周年事業に関して
は、吉岡耕造実行委員長、豊田章二総務会
計担当副実行委員長、細溪英一祝賀会担当
副実行委員長、向井攻一式典担当副実行委
員長をはじめとした会員皆様のご協力によ

り、無事成功裏に終えることができました。記念講演は佐藤千
寿パストガバナー（東京東RC）に「教育という大業」という
テーマで語っていただきました。記念事業としては、前川雅一
会員がその約3年前に卓話で紹介し、そこから三重県上野RCの
協力を得ながら顕彰した、西島八兵衛の陶板自画像を栗林公園
に寄贈しました。その時の様子は四国新聞と毎日新聞に掲載さ
れるとともに、NHKのローカルニュースでも放映されました。
陶板は今でも栗林公園商工奨励館内に飾られています。今でも
記憶に残る充実した1年でした。

二 コ 二 コ 箱
岡（隆）会員「10月22日国分寺、10月23日サンポートにてみんな

待ってるよー!!」
白井会長「本日も例会出席多数ありがとうございました。例会、行事

多用ですが是非是非ご参加頂けたら大変助かります。宜し
くお願い致します。」

ソバハニ会員「神戸からダッシュで吉田先生と堀先生の話を聞きに来
ました。I Love You」

新地会員「お先に失礼します。」
計￥15,000　　合計￥269,000

会員掲示板
●メークアップ／19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

卓　話 　吉田　茂 会員

歴代会長リレースピーチ 　堀　祥二会員（2006-2007）
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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 委員会ミーティング

15 12 12:30〜 JRホテルクレメント高松 客話
 フリーアナウンサー　森　たか美様

16 19
12:30〜

JRホテルクレメント高松
客話「サンポート高松トライアスロンについて」
 香川トヨペット元社長　難波　博司 様

13:30〜 定例理事役員会

17 26 18:30〜 JRホテルクレメント高松 新会員歓迎会（夜間例会）

2022年11月　ロータリー財団月間
No. 日 時間 場所 例会プログラムおよびその他

18 2 12:30〜 JRホテルクレメント高松 客話
 株式会社幸耀　代表取締役社長　青木　勝彦 様

英国エリザベス女王の
国葬は厳かに、静粛に行

われた。七つの海を制し全大陸の4分の1を占める植民地
と産業革命による圧倒的な生産力で、日の沈むことのな
いユニオンジャック、そして覇権国「パックス・ブリタ
ニカ」を想起させる大英帝国の威厳を示すものでした。
讃美歌が歌われ聖書の１節が読まれますが、ローマ法王
の姿はみえません。16世紀イギリス宗教改革によって
ローマ教会から分離独立し、名誉革命後は国家宗教とし
て確立したイギリス国王を首長とするイギリス国教会で
した。1983年イギリス国教会は「核先制使用国（者）を
罪人と見なす」との決定は平和を希求するロータリアン
を力づけます。

また、過去の国葬者にニュートンやチャーチルの名が
出てくるのも歴史を感じます。ニュートンの三大業績
は「万有引力の法則」「微分積分法」「光の分析」と受験
生を悩ますものばかりですが、ペストの大流行していた

ときの業績です。リンゴが落ちるのを見て、なぜ横や上
ではなく真下に落ちたのかという疑問を抱いたことが重
力理論を完成させた、のエピソードはロータリー活動の
ヒントになりませんか。あるいは、微分積分で球の体積
は、身（3）の上、心配（4π）有～る参上（r³）で4πr³/3と
計算でき、探査機「はやぶさ2」が小惑星「りゅうぐう」
で試料を採取し地球に無事帰還したのも微分積分がもた
らしたものです。もう一人のチャーチルはドイツ軍の空
襲で疲弊した市民を励ましロータリアンに示唆を与える
言葉が「困難や危機を経験してこそ克服すべき課題が明
確になり、社会組織の変化に向けた機会が生まれる」で
す。

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

10月の誕生者
〜おめでとうございます〜

楠木　泰二朗（2日）、吉田　茂（11日）、森　敬介（18日）
堀川　満弘（29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

８月出席率 ８月累計 295 60 37 202 45 25 227 83.44 ％
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