
■例会場：ホテルマリンパレスさぬき 

  高松市福岡町 2 丁目 3-4  TEL087-851-2661 

■例会日：毎週木曜日 PM6：30 より 

■事務局：Ｅ-mail : t.green.rc@gmail.com 

■URL：http：//tgrc.jp 

  会長：平田 真由美  幹事：太田 貴道 

 

 

  

●会員数  ： 37名  ●出席基準数 ： 34名 

●出席者数 ： 25名  ●欠席者数   ： 9名 

●出席率  ： 73.53%  ●ビジター   ： 1名 

9月 29日 最終出席率 79.41％ → 94.29％ 

最終欠席者名 ： 清水・山田 

≪ 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 

                   奨学生客話 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 20 日（1353回） 
            卓話 藤本会員 
次週プログラム  ● 10 月 27 日（1354回） 
             卓話 真鍋会員 
先週プログラム  ● 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 

第 1353 回 例会報告 10 月 20 日 

日 

□ 幹事報告 

 

□ 10/13 出席報告 

・なし 

□ ビジター 

 

□ 10/11 現在 メイクアップ 

 

□ プログラム委員会より 

 

・なし 

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 14 日（金）高松西 RC は、10 月 22日（土）「84 番札所屋島寺（四国八十八か所ポリオ根絶祈願）」に変更 
○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）高松東 RC は、10 月 15日（火）12：30「石丸製麺株式会社」に変更 
○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 2 日（水）坂出東 RC は、10 月 22日（土）11：00「78 番札所 郷照寺(四国八十八か所ポリオ根絶祈願）」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 

 NO． 
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□ ニコニコ 

 

□ 例会臨時変更 

・本日例会へ参加させていただいてありがとうございます。まだ若輩
で、引継ぐ事務所を私の事務所にするために、ここ 10 年程は、脇目
を振らず頑張りたいと思います。10 年後に縁がありましたらよろしく
お願いいたします。/真井 聡江 
・真井聡江（まないとしえ）様ありがとうございます。/濱田 
・中一の孫が香川県のコンクールバイオリンで金賞をもらいました。
濱田さんありがとうございました。/幡 
・奥村様、石井様、三好様ありがとうございます。/太田 

・10/11 高松中央 RC 高島（由）・早川・石井・高嶋（浩） 

・10/13 高松 RC 澤田・高嶋（由）・早川・柳瀬・石井 

 
□ 休会 

 

・高松北 RC 橋本 登 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ 会長挨拶 

今日は会員増強委員会事業のOPEN例会です。 

17名のゲストをお迎えしております。北ロータリーの橋本会長も来て頂いております。 

ありがとうございます。 

 講師の佐伯様に講演いただく「ぶえいさん」のお話は、私自身わくわくして楽しみにしております。 

しっかり時間をとりたくて、すべての例会セレモニーを省略させていただき会員の方には、本日の講演の 

ため 15分の時間延長をお願いしたいと思います。よろしいでしょうか。ありがとうございます。 

（※10月 13日 会長あいさつより抜粋） 

（後記） 

私がまだ学生のころ、自分のルーツを知りたくて市役所で閉鎖謄本を遡って調べたことがあります。 

そこに何故か愛媛県と記載されていたことを疑問に感じたことを思い出しました。「ぶえいさん」が 

香川の生みの親であったことを初めて知りました。感動です。 

香川県に住み、香川県で事業をしている私たちは香川県の歴史を知るべきだし、後世に語り継いで 

いかなければならないと感じました。 

 

≪ コラム ≫ 

  秋の野に 咲きたる花を 指折(およびをり) かき数ふれば 七種(ななくさ)の花 
萩の花 尾花 葛花 撫子(なでしこ)の花 女郎花(をみなへし) また藤袴 朝貌(あさがお)の花 
 
これは、『万葉集 巻八 秋雑歌』にある山上憶良の歌です。この歌で山上憶良が名指しした七種が

「秋の七草」と呼ばれるようになりました。この憶良の歌にある「朝貌(あさがお)」は、私たちがイ
メージする朝顔ではありません。なぜなら、この歌 
が詠まれた当時、現在の朝顔はまだ日本に入って 
きていなかったからです。 
この花については諸説ありますが、現在は、平安時代 
に作られた漢和辞典『新撰(しんせん)字(じ)鏡(き 
ょう)』の「桔梗」の項に「あさがお」とあるため、 
「桔梗」とされることが多いです。また、「尾花」と 
はススキの別名です。 

 
 

     
 

 
【ビッグニュース】 
我々の「ふじばかま」の花壇にはびっしりとピンク色の花つぼみがつき、白い糸（おしべ）のよう

な花が咲き始めています。 
そして…来ましたよ!! 
例会の翌日 14日（金）に、伊藤会員から第一報が入り、すぐに飛んでいきました。 
感激です!! アサギマダラと会えました!! ロマンが現実になりました!! 
皆さん、一目会いにいきましょう。 



 

9/15親睦ボーリング大会 

 

 

講師 佐伯 勉 氏 

委員会事業 オープン例会 

10月 15日 30周年アフターサポート 翠の砦 
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