
■例会場：ホテルマリンパレスさぬき 

■例会日：毎週木曜日 PM6：30より 

■事務所：高松ホテル旅館料理協同組合 

    高松市西の丸町 10-15 TEL851-2661 

■URL：http：//tgrc.jp 

  会長：平田 真由美  幹事：太田 貴道 

 

 

  

≪ 9月度例会 スケジュール ≫ 

＊9/01 1347 回 客話 ｵﾌｨｽ早蕨 代表 原田さとみ様 ロータリー情報委員会 

＊9/08 1348 回  八田ガバナー公式訪問 理事会 

＊9/15 1349 回 委員会事業 移動例会 親睦ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ大会 親睦活動委員会 

＊9/22          定款第８条により休会 

＊9/29 1350 回 卓話 落合会員 

●会員数  ： 37名  ●出席基準数 ： 34名 

●出席者数 ： 29名  ●欠席者数   ： 5名 

●出席率  ： 85.29%  ●ビジター   ： 0名 

8月 4日 最終出席率 69.70％ → 88.24％ 

最終欠席者名 ： 筧・石橋・松野・関谷 

第 1347 回 例会報告 9 月 1 日 

日 

我がクラブの強みを考え、何ができるか想像し、そして次につなごう 

□ 8/25 出席報告 

□ 幹事報告 

 

・第 2 回定例理事会の報告をしました。 

 

□ 休会 

 

□ ニコニコ 

 

・9 月 19 日(月) 東かがわ RC 
・9 月 20 日(火) 高松中央 RC 
・9 月 23 日(金) 小豆島 RC 
・9 月 29 日(木) 観音寺 RC 
・9 月 30 日(金) さぬき RC 
・10 月 14 日(金) 小豆島 RC 

□ プログラム委員会より 

 

 
今週プログラム  ● 9 月 1 日（1347回） 
            客話 ｵﾌｨｽ早蕨 代表 原田さとみ様 

ロータリー情報委員会 
次週プログラム  ● 9 月 8 日（1348回） 
            八田ガバナー公式訪問 理事会 
先週プログラム  ● 8 月 25 日（1346回） 
             クラブ協議会 槙塚ガバナー補佐来訪 

 NO． 

1347 
 

2022－2023 年度 国際ロータリー第 2670地区 

高松グリーンロータリークラブ 

発行日 

2022年 9月 1 日 2022－202３年度 

国際ロータリーのテーマ 

2019－2020 年度国際ロータリーのテーマ 

・高嶋浩司さんハッピーバースデー！ 
みなさん拍手お願いします。/山田 

・誕生祝いありがとうございます。/高嶋(浩) 
・ガバナー補佐より。/槙塚正福 
・お世話になります。/高松ホテル旅館料理協同組合 

○高松中央 RC は、9 月 6日(火) 18 時 30分～ 「高松国際ホテル」 
○高松 RCは、9 月 8日(木) → 9 月 9日(金) 18 時 30 分～ 屋島山上れいがん茶屋 
○観音寺 RC は、9月 8 日(木) 18 時 30 分～ 「エリエールゴルフクラブ」 
               10 月 27日(木) 18 時 30分～ 「琴弾回廊」 
○小豆島 RC は、9月 9 日(金) 18 時～ 月見例会 
○観音寺東 RC は、9 月 13日(火) ⇒ 9月 10 日(土) 19 時～ 護国神社境内(3RC合同観月例会) 

10 月 25 日(火) 18時 30 分～ 観音寺グランドホテル 
○善通寺 RC は、9月 14 日(水) ⇒ 9月 10 日(土) 19時～ 護国神社境内(3RC 合同観月例会) 
○高松グリーン RC は、9月 15 日(木) 18時 30 分～ 移動例会親睦ボーリング大会 太陽ボウル 
○高松西 RC は、9月 16 日(金)の例会は  日時：9月 16 日 12 時 30分～  

場所：（株）瀬戸内海放送(KSB)新社屋 職場訪問例会 
○坂出東 RC は、9月 21 日(水) → 9月 20 日(火) 坂出 RC との合同例会 坂出グランドホテル 12時 30 分～ 

□ 例会臨時変更 

□ 8/30 現在 メイクアップ 

 

・なし 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪ コラム ≫ 

     
毎年 9月 1日は防災の日です。 
 
1960年（昭和 35年）に創設され、1983年（昭和 58年）以降は、 
毎年 8月 30日から 9月 5日の期間が防災週間として制定されています。 
この日に制定された理由は、一つは、1923年に関東大震災が発生した日であるためです。 
また 9月は、台風シーズンを迎える時期でもあり、1959年 9月 26日に 
「戦後最大の被害（全半壊・流失家屋 15万 3,893戸、浸水家屋 36万 3,611戸、死者 4,700人、 
行方不明 401人、傷者３万 8,917人）」といわれる伊勢湾台風が起きたことを契機に、 
地震や風水害等に対する心構え等を育成するため創設されました。 
また、防災の日とは別に、毎年 11月 5日は「津波防災の日」と定められています。 
1854年に発生した安政南海地震で現在の和歌山県が津波被害にあったことから、 
津波防災の日が創設されました。 
 
当クラブでも、阪神大震災の時にはいち早く物資支援を届けるために行動したり、 
周年事業や IMで防災のテーマで取り組んだことがあります。 
近年、「100年に一度の災害」という言葉を毎年聞くようになりました。 
もう一度、災害に備えて、ご家庭で話し合いや準備をしておきましょう。 

     

今日は槙塚ガバナー補佐と随行の藤野様をお迎えしております。先ほどクラブ協議会を開催し、 

役員、委員長から各委員会の発表をさせていただきました。 

槙塚様からお褒めの言葉を頂き、嬉しく思います。ありがとうございました。 

暑い時期なのですが、グリーンのブレザーの着用をお願いいたしました。作製には、コロナで消化 

できなかった予算を充てております。前会長の念願でもあり、また 30周年を迎えるにあたって、 

ブレザーを揃えたことを槙塚ガバナー補佐にお話ししました。本日の記念すべき、クラブ協議会・例会に、

初めてそろって着用できました。グリーンがそろっている光景はやはりいいですね。 

ガバナー公式訪問の時も、全員着用でお願いいたします。 

昨日、藤井学園へ横井さん、濱田さん、早川さんと私の 4名で「命の授業」の依頼に行ってきました。 

藤井理事長、丸亀ロータリーの会員でもある娘さん、藤井高校、藤井中学校、寒川高校の各校長先生の 

5名の方に参加頂き、真剣に話を聞いてくれました。質問もたくさん頂き、改めて「命の授業」の 

大切さを感じました。今年度中には取り組んでくれることと思います。 

太田幹事がコロナ濃厚接触者になり、急遽欠席のため、松野副幹事に幹事代役を、濱田副幹事に 

松野副幹事の代役をお願いしています。また、事務局の矢野さんも濃厚接触者の為、急遽、旅館組合から

代役のスタッフが来てくれました。また、旅館組合の三矢理事長の計らいで中條さんを補佐に 

呼んでくれました。ありがとうございます。コロナが身近に蔓延していますが、がんばりましょう。 

（※8月 25日 会長あいさつより抜粋） 

□ 会長挨拶 



 

30周年横断幕 

槙塚正福ガバナー補佐 ・ 随行 藤野譲二 氏 クラブ協議会 ( 玉藻の間 ) 

ガバナー補佐来訪記念 
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