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2022-23年度 11月2日　第18回
日時／令和4年11月2日（水）12:30〜
場所／JRホテルクレメント高松

　　　　　　　・�11月度、【ロータリー財団月間】　【ポリオ撲
滅‼実践しょう月間】
・�今年度は、学童野球の支援　第45回全国ス
ポーツ少年団軟式野球香川県交流大会に寄付
します。「予算案は承認されてます。」

・主催　公益財団法人香川県スポーツ協会香川県スポーツ少年
団・軟式野球連盟
・主管　香川県スポーツ少年団軟式野球専門部・香川県軟式野
球連盟学童部
・後援　香川県教育委員会
・期日　令和5年4月頃開催される予定の香川県大会予選会に寄
附金の予定です。
・第59回全国聾学校卓球大会・香川大会・令和4年11月4日～6
日　無事終了。大成功で大変お世話になりましたと秋山校長
より連絡ありました。後日改めて客話にてご挨拶に来られま
す。

新型コロナ治療薬・ワクチン及び医薬品業界の現状について
　　　　　　　　まず医薬品卸の機能としては、医薬品の安定

供給を行う物流機能を始めとして商流機能、債
権管理機能、需給調整機能に加え、有事のライ
フライン機能等凡そ7つの機能があります。
一方、現在医薬品業界の抱える課題としては、

「ドラッグラグ」、そして「後発医薬品の供給不足」等があり、
毎年実施される薬価改定等による影響を強く受けている状況で
す。
　次に新型コロナ治療薬の現状ですが、現時点で承認を受けて
いる薬剤は6製品あります。シオノギ製薬の経口薬「ゾコーバ」
が今月22日に再審査される予定です。またワクチンについては
現在3種類が供給されており、BA1対応型に加えBA4/5対応型
ワクチンも承認され、逐次接種が始まっています。

二 コ 二 コ 箱

（株）幸耀　代表取締役社長　青木勝彦様
「本日はありがとうございました。」

渡辺会員「誕生祝い、有難うございました。」
吉田会員「岳父　佐野孝次の通夜・告別式にお越しいただけたら幸い

です。可能ならということでよろしくお願いします。」
白井会長「本日は青木社長客話ありがとうございました。お忙しい中

大変感謝しております。今後ともよろしくお願いいたしま
す。ご入会お待ちしています。」

平井会員「皆様お元気ですか。お身体にきをつけて下さい。ゴルフ一
日会いつもありがとうございます。」

計￥37,000　　合計￥485,650

会員掲示板
●メークアップ／5名

ロータリーソング
「国歌、ロータリー四季のうた、
バースデーソング」
ソングリーダー「平井会員」

ニコニコ箱報告／金岡雅子 会員

2022-23年度  11月9日　第19回
日時／令和4年11月9日（水）12:30〜
場所／JRホテルクレメント高松

　　　　　　　・�11月度、【ロータリー財団月間】　【ポリオ撲
滅‼実践しょう月間】　寄付金お願いします

・�大橋会員、久し振りの例会出席でした。会長
リレースピーチリレーお願い致しました。ガ
バナー杯野球大会頑張って‼ベストを尽くし
ます。大橋会員の為にもファイト一発優勝‼

【薬剤師・薬局に期待すること】
・「患者のための薬局ビジョン」には、かかりつけ薬剤師・薬
局が持つべき機能として、服薬情報の一元的・継続的な把
握とそれに元つき薬学的管理指導・24時間対応・在宅対応
医療機関等との連携や患者等のニーズに応じて強化・充実
すべきことが示され、全ての薬局がかかりつけ薬局へと記
載され、かかりつけ薬局・薬剤師の推進が示されます。『健
康サポート薬局』の届出・公表や在宅医療への対応や入退
院時を含め、他の医療提供施設との服薬情報の一元的・継
続的な情報連携に対応できる機能を有する『地域連携薬局』
及び『専門医療機関連携薬局』の認定・表示制度が開始さ
れたことは、正に【患者のための薬局ビジョン】のサブタ
イトルにある【門前】から【かかりつけ】そして【地域】
へ　とあるように、薬剤師は地域包括ケアシステムの中で
かかりつけ医をはじめとした他職種との連携しくすりの専
門家として国民健康を守る責務を果たしていきたいと思い
ます。
最後に、地域医療及び地域保健に対して薬剤師の皆様がそ

会長挨拶 会　長　白井　克彦

客　話 （株）幸耀　代表取締役社長　青木勝彦 様 会長挨拶 会　長　白井　克彦
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の役割をしっかり発揮していただき、国民の期待と信頼に応
えていけることを改めて肝に銘じて頑張ってくださいとご期
待申し上げます。

【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】

　　　　　　　　怪我をしていて例会に出席できなかったが、
最近、回復へと向かっているので、今後は出来
るかぎり出席をしていきたい。
　久々に例会に出席したが、やっぱりロータ
リーは楽しい！

　野球のほうも身体の様子をみながら、現役を続けていきたい。
　今後も出来るだけ出席するようにするので、よろしく！

　　　　　　　　私は、2019年9月に休学して、兵役に行き、
2021年4月に終わりました。
日本人の方が「君、兵役に行くのは嫌ではな
かったか？」とよく質問されるのですが、確か
に最初はとても嫌でした。

人生で一番青春な時期に、自由がない環境で2年間を国に捧
げるのは当然嫌でした。
しかし、我々も時間の経過につれ、意識が変わり、「国を守
る仕事は、必ず誰かはやらなければならないし、我々がここで
国を守っているからこそ、私と私の家族、友人と友人の家族、
さらに彼らにとって大切な人々が安心して毎日を過ごせること
ができ、我々が生きているこの国の平和と自由が維持できてい
る」と考えるようになり、どんどん責任感を持って兵役の義務
を果たすようになりました。
兵役を通じて、私は責任の重さや、自由の大切さをわか
り、これからの世界が平和になることを強く願うようになり
ました。

二 コ 二 コ 箱
吉田（茂）会員「佐野孝次の通夜・告別式にお越し下さりありがとうご

ざいました。」
木田会員「10月29日結婚記念日の花束、10月30日の一日会ゴルフ

優勝ありがとうございました。」
佃会員「ジ・グンミンの卓話ありがとうございました。」
宮本会員「結婚記念日のお花ありがとうございます。」
白井会長「本日は客話ジ・グンミンさん、ありがとうございました。

パワーをたくさんもらいました。感謝・感激・感動です。
しかし日本語うまいですネ。あ〜40年目の結婚記念のお
花ありがとうございます。」

吉田（直）会員「3日のゴルフは大変ご迷惑をおかけしました。次回は
体調を整えて頑張ります。」

計￥22,000　　合計￥507,650

会員掲示板
●メークアップ／7名

ロータリーソング「我らの生業」

ニコニコ箱報告／松木リカ 会員

2022-23年度 11月16日　第20回
日時／令和4年11月16日（水）12:30〜
場所／JRホテルクレメント高松

・�11月度、【ロータリー財団月間】　【ポリオ撲滅‼実践しょう

月間】寄付金お願いします。【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】
・第12回ガバナー杯野球大会、参加　1回戦高
知中央と対戦　3―6惜しくも敗戦
優勝は、中村RC2年連続優勝でした。来年度

は、徳島県開催される2年後香川県大会には、是非とも優勝
を目指します。そのために、練習そして、補強をしていきた
いと思います。今年の大会は、準備不足の為に、残念ながら
負けてしまいましたが、内容として良かったと思います。3
年ぶりの大会参加でしたが大変楽しみいい親睦活動ができま
した。

・高松西RCと親睦ゴルフコンペ　11/23　鮎滝カントリークラ
ブにて開催でした。雨が降ってましたが、スルーにてラウン
ドしました。2名キャンセルになりましたが、無事に終了し
ました。団体戦は南ロータリークラブが勝ちました。通算成
績は、2勝3敗になりました。今年度は、12/11に、志度カン
トリークラブで今年度の最終戦東かがわRC、さぬきRCと合
同にて対抗戦を行ないます。参加してくださる会員の皆様よ
ろしくお願いいたします。

⑴クラブ臨時総会について
議題は、クラブ細則の改正の承認、その後、次年度役員選挙の
ための指名委員会の設置
指名委員は歴代五代の前会長とする。
指名委員長� 岡林　正文会員　第61代会長
� 篠田日出海会員　第62代会長
� 今城　広治会員　第64代会長
� 田村　禎啓会員　第65代会長
委員会は12/7のクラブ年次総会までに次々年度（2024-2025年
度）会長と、次年度（2023-2024年度）理事を推挙する。
12/7㈬当日のクラブ年次総会では、次々年度（2024-2025年度）
会長の選挙と、次年度（2023-2024年度）理事の選挙を実施す
ることを確認し臨時総会を閉会した。
⑵2022年度クラブ定款の主な変更についての説明は詫間行
芳戦略委員長より

定款₆条：平和の表現が積極的平和に変更　ウクライナを念頭か
₇条₁節：例会毎週開催� →　少なくとも月間2回以上で任意
₇条₂節：年次総会� →　財務中間報告
₇条₃節：理事会議事録の会員に配布60日以内　→　30日
₈条₁節：会員制限� →　職業なくても奉仕できれば可
₉条₂節：職業分類� →　廃止　会員構成の制限削除
10条₁節：他クラブへのメークアップ　前後14日　→　年度内
10条₂節：長期の遠方業務での欠席の救済
10条₃節：出席免除表現変更　通告のみ、審議不要に
10条₅節⒝：会長任期1年延長表現変更
10条₆節：衛星クラブの組織
13条：会員資格終結手続き変更
⑶審議会制定案で、我々の定款、細則に載ってない項目で、目
立ったのは以下のものです。

№22-13：会員は、クラブの所在地域に住居または事業場を有
する要件は廃止

№22-14：クラブ正会員はどのクラブに対しても入会候補者を
推薦できる

№22-15：衛星クラブの会員は一つのスポンサークラブのみの
会員である必要はなくなりました。

№22-18：ロータアクターはR1委員会の委員を務めることが可

歴代会長リレースピーチ 大橋　泰範会員（2002-2003）

客　話 　ジ　グンミン 様

会長挨拶 会　長　白井　克彦

例　会
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能となった。
№22-84：ロータアクターは招待されなくてもロータリークラブ

とロータリー衛星クラブの例会に出席可能になった
№22-85：クラブが地区ガバナーに月次出席報告を提出する義

務は廃止された。
人頭分担金の値上げ　2022~2023　半期35＄50￠
順次増額して　　　　2025~2026　半期41＄

（過去の変更）
19-72：ローターアクトクラブも国際ロータリーの加盟クラブ

となる。

二 コ 二 コ 箱
詫間会員「結婚45周年お祝いありがとうございました。定款細則の

解説を聞いていただきありがとうございました。」
白井会長「先日の一日会では、渡部会員より景品協賛をいただきまし

た。大変ありがとうございます。いつもいつもお気遣いい
ただき大変感謝しております。有難うございました。」

吉田（茂）会員「一日会優勝。Wペリアのハンディ30。それでもうれ
しいです。」

大橋会員「結婚記念日のお花ありがとうございます。お先に失礼しま
す。」

渡辺会員「お先に失礼します。」
計￥12,000　　合計￥519,650

会員掲示板
●メークアップ／8名

ロータリーソング「奉仕の理想」
ソングリーダー「秋山会員」

2022-23年度 11月30日　第21回
日時／令和4年11月30日（水）12:30〜
場所／JRホテルクレメント高松

　　　　　　　・�11月度、【ロータリー財団月間】　【ポリオ撲
滅‼実践しょう月間】　寄付金お願いします。�
【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】
・2週間ぶりの例会でした、久しぶりに皆さん

のお顔が見れて安心しました。
・ポリオ（小児まひ）はかつて世界的に流行した疾病でした
が、現在、常在国はアフガニスタンとパキスタンの2カ国の
みとなっています。病気の原因となるウイルスを根絶しよう

と、各国政府や医療機関、国際ロータリーは懸命の努力を続
けています。

　　　　　　　　皆様、こんにちは。
　香川大学の3年生、吴琳璇と申します。私の
故郷は中国の河北省です。河北省は北京の下に
ある北部の都市です。2019年に中国医科大学を
卒業し、2020年に香川県香川大学医学部の博士

課程に入学し、現在は博士課程3年目で、専門は形成外科と腫
瘍病理学です。
　光陰矢の如し、今年4月から米山奨学生になり、もう6ケ月を
過ごしました。間違いなく、この3年間は私の今までの留学生
活の中に、最も充実した1年間だと思います。これから、この6
ケ月間で私が�成長したことについて報告させていただきます。
米山奨学生になってから、たくさんの
ロータリアンと交流ができて、日本文化
と社会知識を勉強になって、とても有意
義な奨学会だと思います。将来、自分は
日本と中国の懸け橋になりたいと思って
おります。将来について�日本での学業
修了後、日本の病院で就職したいです。
優秀な日本の医者になりたいです。

二 コ 二 コ 箱

高松中央RC 乃村潔様「卓話ご清聴ありがとうございました。」
上村会員「先結婚記念日の花束ありがとうございました。早いもので

45回目となりました。」
小野会員「23日に初孫が生まれました。父の兄弟、男3人。私の兄

弟、男3人。私の子、男3人。初孫、男。男が10人連続。
1,024分の1の確率です。ジイサンになりました。」

白井会長「本日は一週間ぶりの例会ご出席ありがとうございます。本
日、客話のウ・リンシャさん、ありがとうございました。
皆様、ぜひ米山ご協力お願いします。」

ソバハ二会員「谷本幹事には、さがみはらのRCとゴルフではたいへ
んお世話になりました。ありがとさん。」

計￥6,010　　合計￥417,650

会員掲示板
●メークアップ／22名
●ビジター／1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「大西会員」

ニコニコ箱報告／金岡雅子 会員

2022-23年度 12月7日　第22回
日時／令和4年12月7日（水）12:30〜
場所／JRホテルクレメント高松

　　　　　　　・12月度、残すところ後3回の例会ですね。
・�12月度【疾病予防と治療月間】です、コロナ
患者が増えている状況ですが、皆様で感染予
防対策をしてコンプライアンスを高めて年越し
を迎えてくださいませ。クラブ行事予定では、

【クラブ年次総会】　【第5回クラブ協議会】　（5大奉仕活動半
期報告）　【忘年家族会】（クリスマス夜間例会）

・クラブ活動の前半メインを迎えます。全会員でご参加お願い
申し上げます。

・７月～12月度を、写真で振り返ってみましょう。

会長挨拶 会　長　白井　克彦

客　話 　ウリンシャン 様

会長挨拶 会　長　白井　克彦

例　会

11月25日　野球大会前夜祭 11月26日　野球大会

11月23日　第5回親睦ゴルフ11月13日　第2回一日会



例　会
（4）

　　　　　　　　1932年12月5日生まれの私は、おととい90才
になりました。超高齢のボケ老人ではあります
が、南クラブの皆さん、相変わらずよろしくお
願い致します。先月、神戸でロータリー研究会
があり、RI会長のジェニフアー・ジョーンズ

さんに会って来ました。ほんの数分間の立ち話でしたが、その
気さくな態度や、美しいカナダ英語が非常に魅力的な、好感の
持てる方でありました。ドイツベルリンの壁の話やカナダの大
自然の話などを致しました。
今の高松南ロータリークラブ、第66代の白井会長さんは、ま
れに見る積極的な方で、クラブは活気にあふれています。と同
時に彼は、大変優しい気配りの人で、私の耳が遠くて、例会に
出ても何もわからない、と言うと、特別に個人専用のスピー
カーをつけてくれました。これですっかり良く聞こえるように
なりました。白井会長さん、谷本幹事さん、本当にありがとう。
さて、高松南ロータリークラブは66年の歴史がありますか
ら、66人の会長が出ているわけであります。私は、今から40年
前、50才の時、第25代の会長でありました。例会場は、高松三
越、会員数は80人前後で、高松のそうそうたる侍が揃っていた
ように思います。高松南ロータリークラブの全盛期ではなかっ
たでしようか。
時あたかも敗戦国日本が、急速に経済発展をとげた全盛期で
した。「ジャパン　アズ　ナンバーワン」と言われ、世界第2の
経済大国にのし上がりました。東京山の手線の内側の土地を売
れば、アメリカ全土が買えるなどと豪語する日本。現に三菱地
所に、ニューヨークのロックフェラーセンタービルまで買収さ
れ、痛くプライドを傷つけられたアメリカは、あせりましたね
え。
ソ連の軍事力よりも、日本の経済力を恐れたのであります。
何としてでも、日本の経済力を潰しこもうと躍起になりまし
た。そして、またもやアメリカにやられてしまいました。第2
の敗戦であります。竹下首相の時、例のプラザ合意とやらで、
急激な為替操作を仕掛けられ、円をドンドン切り上げ、ドルを
ドンドン切り下げて、日本から資金も、技術も、工場も中国を
中心に国外へ出てしまいました。
以来30数年、我が国は、鳴かず飛ばず、相対的国力は低迷を
続けております。もう誰も「ルック　イースト」とは言ってく
れません。誠に残念であります。
さあ、ロータリーの話に戻りましょう。昭和56年に会長に選
ばれた私は、会長になったものの、ロータリーの根本的理念に
ついて全く不勉強であり、これでは会長失格と思って、「千種
会」というロータリー勉強会に参加しました。そこで「超我の
奉仕」「最もよく奉仕する者、最も酬われる」といった格言に
触れ、次第にロータリーに心酔していったのであります。
自分の、この世に於ける存在意義は何なのか。何の為に生き
ているのか。結論として、それは、世の為、人の為に盡すこと
であると悟りました。奉仕、即ち、英語のサービスとは、利他
の精神であります。以来、私は、すっかりロータリーにとりつ
かれてしまったのです。いわゆるロタキチであります。
丁度その頃、高松市長選挙が近づいておりました。社会党の
脇市長が四選をねらっているらしい。これに対して保守系から
は誰も対抗馬が出る気配が無いようである。何故出ないのか。
これでは、高松の将来は暗い。誰か高松の地盤沈下を建て直す
者は出て来ないのか。こういうことが囁かれていました。
たまたま、高松青年会議所主催で、「高松に明日はあるのか」

というショッキングなタイトルのシンポジウムが開かれ、私も
パネリストの一人として出席しました。高松市はその頃、日銀
跡地に美術館を建てようとしていたのですが、私は、中央通り
と丸亀町とを直結する、高松市中心部のあの貴重な土地には、
将来のモータリゼーションと、街の発展を見込んで、ぜひ2000
台程度収容の自走式高層立体駐車場を造るべきだ、と提案した
のですが、市当局や市会議員には意味がよく判らなかったよう
です。
友人たちの中からは、「お前がやれ。お前が市長になって、

高松の地盤沈下を直してくれ」という声も出てきました。南
ロータリークラブの若い連中からも、真剣に選挙の話が出るよ
うになり、梁山泊の集まる場所は、いつもスナックサンフラン
シスコでありました。
そうこうしている内に、噂は走ったらしく、私の会社の事

務所へ某新聞社の記者が来て、「立候補するというのは、事実
か」と問うので、その時は、言を左右して質問をかわしたが、
その日の午後、今度は、NHKの記者がカメラマンを連れて現
れ、ああ言え、こう言えと誘導し、私に向かってカメラを回し
始めたのです。その強烈な光の中で、一種の催眠状態に陥った
私は、「市民の為に出馬を決意しました。云々としゃべってし
まったのです。もう後には引けません。
夕方6時のテレビニュースを見ていると、私の場面が放送さ

れていて、これはもう、催眠状態の夢ではありませんでした。
このような、全く根回しの無い出発で、地盤も看板も、カバ

ンもなく、出馬表明からたった45日の運動で、投票日を迎えま
した。
6万6千6百票という、甲子園球場に入りきれない程の大きな

支援をいただきましたが、同志会という保守系の市会議員と、
利権の闇取引をして、グルになっている現職に勝つ事は出来ま
せんでした。
しかし、私の知らないところで、高松経済界の有志の方々

や、色々なグループが、勝手連の会を作って走り回って下さっ
た事、多勢のロータリアンのご支援に、感謝一杯です。ロータ
リークラブの現職の会長が、ある日突然、市長選挙をやるなん
て、前代未聞でしょう。クラブには大変な迷惑をかけてしまい
ました。
そして、それから20年後、今度はガバナーです。太田ガバ

ナーを作ったのは、豊田章二さんと細渓英一さんでした。牟礼
パストガバナーを口説いて太田ガバナーを実現させました。ガ
バナー事務所を取り仕切ったのも、吉岡耕三さんや豊田章二さ
ん。これらの方々は、私の一生の恩人であり、感謝に堪えませ
ん。本当にありがとうございました。
ガバナーをやってから6年後、今度は、国際ロータリーの理事
に指名されかかったのです。しかし、某パストガバナーの嫉妬
心からか、くだらない理由で異議を申し立てられ、実現しませ
んでした。理事にならなかった事が、私の人生において、果た
して幸せであったのか、不幸せであったのか、今となっては、
わからないところであります。
さて、ここでロータリーの今後について考えてみましよう。

現在のロータリー活動が、世界平和と人類のために貢献してい
ることは間違いありません。しかし、昔のロータリーと比べ
て、現状のロータリーは、全く別の組織であるかのような感じ
もします。
ロータリーに入会すると「ロータリアン同志の親密な交流」

「奉仕活動への積極的な参加」「研究会での勉強」などを経験しま
す。これらが、私達口ータリアンとしての成長の源となります。

歴代会長リレースピーチ 太田　英章PDG（1981-1982、1983）
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しかし、現在の研究会、セミナー、協議会のほとんどは
「ロータリー財団への寄付」「米山への寄付」「会員増強」「ロー
タリー活動の外部への周知」というような、国際ロータリーの
組織の強化対策に使われ、私達ロータリアンの人間教育には、
あまり力をいれていないようです。ロータリーが誕生した原点
にもどり、ロータリアンー人一人が自分の職業を通して、周り
の人々に良い影響を与えるような活動に力を注ぐべきです。職
業分類が無くなり、一業種一人が無くなり、諸規律が緩んでし
まった。今の、イマジンロータリー、これでいいのでしょう
か？もう、ポール・ハリスの発明した、あの一業種から一人を
選ぶ、すばらしいロータリーは、消滅してしまったのでしょう
か。職業奉仕はどこへ行ってしまったのでしょうか。単なる慈
善奉仕団体なら、ライオンズクラブと何ら変わるところがない
ではありませんか。ゆるんでしまった、ふんどしを締め直さな
ければなりません。今こそ、ポール・ハリスの、アーサー・
シェルドンの、米山梅吉のロータリーの原点に返らなければ
と、日々、思い悩んでいるこの頃であります。

二 コ 二 コ 箱
吉田会員「長男勇人が明日12月８日弁護士になります。私たち親子

をよろしくお願いします。瀬戸フィル（理事長佃先生）も
よろしく。」

佃会員「職業指導懇談会では大変お世話になりました。」

太田PDG「馬齢を重ねて90歳。めでたくもありめでたくもなし。」

多田会員「会長ノミニーご指令にこたえられるよう精一杯がんばりま
す。白井会長あまりハードルあげないでください。」

松本会員「結婚記念日祝ありがとうございました。」

白井会長「本日は年次総会無事終了して皆様ありがとうございまし
た。早いものでもう今年もあと3回の例会です。皆様方体
調管理をして楽しい一年を締めくくりましょう。本日はご
苦労様です。」

田中（理）会員「11/23高松西RCとの交流ゴルフ大会で優勝すること
ができました。チーム戦も勝利でした。ブラボー!!」

堀川会員「結婚記念日のお花ありがとうございました。」

計￥37,000　　合計￥569,650

会員掲示板
●メークアップ／6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「山田会員」

2022-23年度 12月14日　第23回
日時／令和4年12月14日（水）12:30〜
場所／JRホテルクレメント高松

　　　　　　　・�12月度も、　【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】
・�5大奉仕活動半期報告　各委員長には、改め
て発表してもらいます。
上半期を、振り返ってまだまだ自分自身不満足

な事もありました。もっともっと努力して、高松南ロータ
リークラブの為に、盛り上げていく様に頑張れ！と自問自答
しながら下半期に自分らしく頑張って後悔しないロータリー
ライフを、一意専心致します。全会員参加でご協力よろしく
お願いいたします。
・原点回帰しようよ！
・会員増強するよ！
・自己を完成し誰からも信頼できる人になろうよ！

・実行の伴わない行動は、浪費であるよ！
・計画は、仕事の航路の羅針盤であり、次代の育成は重大な義
務の一つであるよ！

・自分らしく頑張って、自分がしあわせになれる様に努力をし
ないと、大切な人を幸せにできないよ！

・家庭の平和は、仕事の推進力となりますよ！
・ひとの世のしあわせは人と人とが逢うことからはじまるよき
出逢いを！

二 コ 二 コ 箱
高松北RC橋本会長「2023年5月地区大会なにとぞよろしくお願いい

たします。」
増尾会員「結婚記念の花ありがとうございました。49年になりまし

た。来年金婚式とは…」

中村会員「結婚記念日お祝いの御礼。フール・ド・ターン（時の流
れ）を感じます。この日を起点に今の家族、子や孫がいま
す。半世紀近く経った今、夫婦ともども元気に、各々の趣
味に打ち込んでいます。お花ありがとうございます。」

上村会員「お誕生日プレゼントありがとうございます。大台に乗りま
した。」

田中（弘）会員「お先に失礼いたします。」

宮本会員「来期SAAとして楽しい例会になるようがんばります。ご協
力よろしくお願いします。」

中村（耕）会員「初めての志度カントリークラブ。すばらしい景色の
中、メンバーにも恵まれ、楽しくプレーできました。あり
がとうございます。」

白井会長「本日も多くの例会出席ありがとうございました。いよいよ
来週は最後の例会クリスマス家族会です。みんなでハッ
ピーな会にしましょう。楠木会員久しぶりです。皆様たく
さんの景品協賛大変ありがとうございます。」

楠木会員「お久しぶりです。都合でなかなか参加できず申し訳ござい
ません。※日本サービス大賞にて地方創生大臣賞を受賞し
ました。皆様のおかげです。ありがとうございます!」

田中（理）会員「地区大会記念ゴルフ大会の実行委員長となりました。
成功を目指して皆様のご協力よろしくお願いいたします。」

計￥29,000　　合計￥598,650

会員掲示板
●メークアップ／4名
●ビジター／4名

ロータリーソング「我等の生業」
ソングリーダー「山門会員」

ニコニコ箱報告／松木リカ 会員

会長挨拶 会　長　白井　克彦

ソングリーダー
山門康一 会員

木田副委員長クラブ協議会
熊田会長エレクト

上村光男会員
お誕生プレゼント贈呈

田中理委員長

新名地区大会委員長

23-24年度SAAの
宮本直樹会員

高松北RC橋本会長、久本幹事、
新名地区大会委員長、大矢根会員
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2022年12月　疾病予防と治療月間
No. 日 時間 場所 例会プログラムおよびその他

22 7 12:30〜 JRホテルクレメント高松 クラブ年次総会

23 14 12:30〜 JRホテルクレメント高松
第5回クラブ協議会
5大奉仕活動半期報告

定例理事役員会

24 21 18:00〜 JRホテルクレメント高松 クリスマス忘年家族親睦会　夜間例会

28 休会（定款第8条による）

2023年1月　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

4 休会（定款第8条による）

25 11 18:30〜 夕凪の湯HOTEL花樹海 新年例会　夜間例会

26 18 12:30〜 JRホテルクレメント高松
職業奉仕賞授与スピーチ
香川県立聾学校　福家　雅美 様

定例理事役員会

27 25 12:30〜 JRホテルクレメント高松 客話　高松南警察署　署長　井口　雅博 様

コロナ、コロナで年末
を過ごそうとしていま

す。そもそも「感染」とは「細菌やウイルスなどが、人
や動物などの〈宿主〉に寄生し、体内で増殖すること」
で、仮に感染しても宿主が無症状なら、そのまま平和に
共存することもできるのですが、宿主の体調が悪化する
と、それは「感染症」ということになるらしい。これま
でも実に多くの感染症が人類の行く手を阻んできまし
た。歴史上確認されているだけで、ペスト、コレラ、天
然痘、梅毒、結核、ハンセン病、マラリア、デング熱、
エボラ出血熱、エイズ等々。今日でも、麻疹、風疹、水
ぼうそう、破傷風、インフルエンザ、マイコプラズマ肺
炎などは私たちの身の回りに常に存在しています。「感
染症」だらけと言わざるを得ません。

歴史的なパンデミックとしては、13世紀のハンセン
病、14世紀のペスト、16世紀の梅毒、17〜18世紀の
天然痘、19世紀のコレラと結核、20世紀に入ってから
はスペイン風邪やエイズなどです。だが、このなかで人

類が完全に撲滅できたのは、実に天然痘ただひとつのよ
うです。

識者が言うには「人と病原体との闘いは、未来永劫に
つづく宿命です。私たち人類がさまざまな苦難を乗り越
えて進化してきたのと同様に、ウイルスや細菌もまた、
自らの進化のため、〈宿主〉として私たち生物を選び、
あるときは壮絶な闘いをしかけ、あるときは共存関係を
保つことで、共に長い歴史を歩んできました。そして
ダーウィンの「種の起源」では、「生き物は大きな環境
の変化があると、環境に適した形態を持っているものは
生き残り、適していないものは滅びる。それによって進
化がおきる」と述べています。

その進化のひとつとして形成されていったのが奉仕の
理想であり、そのこころに集う組織が高松南ロータリー
クラブあり、ロータリアンの活動があります。組織の涵
養は「醍醐味を味わう」ではないでしょうか。そんなこ
んなの奉仕の理想を掲げた月報12月号です。ご高覧く
ださい。 （編集子）

編集後記

12月の誕生者
〜おめでとうございます〜

太田　英章（5日）、平井　信一（15日）、大西　玉喜（25日）
上村　光男（27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

10月出席率 10月累計 244 48 29 179 33 13 192 85.28 ％
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