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2021-22年度 7月14日　第２回
日時／令和3年7月14日（水）12:30〜
場所／JRホテルクレメント高松

　　　　　　　　　今日は何の日？
　今日は…『五十嵐素一 氏（1958-07-14）』
が生まれた日
五十嵐健治氏について
・北海道の開拓団に加わるが、うまく行か
ず、自殺を考えながら小樽の町をさまよって

いた際、夜の明かりに引かれてキリスト教会に導かれ、自殺を
思い留まった。19歳のときに五十嵐は洗礼を受け、クリスチャ
ンとなる。
・ 三井呉服店（のちの三越）に入社し、10年勤め上げ、29歳の

誕生日に起業する。
・1906年に日本橋呉服町に白洋舍創立。
・1907年に独力で日本で初めて水を使わぬ洗濯法の開発に成功。
・ 1941年に太平洋戦争が起ると社長の座を譲り、残りの生涯を

キリスト教の伝道に費やす。
五十嵐健治氏から学ぶこと
　人のやらない仕事、人の嫌がる仕事をすすんで引き受けよう。

・夏季家族親睦例会
日時：8月25日18：30～20：30（夜間例会）
場所：夕凪の湯HOTEL花樹海
☆温泉入浴付き

・7/21 第3回クラブ協議会（五大奉仕委員会活動計画発表）
 堀 祥二ガバナー補佐公式訪問

・7/28 卓話「新会員卓話/自己紹介」
 吉田 直由会員（ナイスタウン出版（株）専務取締役）

例会変更：　WB掲示

二 コ 二 コ 箱

田村会員「本日もありがとうございました。宮本さん、SAAデビュー
お疲れ様でした。今日は森喜朗元総理も誕生日です。来週
もよろしくお願いします。」

林会員「宮本副SAA、初司会お疲れ様でした。お先に失礼します！」

計￥3,000　　合計￥40,000

会員掲示板

●メークアップ
堀(祥)会員、ソバハニ会員、豊田会員

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」

2021-22年度
ガバナー補佐公式訪問・第3回クラブ協議会
7月21日　第３回

日時／令和3年7月21日（水）12:30〜
場所／JRホテルクレメント高松

　　　　　　　　　今日は何の日？
今日は…『藤川球児 氏（1980-07-21）』が

生まれた日
藤川球児氏について
・父が草野球でノーヒットノーランを達成し
た翌日に生まれたため、この縁から「球児」

と名付けられた。
高知商業高校では2年の時に夏の選手権大会に出場し、高校

日本代表にも選ばれ、1998年のドラフト1位指名で阪神タイガー
スに入団。

2000年には1軍初登板をしますが、先発ではなかなか結果が
出ず、解雇寸前まで追い込まれますが、コーチたちの指導もあ
り中継ぎに転向。
2005年　最優秀中継ぎ投手となる。
2006年　クローザーとしても活躍、WBCに出場
2007年　クローザーとなり、この年に最多セーブ投手を獲得。
2008年　北京オリンピック代表に選出
2012年　通算200セーブを記録し、オフにはFA権を行使してメ

ジャーリーグへの移籍を表明。シカゴ・カブスへ移籍
2015年　故障による手術もあり、テキサス・レンジャースに移

籍するも途中解雇。日本に戻り、独立リーグの四国Ｉ
Ｌリーグに入団。

2016年　古巣阪神タイガースへ復帰。毎年50試合程度の登板を
し、チームを支える。

2020年　引退。1年間にわたって身体のコンディションを整え
ることが難しくなったので『プロとして失格』（と
悟ったこと）」を挙げた。

藤川球児氏から学ぶこと
未来のスーパースターになるチャンスを持った子供達に僕が

投げる姿を見てもらって今後の夢に繋げて貰いたい。僕が投げ
る事で喜んでくれる人達の顔が見たい。僕を応援してきてくれ
た人達、育ててくれた高知から野球人生を再スタートする事に
決めました。

2021-2022年度第3回クラブ協議会 各委員会報告
『クラブ奉仕委員会』  委員長　白井　克彦
Ⅰ．活動方針

クラブ奉仕委員会は、ロータリー5大奉仕の中で、クラブ
運営の重要な第一奉仕部門であります。
・クラブ方針・方向性・例会運営に大きな影響を持つ奉仕活

動の基本であります。

会長挨拶 会　長　田村禎啓

幹事報告

会長挨拶 会　長　田村禎啓
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奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために
RI会長：シェカール・メータ　会長：田村禎啓　幹事：中村耕太郎
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・ロータリアンが自己のクラブを円滑に、また効果的にそし
て楽しく機能せることができるように、管理・運営する委
員会です。充実したクラブ奉仕活動が職業奉仕・社会奉
仕・国際奉仕・青少年奉仕の各活動を活性化させクラブの
繁栄に繋がるようにしなくてはなりません。

・本年度2021－2022年度RI会長シエカ―ル・メータ氏の
テーマにある〈奉仕しようみんなの人生を豊かにするため
に〉について今からよく研究していきます。・RI第2670地
区運営方針〈成長しょうロータリアン〉今年度高松南ロー
タリークラブ運営方針〈1年先の未来を考え、新しい取り
組みをしていこう〉を常に心掛けていきます。

Ⅱ．活動計画（具体的行動計画・目標）
委員長のみ取り組みでは無く、全会員の意識高揚に向け委員
会活動にすることが重要です。
・また戦略計画委員会と共有することで、ロータリアンの育

成を進めていけるように努力する。
・クラブ奉仕各委員長の調整を図り、調和のとれた活動が行

われるように努力します。
・出席することが楽しい例会作りに一意専心します。

『職業奉仕委員会』 委員長　多田　耕三
Ⅰ．活動方針

「職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて価値
のあるものと認識し、社会に奉仕する機会としてロータリア
ン各自の職業を高潔なものとすること。」

ロータリーの目的の第2項に、上記のように記されていま
す。会員各人が、自らの職業を通じて人々に奉仕し、社会に
貢献することが、職業奉仕活動の原点であります。

上記のことを踏まえ、活動方針を下記のように定めます。
１．職業の多様な価値観を理解し、享受する。
２．職業スキルを活かし、地域社会に奉仕する。
３．職業での経験から学んだことを、後進に伝える。

Ⅱ．活動計画（具体的行動計画・目標
高松養護学校「夏季集中研修会」への参加

・学生の支援となる奉仕活動の実施（中止決定）
２.　『高松大学　職業指導懇談会』の実施
≪テーマ≫
・採用したい学生像、新人社員に求める資質
・学生と社会人の違い（ニューノーマルについて）
３.　『職業奉仕賞』の選定
・記念品の贈呈及び受賞記念客話の実施

『社会奉仕・環境保全委員会』 委員長　岡　隆夫
Ⅰ．活動方針

2021-2022年度国際ロータリー会長のテーマは、「奉仕しよ
う みんなの人生を豊かにするために」です。

昨年度は、感染症の拡大により、「おもてなし遍路道
ウォーク」をはじめ、いくつもの事業が中止となりました。
今年度も事業を円滑に実行できるのか？不安はありますが、
できうる方法を考えて行動してまいります。

また、地域においてのボランティア活動、イベントの手伝
い等身近なところでのお役に立てることをアンテナを伸ばし
て実践してまいります。

Ⅱ．活動計画（具体的行動計画・目標）
１．高松市主催の環境美化活動に参加。
２．香川県立高松養護学校の支援継続。
３．水資源保護活動の実践。
４．「遍路とおもてなしネットワーク」事業への協力。

５．スペシャルオリンピックとの連携及び支援。
６．9/12㈰ロータリー奉仕デー地球環境保全プロジェクト
（海岸清掃）

『国際奉仕委員会』 委員長　岡　佳寿也
Ⅰ．活動方針

コロナの影響により、例年行われてます活動が中止となっ
ています。その中でも、クラブの国際的活動を推進できるよ
う努力します。

Ⅱ．活動計画（具体的行動計画・目標
１．青少年短期交換計画が中止になった。
２．（青少年短期交換計画が中止になったので）

Camp Merry Heart（ニュージャージー州にある障がい
者自立支援施設）の支援も無し。

３．書き損じハガキを募る。
『青少年奉仕・ローターアクト委員会』 委員長　田中　理
Ⅰ．活動方針

１．国際ロータリー（RI)におけるローターアクトクラブに
ついてローターアクターとともに理解を深める。
・2020年7月より改定された標準ローターアクトクラブ定

款、推奨
ローターアクトクラブ細則が有効となる。

・2022年7月より人頭分担金を負担。（学生クラブ 1人年　
US＄5）（RC 35.5　一般 8）

２．奉仕パートナーとして香大RACとの親睦と協働奉仕実施
・ローターアクト4大地区行事参加

３．RYLA、少年少女キャンプ、地区青少年奉仕活動への参
加検討

Ⅱ．活動計画（具体的行動計画・目標）
１．地区行事参加支援

（旅費・登録料として青少年活動全体で年間20万円を上
限に補助）

２．親睦と協働奉仕実施
・家族会、例会、早明浦草刈、高松クリーンデー、高松養

護学校支援、女木島清掃他
・客話での活動報告や事例紹介
・直近として幹部交代式（6/24リモート）

３．ローターアクトの理解
・当委員会メンバーはMyRotaryにある「ローターアクト

ハンドブック」にて
ローターアクトについての熟知をはかる

Ⅱ．活動計画（具体的行動計画・目標）
４．RACとのコミュニケーション

・コロナ感染防止を徹底した上でRACとのコミュニケー
ションを増やして指導や活動の活発化を促す

【2021-2022年度RAC幹部】
会　長：川本　遥　　　　副会長 ：米盛心優
幹　事：山崎涼平　　　　副幹事：寺尾　陽
顧　問：肥塚肇雄 教授

・7/28 卓話「新会員卓話/自己紹介」
 吉田 直由会員（ナイスタウン出版（株）専務取締役）
・8/4 東　邦彦ガバナー公式訪問
・8/11 休会（定款第8条）
・8/18 卓話「新会員卓話/自己紹介」
 杉元　幹史会員（香川大学医学部  泌尿器科  教授）
・8/25　夏季家族親睦例会 他クラブ例会変更　　WB掲示

幹事報告

例　会
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二 コ 二 コ 箱

堀（祥）会員「会長幹事との懇談会、クラブ協議会お世話になりました。」
ソバハニ会員「庵治の鎌野でjetskiしましょう。ぜひ来てください。

おかげさまで」
田村会員「堀ガバナー補佐、ソバハニ様本日はお忙しい中、高松南へお

越し下さいまして、有難うございました。一年間頑張って参
ります。木村さんフォローもありがとうございました」

合田会員「お先に失礼致します。」
堀（一）会員「お先に失礼します。」

計￥7,000　　合計￥47,000

会員掲示板

●メークアップ
堀(祥)会員、ソバハニ会員、森(恒)会員、太
田会員、豊田会員

ロータリーソング
「奉仕の理想」
ソングリーダー「平井会員」

2021-22年度 7月28日　第４回
日時／令和3年7月28日（水）12:30〜
場所／JRホテルクレメント高松

　　　　　　　　　今日は何の日？
今日は…『宮武外骨氏（1980-07-28）が亡

くなった日』
宮武外骨氏について

讃岐国阿野郡小野村（現在の香川県綾歌郡
綾川町小野）に庄屋宮武家の四男として生ま

れた。幼名は亀四郎。
一生農家で果てるのを嫌って、高松栄義塾で漢学を学び、明

治14年、14歳の時に上京し進文学舎においても漢学を学ぶ。東
京で多くの出版物に触れて記者や著述家ほど愉快な職業はない
と感じ、『朝野新聞』の成島柳北（なるしまりゅうほく）、『近
事評論』の林正明、『東京新誌』の服部誠一（はっとりせいい
ち）らに憧れ、18歳から執筆活動を始める

17歳の時に戸籍上の本名を"外骨"に改める。幼名の亀四郎の
亀が 漢和辞典の「亀外骨内肉者也」（亀ハ骨ヲ外ニシ肉ヲ内ニ
セル者也）という説明から外骨となる。

反骨精神に富み自ら新聞・雑誌を刊行して政治や権力批判を
行ったためたびたび発禁・差し止め処分を受けた。

一生で4度の入獄と29回までにわたる罰金・発禁を経験した。
昭和2年（1927年）、博報堂の創業者で外骨の友人瀬木博尚の

寄付により、東京帝国大学法学部に明治新聞雑誌文庫（通称
「明治文庫」）の創設を発案、晩年は文庫の事務主任となりその
充実に努めた。

昭和30年（1955年）7月28日に文京区駒込追分町の自宅で死
去。享年89。
宮武外骨氏から学ぶこと
「仕事だけが私を永久にこの地上に残してくれます。私はそ

れで充分だと思つてゐます」

　　　　　　　　　皆様、はじめまして、イゲタプロテックの
秋山剛志と申します。

この度、向陽自販の岡様よりご紹介を頂
き、父に代わり、こちらの高松南ロータリー
クラブに入会させて頂きました。

父同様、体力だけには自信がありますの
で、何なりとお申し付けください。

これからどうぞ宜しくお願い致します。

・8/4 東邦彦ガバナー公式訪問　定例理事役員会
・8/11 休会（定款第8条による）
・8/18 卓話「新会員卓話/自己紹介」
  杉元 幹史会員（香川大学医学部　泌尿器科教授）
・8/25 夏季家族親睦例会　場所：花樹海

二 コ 二 コ 箱
秋山会員「岡さんよりご紹介を頂き本日より入会させて頂きます。よ

ろしくお願い致します。」
岡（隆）会員「父上より『すいたように使ってくれ！』といわれていま

す。皆様よろしくお願いします。」
ソバハニ会員「目の保養におこし下さい。おかげさまで」
田村会員「吉田会員、卓話ありがとうございました。秋山さん、入会

おめでとうございます。お忙しいとは思いますが是非、御
出席お願いいたします。来週はガバナー訪問ですのでふ
るって御参加お願いします。」

森（篤）会員「お先に失礼いたします。」

計￥11,000　　合計￥58,000

会員掲示板

●メークアップ
森(恒)会員、前田会員

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」

2021-22年度 8月4日　第５回
日時／令和3年8月4日（水）12:30〜
場所／JRホテルクレメント高松

今年度香川第㈵分区のガバナー補佐を務めています、堀祥二
と申します。

私は、父が古くからの高松南RCの会員であったこともあ
り、昭和63年7月に入会を許されました。今日も一緒に来てく
れているソバハニさんは、その前年に入会されており、それ以
来付き合っている兄弟です。もう、33年になります。二人とも
に昭和30（1955年）年3月生まれで、彼はイランのテヘラン生
まれのニューヨーク育ち、私は高松生まれで北九州市育ちです。

さて、今年度のRI会長は、インド出身のシェカール・メー
タさんで、年度テーマは”Serve to Change Lives”「奉仕しよう 
みんなの人生を豊かにするために」です。

地区ガバナーは高知県の中村RCの東邦彦さんで、地区テー
マがGrow Rotarian”「成長しようロータリアン」です。お二人
ともに、会員基盤の強化や会員増強に力を入れています。

メータさんは、全世界の会員数がここ何年も120万人で横ば
いなので、”each one bring one”を全ロータリアンに推奨する
ことで、今年度中に130万人に増やしたいと言います。

東ガバナーも、四国地区の会員数が3000名を切り、クラブに
よってはその運営が難しくなってきているところもあり、とに
かく努力して、各クラブ純増2名をお願いしたいということで

会長挨拶 会　長　田村禎啓

卓　話 ナイスタウン出版 ( 株 ) 専務取締役　吉田直由 会員

新会員挨拶 秋山剛志　会員

幹事報告

ガバナー補佐挨拶 堀　祥二　様 

例　会
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例　会
す。ガバナーや地区の方針、考えをクラブにお伝えするのがガ
バナー補佐の役割です。

東ガバナーは、ロータリー財団の年次寄付に＆150、そして
ポリオプラスに$30、米山記念奨学会に10,000円を各ロータリ
アンの数値目標として掲げられています。どうぞよろしくお願
いします。

また、東ガバナーは各分区のIntercity Meeting（IM）を開
催してほしいという方針です。昨年度は善通寺RCと高松RCが
ホストクラブとなり、第Ⅰ分区第Ⅱ分区合同で、善通寺市民会
館で開催しました。今年度は、高松南RCがホストクラブ、坂
出東ＲＣがコ・ホストクラブとなって、レクザムホールで開催
する予定です。日時は来年2月12日（土）午後です。10年前に
も高松南ＲCがホストクラブとして開催しましたが、今回もど
うぞよろしくお願いします。

二 コ 二 コ 箱
渡辺会員「東邦彦ガバナーよりクラブ最年長にてバッチを頂きまし

た。有難う御座います。」
田村会員「東ガバナーならびに堀ガバナー補佐、白木様、一藤様、本日はご

訪問誠にありがとうございました。このような折ですので、他ク
ラブ訪問も滞りなく遂行できるよう祈念しております。」

篠田会員「結婚記念の花ありがとうございました。45周年です。誕
生祝いありがとうございました。73才になりました。」

岡林会員　誕生日プレゼントありがとうございます。楽しい一年にな
ることを期待しております。

堀会員「東邦彦ガバナーようこそ高松南RCへ。白木様、一藤様、昨
夜はずいぶんお世話になりました。」

ソバハニ会員「堀ガバナー補佐、33年間大変勉強になっています。
おかげさまで。」

ソバハニ会員「三宅先生、ワクチン接種ではすてきな方に大変お世話
になりました。」

豊川会員「東ガバナー御中」
金岡会員「誕生日プレゼントありがとうございました。」

計￥37,000　　合計￥95,020

会員掲示板

●メークアップ
森会員、堀会員、前田会員、伊藤会員、田中
会員、詫間会員、堀川会員、中村会員

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「大西会員」

●メークアップ
8/20　堀会員　　9/24　増尾会員
10/1　森(恒)会員、宮本会員、森(敬)会員

2021-22年度 10月6日　第６回
日時／令和3年10月6日（水）12:30〜
場所／JRホテルクレメント高松

二 コ 二 コ 箱
吉田会員「長男勇人（はやと）が司法試験に合格しました。誕生祝い

ありがとうございます」
ソバハニ会員「10/3白井さんのゴルフ忘れて欠席しました。ごめん

なさい。おかげさまで」
伊藤会員「結婚祝いの花ありがとうございます!!10周年です。危うく

忘れるところでした!!ありがとうございます!!」

田中会員「お先に失礼致します」
木田会員「誕生日祝いありがとうございました」
中村会員「誕生祝いありがとうございます。山登りを楽しんでいる今

日この頃です!」
松本会員「誕生祝ありがとう」
田村会員「誕生祝いありがとうございます。長らくお会い出来ており

ませんでしたが、本日より再開です。今後ともよろしくお
願い致します。」

熊田会員「誕生祝ありがとう」
林会員「55才になりました。大学で建築に真剣に打ち込み、誰にも

負けないように仕事に取り組みたいと思います」
篠田会員「詫間会員お世話になりました。皆さん久しぶりの例会で

す。元気で出席しましょう」
新地会員「お先に失礼します」

計￥38,000　　合計￥113,020

会員掲示板

●メークアップ 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「住田会員」

2021-22年度 10月13日　第７回
日時／令和3年10月13日（水）12:30〜
場所／JRホテルクレメント高松

二 コ 二 コ 箱
三宅会員「結婚記念の花束有難うございます。55回目の記念日です。

花の美しさに比べ老婆のは？」
田村会員「先日の一日会、参加出来ず申し訳ありませんでした。前夜

祭に御参加頂いた方々はありがとうございました」
新地会員「お先です」

計￥4,000　　合計￥117,020

会員掲示板

●メークアップ
田中会員

ロータリーソング
「我等の生業」
ソングリーダー「森（篤）会員」

●メークアップ
10/14　堀会員、ソバハニ会員　　10/19　ソバハニ会員

2021-22年度 10月20日　第8回
日時／令和3年10月20日（水）12:30〜
場所／JRホテルクレメント高松

二 コ 二 コ 箱
佃会員「imよろしくお願いいたします」
松木会員「誕生日プレゼントありがとうございます」
前田会員「お先に失礼します」
堀会員「結婚祝、花束ありがとうございました。お先に失礼します」
田村会員「牟禮さん、卓話ありがとうございます。来週は、新会員の

歓迎会ですので皆様参加の程よろしくお願い致します」
計￥21,000　　合計￥138,020

会員掲示板

●メークアップ
宮本会員、ソバハニ会員、堀会員、宮本会員

ロータリーソング
「奉仕の理想」
ソングリーダー「大西会員」

2021-22年度 10月27日　第9回
日時／令和3年10月27日（水）12:30〜
場所／JRホテルクレメント高松
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二 コ 二 コ 箱
岡会員「10月7日結婚記念日のお花ありがとうございました。クリー

ンデー急な案内に、駆けつけてもらいました。ありがとう
ございました。」

杉元会員「この度、正式に入会のご挨拶をさせて頂きました。今後と
もよろしくお願いいたします。」

田村会員「岡隆夫さん、並びにクリーンデーに御参加頂いた方々あり
がとうございました。おめでとうございます。新会員の
方々も歓迎致します。これから、より参加をよろしくお願
い致します。今週和歌山へ行って参ります！」

前田会員「吉田会員・杉本会員・白鳥会員入会おめでとうございま
す。ロータリー活動頑張って下さい。」

伊藤会員「皆様、歓迎会ありがとうございます！！よろしくお願いします！」
上村会員「結婚記念日の花束ありがとうございました。早、44年目

になりました。」
吉田会員「本日はありがとうございました。今後とも微力ですが、会の

為に励んで参りたいと思います。よろしくお願い致します。」
白鳥会員「新入会員歓迎会開催して頂き、ありがとうございます。」
合田会員「申し訳ございませんが、途中で失礼致します。新入会員の

皆様、今後ともどうぞよろしくお願い致します。」
計￥30,000　　合計￥168,020

会員掲示板

●メークアップ
中村会員、森会員、岡林会員、新地会員、田
中会員、小野会員、岡会員、松本会員、合田
会員、大西会員、多田会員、宮本会員、太田
PDG、豊田PDG

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」

2021-22年度 11月10日　第10回
日時／令和3年11月10日（水）12:30〜
場所／JRホテルクレメント高松

二 コ 二 コ 箱
秋山会員「昨夜は歓迎会ありがとうございました。」
伊藤会員「昨日の家族例会ありがとうございました！！今後ともよろ

しくお願いします！」
宮本会員「結婚記念日のお花ありがとうございました。」
木田会員「結婚記念日の花束ありがとうございます。」
渡辺会員「誕生祝ありがとうございました。」
吉田（茂）会員「平井さん、岡さん、中村さん、田村さん運転ありがと

うございました。3位でした。おかげさまで。」
吉田（直）会員「昨日の家庭集会、田村会長、中村様、篠田様、堀川様あ

りがとうございました。今後ともよろしくお願い致します。」
白鳥会員「家族集会ありがとうございました。」
金岡会員「すみません。お先に失礼致します。」
合田会員「申し訳ございませんが、途中で失礼致します。」
田村会員「山本会長、山本幹事、先日は大変お世話になりました。本

日も遠路はるばるありがとうございます。藤田さん、多田
さん卓話ありがとうございます。第2回もよろしくお願い
致します。また昨日は、炉辺会合が無事行われました。御
参加頂いた方々もありがとうございました。」

計￥30,000　　合計￥198,020

会員掲示板

●メークアップ
増尾会員森(敬)会員、岡林会員、森(恒)会員、
ソバハニ会員、田中(理)会員

●ビジター
田辺はまゆうロータリー 山本会長、山本幹事

ロータリーソング
「国歌、我等の生業、バース
デーソング」
ソングリーダー「平井会員」

2021-22年度 11月17日　第11回
日時／令和3年11月17日（水）12:30〜
場所／JRホテルクレメント高松

二 コ 二 コ 箱
詫間会員「結婚記念祝いありがとうございました。篠田さんお世話に

なりました。」
岡林会員「結婚記念の花束プレゼントありがとうございました。41

年になります。ふたり仲良くゴルフを楽しんでいます。」
田村会員「皆様、臨時総会、御参加ありがとうございました。IMもよ

ろしくお願いします。　来週は2回目のZOOM講習です。
奮ってご参加下さい。」

森（篤）会員「結婚記念日のお花ありがとうございました。」
新地会員「お先に失礼します。」
伊藤会員「急用で申し訳ありません。お先に失礼いたします。」

計￥10,000　　合計￥208,020

会員掲示板

●メークアップ
森(恒)会員

ロータリーソング
「奉仕の理想」
ソングリーダー「森（篤）会員」

2021-22年度 11月24日　第12回
日時／令和3年11月24日（水）12:30〜
場所／JRホテルクレメント高松

二 コ 二 コ 箱
森会員「誕生日のお祝いありがとうございました。」
マスウドソバハ二会員「久しぶりの海外出張で参加できませんが、

11/28の一日会にはニコニコ参加します。アプローチ練
習頑張ります。おかげさまで！！」

田村会員「藤田さん、多田さん、2週にまたがり、ありがとうござい
ました。有事の際には、オンライン例会実施したいと思い
ます。今年もあと1か月と少しとなりました。年内、よろ
しくお願い致します。」

計￥5,000　　合計￥213,020

会員掲示板

●メークアップ
田中(理)会員、森(恒)会員

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」

2021-22年度 12月1日　第13回
日時／令和3年12月1日（水）12:30〜
場所／JRホテルクレメント高松

二 コ 二 コ 箱
平井会員「渡辺様お世話になりました。」
前田会員「熊田会員会表ノミニー就任おめでとうございます。」
白井会員「平井さんいつもありがとうございます。先日、一日会ゴル

フコンペで、優勝する事ができました。ありがとうござい
ました。チーム三宅で全員頑張ることができました。カ
バーナ杯ゴルフコンペも優勝目指します。」

白井会員「2022〜2023年度理事の皆様方、来年度、御指導宜しく
お願い致します。」

太田会員「12月5日1932年生まれ。89才になりました。」
上村会員「お誕生日のプレゼントありがとうございます。まだまだこ

れからもチャレンジします。」
大西会員「誕生日のお祝いありがとうございました。」
増尾会員「結婚記念のお花ありがとうございます。もう48年たちました。」
大橋会員「11/11結婚記念のお花届けてくださり、ありがとうございま

した。今年52年になります。お陰様で、家内も元気で、要介
護にならないように、なんとか日々努めています。」
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吉田会員「瀬戸フィルのチケットを購入して下さい。よろしくお願い

します。」
ソバハニ会員「11月初めにオリーブの収穫にポルトガルに行きました。

今年もいいオイルとれました。結婚して35年、高松に来て
35年、花束ありがとうございました。おかげさまで。」

田村会員「先日、愛媛県にてロータアクト会長幹事会が行われまし
た。ご参加頂いた林会員、田中理会員、ありがとうござい
ました。一日会参加できず、すみません。」

計￥36,000 　　合計￥249,020

会員掲示板

●メークアップ
田中会員、林会員、堀会員、ソバハニ会員

●ビジター
森会員（高松グリーンRC）

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」

2021-22年度 12月8日　第14回
日時／令和3年12月8日（水）12:30〜
場所／JRホテルクレメント高松

二 コ 二 コ 箱
白井会員「今城会員SAA選出にあたり早々の受け入れいただき大変あ

りがとうございました。楽しい例会にしていきましょう。
ドラフト会議で大谷君を選出できた様な気持ちです。グッ
ドラック」

松本会員「結婚祝 花、ありがとうございます。」
堀川会員「結婚記念日のお花ありがとうございました。」
ソバハ二会員「高松南RCの皆様　I Love You!　オカゲサマデ。」
田村会員「先日、職業指導懇談会が行われました。感染対策が施され

盛況でした。多田委員長 岡隆夫会員、ありがとうござい
ました。」

計￥13,000 　　合計￥262,020

会員掲示板

●メークアップ
森（恒）会員、岡林会員、白鳥会員、前田会
員、増尾会員

ロータリーソング
「我等の生業」
ソングリーダー「住田会員」

2021-22年度 4月13日　第37回
日時／令和4年4月13日（水）12:30〜
場所／JRホテルクレメント高松

二 コ 二 コ 箱
前田会員「住友生命の山田様、入会おめでとうございます。それと4月

12日、昨日で63才となりました。自分自身ではまだ、48才
ぐらいの気持ちでおります。今後共よろしくお願いします。」

中村会員「結婚記念日のお花ありがとうございます。無事22年目を
迎えることができました。」

岡隆夫会員「たなべはまゆう30周年記念式典に参加してきました。
かつお、めちゃ美味しかった！」

伊藤会員「初卓話です！よろしくお願いいたします！！」
宮本会員「誕生日プレゼント2月にさかのぼりますが、ありがとうご

ざいました。」
多田会員「誕生日プレゼントありがとうございました。52才になり

ます。新しいことへのチャレンジがんばります。」
岡（佳）会員「誕生日のお祝いありがとうございました。」
田村会員「田辺はまゆうRCの30周年記念式典に参加して参りまし

た。例会再開出来まして、嬉しく思います。今後ともよろ
しくお願いします。」

新地会員「お先に失礼します。」
計￥22,000 　　合計￥340,020

会員掲示板

●メークアップ
岡(隆)会員、今城会員、マスウド・ソバハ
ニ会員、山田会員、森(恒)会員

ロータリーソング
「我等の生業」
ソングリーダー「大西会員」

2021-22年度 4月20日　第38回
日時／令和4年4月20日（水）12:30〜
場所／JRホテルクレメント高松

二 コ 二 コ 箱
田中（理）会員「2/12のIMでは、準備にご協力いただいた皆様、当日ご

出席とお手伝いいただいた皆様、本当にありがとうございま
した。1月の結婚記念のお花もありがとうございました。」

佃会員「IMご協力ありがとうございました。」
小野会員「誕生日プレゼント、ありがとうございました。還暦になり

ました。」
詫間会員「誕生祝いありがとうございました。」
三宅会員「誕生祝をありがとうございました。」
ソバハニ会員「そろそろジェットスキーのシーズンです。皆様、庵治

の家に遊びに来て下さい。おかげさまで。」
田村会員「山門さん、御入会おめでとうございます。これからもよろ

しくお願いいたします。」
計￥21,000 　　合計￥361,020

会員掲示板

●メークアップ
多田会員、森(恒)会員、山田会員、豊田会
員

ロータリーソング
「奉仕の理想」
ソングリーダー「住田会員」

2021-22年度 4月27日　第39回
日時／令和4年4月27日（水）12:30〜
場所／JRホテルクレメント高松

二 コ 二 コ 箱
田辺はまゆうロータリークラブ会長　山本様 

「本日はおめでとうございます。そしてお世話になります。」
伊藤会員「65周年おめでとうございます！！」
楠木会員「結婚記念日のお花、ありがとうございました。」
田村会員「太田PDG、思い出話をありがとうございました。山本会

長、遠路ありがとうございました。山本会長は、今日の朝
カーナビが故障してしまい、自力で高松までいらっしゃっ
たそうです。ルートを覚える程、来て下さっていることに
感謝です。今後とも、よろしくお願いいたします。」

ソバハ二会員「高松南RC、創立65周年おめでとうございます。おか
げさまです。」

藤田会員「本日は、栗林公園、そして商工奨励館をご利用いただき、
ありがとうございます。ようやく、商売再開です。宴会、
式典、結婚式のご用命がありましたらぜひ。」

計￥12,000 　　合計￥373,020

会員掲示板

●メークアップ
森(恒)会員、山田会員、岡林会員

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」

2021-22年度 5月11日　第40回
日時／令和4年5月11日（水）12:30〜
場所／JRホテルクレメント高松
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二 コ 二 コ 箱
吉田会員「誕生日お祝いありがとうございます。今年で、37才になりま

した。最年少ですがしっかり励んで参りたいと思います。」
今城会員「誕生日プレゼント、ありがとうございます。53才になり

ました。」
大西会員「結婚記念日のお花、ありがとうございました。」
ソバハニ会員「じゅうたん展を、5/18〜29高松市美術館で開催しま

す。子供達にもぜひ、本物のペルシャじゅうたんに触れて
もらいたいと思っています。おかげさまです。」

伊藤会員「本日は、お先に失礼させて頂きます。」
篠田会員「吉田茂会員！今日の卓話。我がクラブの【ブラタモリ】楽

しく拝聴しました。」
田村会員「藤田さん、先々週の周年記念例会、尽力頂きましてありが

とうございました。次週は、クラブ協議会よろしくお願い
いたします。」

計￥13,000 　　合計￥386,020

会員掲示板

●メークアップ
大西会員、上村会員、白鳥会員、住田会
員、新地会員、小野会員、岡(隆)会員、松
木会員、田中(理)会員、森(恒)会員、前田
会員、堀川会員、豊田会員

ロータリーソング
「国歌、我等の生業、バース
デーソング」
ソングリーダー「住田会員」

2021-22年度 5月18日　第41回
日時／令和4年5月18日（水）12:30〜
場所／JRホテルクレメント高松

二 コ 二 コ 箱
白井会員「2022-2023年度会長方針発表、ご清聴ありがとうござい

ました。「イマジンロータリーを実施し、その楽しみをみ
んなのために」「お誕生日祝いの、品目いただきありがと
うございます。大切に使います。一日会、取りきり杯優勝
ありがとうございます。」

山田会員「先日の一日会、初参加ながらアットホームな雰囲気の中、
ハンディにも恵まれ、優勝することができました。参加さ
れました皆様に感謝です。ありがとうございました。」

住田会員「結婚記念日の花、ありがとうございました。」
ソバハニ会員「魔法のじゅうたん展、高松市美術館にて本日5/18

〜5/29開催しています。触ると欲しくなるので Don’t 
touch おかげさまです。」

田村会員「先日の一日会、御参加頂きました方々、ありがとうございまし
た。次年度の各委員長の皆様、よろしくお願いいたします。」

堀川会員「お先に失礼します。」
計￥21,000 　　合計￥407,020

会員掲示板

●メークアップ
前田会員、森(敬)会員、森(恒)会員、新地
会員

ロータリーソング
「奉仕の理想」
ソングリーダー「住田会員」

2021-22年度 5月25日　第42回
日時／令和4年5月25日（水）19:00〜
場所／JRホテルクレメント高松

二 コ 二 コ 箱
山田会員「本日はどうもありがとうございました。これからどうぞ、

よろしくお願い致します。」
山門会員「歓迎会ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。」
濱辺会員「急用のため、早退いたします。」
田村会員「平井さん、田中理さん、一日会一年間ありがとうございま

した。お世話になりました。山田さん、山門さん、これか
らよろしくお願いいたします！」

計￥8,000 　　合計￥415,020

会員掲示板

●メークアップ
森(恒)会員、豊田会員、太田会員

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」

2021-22年度 6月1日　第43回
日時／令和4年6月1日（水）12:30〜
場所／JRホテルクレメント高松

二 コ 二 コ 箱
森（恒）会員「ご無沙汰しております。久し振りの例会出席です。あり

がとうございます。」
山門会員「誕生祝ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。」
白鳥会員「結婚記念日のお花と、誕生日祝い、ありがとうございました。」
ソバハニ会員「美術館展示会、たくさんの方、ご来場ありがとうござい

ました。おかげさまで、たくさんの愛をいただきました。」
藤田会員「誕生日プレゼントありがとうございます。遂にこの時が来まし

た。30才とって永遠にハタチです。栗林公園商工奨励館、指定
管理のプロポーサルコンぺ取れました。3年継続しますので。」

多田会員「所用のため、お先に失礼します。」
岡（佳）会員「お先に失礼致します。」
金岡会員「誕生日のお祝いありがとうございます。お先に失礼します。」
新地会員「お祝いありがとうございました。」
田村会員「三野さん、お話し頂きありがとうございました。これから

のご活躍を祈念しております。」
計￥20,000 　　合計￥435,020

会員掲示板

●メークアップ
杉元会員、田中会員

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「住田会員」

2021-22年度 6月8日　第44回
日時／令和4年6月8日（水）12:30〜
場所／JRホテルクレメント高松

二 コ 二 コ 箱
ソバハニ会員「マリンスポーツに適した季節になりました。庵治の海

でジェットスキーしましょう。遊びに来て下さい。おかげ
様で。」

住田会員「誕生日プレゼント、ありがとうございました。」
田村会員「山田さん、自己紹介ありがとうございました。これからも

よろしくお願いいたします。来週は夜間例会ですので、そ
ちらもよろしくお願いいたします。」

山田会員「卓話、ご静聴ありがとうございました。どうぞこれからよ
ろしくお願いします。」

計￥6,000 　　合計￥441,020

会員掲示板

●メークアップ
森(恒)会員、山田会員、詫間会員、堀会員

ロータリーソング
「我等の生業」
ソングリーダー「山田会員」

2021-22年度 6月15日　第45回
日時／令和4年6月15日（水）18:30〜
場所／JRホテルクレメント高松
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二 コ 二 コ 箱
詫間会員「戦略計画委員会、次年度もよろしくお願いします。」
ソバハニ会員「田村会長、中村幹事、お疲れ様でした。白井会長、谷本幹

事、楽しい一年にしましょう。ボンボヤージュ。おかげ様で」
田中（理）会員「次年度も青少年奉仕委員長で頑張りますので、よろ

しくお願い致します。お先に失礼いたします。」
田村会員「次年度、各委員長の皆様、ありがとうございました。来年

もよろしくお願いいたします。」
計￥8,000 　　合計￥449,020

会員掲示板

●メークアップ
田中(理)会員、田中(弘)会員、今城会員、
森(恒)会員、前田会員

ロータリーソング
「奉仕の理想」
ソングリーダー「住田会員」

2021-22年度 6月22日　第46回
日時／令和4年6月22日（水）12:30〜
場所／JRホテルクレメント高松

二 コ 二 コ 箱
伊藤会員「誕生月です。ありがとうございます！！」
前田会員「お先に失礼します。例会にはあまり出席できてませんが、

メークアップをしてますので。」
大橋会員「81才の誕生日のお祝いわざわざ送っていただき、ありが

とうございました。」
大西会員「3年間、お世話になりました。ありがとうございました。

後任の大西もよろしくお願いいたします。」
マスウド・ソバハニ会員「今日は、欠席していますが、あなたたちの

心の中にソバハニはいます。　I Love you。」
田中（理）会員「誕生日プレゼント、ありがとうございました。　まだ

まだ45才、若々しく頑張ります。」
田村会員「五大奉仕の委員長の皆様、一年間ありがとうございました。

来週は、最終の夜間例会です。よろしくお願い致します。」
計￥17,000 　　合計￥466,020

会員掲示板

●メークアップ
岡林会員、堀川会員、森(恒)会員、前田会
員、吉田会員

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「伊藤会員」

2021-2022年度の最終
号になってしまいまし

た。コロナ禍に敗けた編集力です。でも、負け惜しみで
なく私たち日本人は、世界の人たちからすれば、かなり
高い現場力を持っていると評価されています。私たちは
日々の生活の中で、非常に多くのモノと関わって生きて
います。人間らしく生きるためには、道具をただの無機
質なモノとして取り扱うのではなく、美意識や感謝を
持って扱うことで私たちの生活や仕事環境は豊かになり
ます。拘りを持って、特別な注意を払って作られたモノ
にはそれだけの価値があるし、私たちはそうして作られ
たモノから喜びや満足感を得ることができます。日本の
モノづくりの特徴として面白いのは、自動で作る技術を
持っているだけでなく、その過程に何らかの知恵を入れ
ることで、製品に特別な「品質」を与える技術も持って
いる点です。モノづくりの過程を単に自動化して、機械
で同じモノを作るのとは大きく異なっています。いまの
時代、機械化や現代化は重要ですが、そんな中でもこう

した古き良きモノづくりの品質、即ち機械的に自ら動く
「自動」ではなくて、人間の意志をもって自ら働く「自
働」を大切に継承していく、その基礎は4S（整理・整
頓・清掃・清潔）の現場にあり、その出発点は、外国で
は例を見ない小学生児童による教室の清掃だといわれて
います。世界の人々が尊敬している日本の製品も、技術
的にはパーフェクトではないかもしれないけれど、そこ
に機械が作ったものにはない特別な魅力、息吹が感じら
れます。私たちのロータリー活動にも、そういった息吹
がほしいものです。こんな言葉があります。「人生　知
るはよろこび　調べるは楽しみ　わかる感動　学びは一
生」これに続くのは、「ロータリアンには夢がある。奉
仕活動の一つひとつに、どうしても叶えたい夢がある」
ではないでしょうか。

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
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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 177 33 17 126 33 2 128 79.30 ％
７月出席率 ７月累計 233 44 30 166 45 8 174 79.10 ％
８月出席率 ８月累計 177 33 8 44 11 1 45 80.40 ％
９月出席率 ₉月累計 295 55 0 0 0 0 0 0.00 ％
10月出席率 10月累計 236 44 25 166 41 10 176 81.10 ％
11月出席率 11月累計 177 33 23 125 35 7 132 79.10 ％
12月出席率 12月累計 236 44 29 158 49 14 172 77.85 ％
１月出席率 １月累計 234 44 14 76 31 3 79 71.80 ％
２月出席率 ２月累計 174 33 0 0 0 0 0 00.00 ％
３月出席率 ３月累計 174 55 0 0 0 0 0 00.00 ％
４月出席率 ４月累計 230 44 29 169 32 14 183 84.98 ％
５月出席率 ５月累計 174 33 17 111 41 6 117 74.00 ％

例　会


