
■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 

 

 

  

・高松中央クラブ様から年次計画書が届いています。 

□ 幹事報告 

 

□ 休会 

 

●会員数  ： 37名  ●出席基準数 ： 34名 

●出席者数 ： 27名  ●欠席者数   ： 7名 

●出席率  ： 79.41%  ●ビジター   ： 0名 

9月 8日 最終出席率 91.67％ → 97.22％ 

最終欠席者名 ： 早川 

□ 9/29 出席報告 

□ 10/3 現在 メイクアップ 

 

≪ 10月度例会 スケジュール ≫ 

＊10/06 1351 回 委員会事業 米山奨学委員会 

                   奨学生卓話 ファンティ アイン グエット氏 

＊10/13 1352 回  委員会事業 オープン例会 会員増強退会防止委員会 

＊10/20 1353 回 卓話 藤本会員 

＊10/27 1354 回 卓話 真鍋会員 

今週プログラム  ● 10 月 6 日（1351回） 
            委員会事業 米山奨学委員会 

奨学生卓話 ファンティ アイン グエット氏 
次週プログラム  ● 10 月 13 日（1352回） 
             委員会事業 オープン例会  

会員増強退会防止委員会 
先週プログラム  ● 9 月 29 日 
             卓話 落合会員 
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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 10月 6 日 

第 1351 回 例会報告 10 月 6 日 

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 

□ プログラム委員会より 

 

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 

・10 月 11 日 (火) 高松中央 RC 
・10 月 13 日 (木) 高松 RC 
・10 月 14 日 (金) 小豆島 RC 

○10 月 17 日(月) 東かがわ RC は、10月 22 日（土）「88 番札所大窪寺（四国八十八か所ポリオ根絶祈願）」 
※東かがわ RC の例会場が「絹島温泉 ベッセルおおちの湯 → 東かがわ料理店 魚源」 に変更になりました。 

○10 月 25 日(火) 観音寺東 RC は、10月 25 日(火)18:30「観音寺グランドホテル」に変更 
○10 月 25 日(火) 丸亀東 RC は、10 月 25日 19：00「ステーキハウス千萬丸亀店（丸亀東 RC48 周年記念夜間例会）」に変更 
○10 月 27 日(木) 観音寺 RC は、10 月 27日(木)18:30「琴弾回廊(移動例会)」に変更 
○10 月 28 日(金) さぬき RC は、10 月 23日（日）11：00「四国 88 カ所 87番札所７・長尾寺 

（ポリオ撲滅祈願と清掃奉仕作業)」に変更 
○11 月 1 日(火) 丸亀東 RC は、10 月 22日（土）11：15「出釈寺（四国八十八か所ポリオ根絶祈願参拝）」に変更 
○11 月 8 日(火) 丸亀東 RC は、11 月 8日（火）12：30「丸亀城石復旧 PR 館（職場例会・丸亀城石垣修復工事の見学）」に変更 
○12 月 2 日(金) さぬき RC は、12 月 2日(金)「ステーキハウス一牛家(忘年会)」に変更 

□ 例会臨時変更 

□ ニコニコ 

 

・娘がようやく結婚しました。肩の荷がおりた気がします。 
高嶋さんありがとうございます。/伊藤 
・親睦ボーリング１位になりました。/石橋 
・平田会長、松野副幹事、先日はすみませんでした。 
親睦ボーリング大会準優勝でした。ありがとうございます。/難波 

・9/16 高松西 RC 高嶋(由)・伊藤 

・9/17 2022-23 年度国際ロータリー 

第 2670 地区クラブ活性化セミナー 平田・松野・森・難波 

・9/20 高松中央 RC 高嶋(由)・伊藤・高嶋(浩) 

・9/28 高松南 RC 濱田 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ 会長挨拶 

先日フジバカマの様子を見に行きました。 

しっかり花がついていました。アサギマダラが飛来してくれるのが、楽しみです。 

9月 10日に香川第Ⅰ・第Ⅱ分区米山協議会が開催され、岩村米山奨学委員長と参加しました。 

次週 10/6は米山奨学委員会事業で、ファンティ アイン グエットさんが奨学生客話で来ていただけます。 

9月 17日に第 2670地区 クラブ活性化セミナーが開催され、３分科会にわかれて其々参加しました。 

（クラブ研修リーダーセミナー：森研修リーダー、会員増強セミナー：難波会員増強委員長、 

公共イメージ向上セミナー：会長と松野副幹事） 

その中で、今回八田ガバナーから再度依頼があったのが、ポリオ根絶祈願です。四国だからこそできる 

「四国八十八か所ポリオ根絶祈願」を 10月 22日（土）に一斉に実施する。ただし、日程はその前後で 

各クラブが調整して行う。と発表されました。 

当クラブは、30周年事業の作業との調整で、急遽ですが 10月 1日（土）に実行することにしました。 

ご了承ください。 ということで、10月 1日の八栗寺参拝「ポリオ根絶祈願」に参加できる方は 

よろしくお願いいたします。 

（※9月 29日 会長あいさつより抜粋） 

（後記） 

久しぶりの落合会員の卓話でした。さすがレジェンドらしいすばらしいお話が聞けました。ありがとうござ

いました。これからも高松グリーンロータリーにできる限り参加いただき、ひっぱっていってください。 

 

≪ コラム ≫ 

  涼しい風に金木犀の香りと少しずつ秋の気配を感じるようになりました。日本では昔から 
「八百万の神」という信仰があり、身の回りの至るところに神様がいると考えられてきました。 
農作物の収穫も、田や畑を守る神様のおかげだとみなし、収穫を感謝する……その気持ちを込めて、 
神様に捧げ物をしたり祝宴をひらいたりしたのが「秋祭り」のもともとの由来だそうです。そういった
神道的思想が「お祭りをするなら秋がいい！」という価値観に変化し、全国に広まっていったようです。 
 
香川県の主な 10月のお祭りを紹介します。 
◇金毘羅宮・例大祭 10月 9日～11日 
金刀比羅宮で最も重要な神事です。 
この神事の歴史は古く、江戸時代以前よりはじまり現在まで続いています。 

◇秋祭り太鼓台奉納（小豆島） 10月 11日～21日 
その年の豊作に感謝する小豆島を代表する秋祭り。 

◇琴弾八幡宮大祭（観音寺） 10月第 3土・日曜日 
源平合戦時に源義経が戦勝祈願したことで知られ、“勝利の神様”と言われるようになった 
琴弾八幡宮を舞台に催される秋祭り。大型の「ちょうさ（太鼓台）」が有名です。 

◇岩清尾八幡宮秋季大祭（高松市） 10月第 3土・日曜日 
県下でも有数の規模を誇る秋祭り。 
“高松の護り神”として多くの人に親しまれている石清尾八幡宮で開催されます。 

◇宇多津秋祭り（宇多津町） 10月下旬 
毎年 10月下旬に実施される、宇夫階（うぶしな）神社と塩釜（しおがま）神社の例大祭を 
あわせた宇多津秋祭り。 

◇獅子たちの里 三木まんで願（三木町）10月 22日 
お祭りのタイトルになっている「まんでがん」とは、香川県の方言で「全部」という意味。 
伝統文化として残る獅子舞など、三木町の魅力を全部集めて“町を元気にしたい”という 
「願い」が込められたお祭りです。 

それぞれの意味は異なるところがあるかもしれませんが、私達の先祖や生活に感謝する 
という気持ちは同じです。一度足を運んでみてはいかがでしょうか。 

 



 

9/15親睦ボーリング大会 

 

 

落合会員 卓話 

□ 藤井学園 寒川高等学校 命の授業  

日時 2022 年 10 月 21 日(金) 11：00～11:45 （45 分間＋質疑応答） 

講師 片島和司 （患者の立場 ）  三好輝徳 （ドナーの立場） 

対象 看護専攻科＋看護科＋普通科  計 424 名 

場所 体育館 

住所 〒769-2322 さぬき市寒川町石田西 280-1 TEL 0879-43-2571 

集合 10：40 分に講師と関係者は、校長室ヘ  

 

 

10月 1日(土) 八栗寺  四国八十八か所ポリオ根絶祈願 
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