
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今月の例会プログラム  案 
 

□８月 １日 移動例会 ひろや 

  創立記念例会 卓話 吉田会員 

■■■８月 ８日 客話 

 善通寺市観光課課長 芝 秀和 様 

□８月２２日   短期派遣学生報告 

  尽誠学園高校 3 年 森あつみさん 

□８月２９日 移動例会 松坂 国道店 

  地区セミナー報告  

会員増強委員会 宮崎委員長  

会員研修リーダー 浜崎会員 

 ＊8 月 15 日例会は休会(定款第 8 条により) 

ＺＥＮＴＳＵＪＩ Japan 

創創立立：：11996688年年 88 月月 44日日  

国際ロータリー 
第２６７０地区 

◆例会日 毎週水曜日 12:30～13:30 

◆例会場 香川県善通寺市文京町 3-3-3 

(事務所)  善通寺商工会議所 2F 

TEL(0877)62-7627 FAX (0877)62-7656 

E-mail zen-rc@downtown21.gr.jp 

WEB http://www.downtown21.gr.jp/zen-rc 

 

                ◆会長  寺嶋 謙次 

            ◆幹事  安井 一博 

 

 幹 事 報 告     
 

＊ロータリーレートについて、8 月より 1＄＝112 円(7 月
＝110 円)に変更されました。 
＊この後、理事会を開催します 
 

 出 席 報 告  正会員数 36名 （2018/7/１現在） 

          （出席免除会員(b)7 名(a)0 名） 

8/ 1(2454 例会) 会員数 36 名 出席会員 21 名(6 名) 
            欠席会員 8名    
7/18（2452 例会）会員数 36 名 出席会員 23 名(6 名) 
            欠席会員 6名 
< 修  正 > 
メークアップ   １名 

渡邉一弘君  7/18 出席者 30 名  出席率 85.71％ 

 

ビ ジ タ ー   ２名         

藤井武志、香川眞二氏(高松東) 

 
   

   

 

国際ロータリー 
会 長    バリー・ラシン 
＊＊＊＊＊＊＊

 

国際ロータリー 
第 2670 地区 
ガバナー 桑原 征一 

【 会長挨拶 】 試練はご褒美をもってやってくる    本田  健 著 「きっと、よくなる！」サンマーク文庫 より      

週 報 
ＮＯ．５－２４５５ 

2018年 8月 8日発行

 ニコニコBOX   
 
□ 大平 哲君：夫人誕生祝を頂いて、ありがとうござ   

います 
□ 石原慎一君：創業祝を頂き有難うございます。善通  

寺RCの５０周年を目指して頑張ります 
□ 橋本修洋君：久しぶりの移動例会無事に終わって 
□ 松川幸美君：移動例会無事出来ましたので 
□ 宮崎雅彦君：早退します 
□ 白川  等君：早退します 

 

2018~2019 年度国際ﾛｰﾀﾘｰのﾃｰﾏ 

四つのテスト      真実かどうか 

      みんなに公平か 

      好意と友情を深めるか 

      みんなのためになるかどうか 

                                        

（言行はこれに照らしてから）  

８／１例会メニュー 

 

 

絵：川添正次郎氏 



 

 

 
創立記念例会卓話  

 

普通寺ＲＣの創立記念日 

吉田  匡 

 

毎年 8 月 4 日は、

わが善通寺 RC の創

立記念日である。善

通寺 RC の初期の会

員のエピソードなど

話したらとアドバイ

スを受け、過去を振

り返ってみた。 

創立総会の日：1968 年(昭和 43 年)8 月 4 日総

本山善通寺書院の表玄関でチャーターメンバー

一同は記念撮影を済ませ、大広間で創立総会が、

斉木亀治郎ガバナー・麻田保英ガバナー特別代

表・スポンサークラブ丸亀 RC の会長、幹事ほか

県下 7 ロータリークラブの会長幹事・亀谷善通寺

管長の臨席のもと挙行された。日本全国各地でク

ラブ創立ラッシュで日本では 881 番目のクラブ

で、RI では 14，642 番目である。8 月 19 日に認

証状が RI から届いた。現在認証状は、事務所の

西璧に掲げられている。認証状伝達式は 5 月 3 日

が選ばれ、場所は旧陸軍善通寺偕行社で行われた。

クラブ創立時の会員は 28 名、商店街の店主、戦

後外地や戦地から引き揚げて困難を克服して事

業を成功された方が多く、仕事はもちろんロータ

リーでも熱心で元気があった。初代会長は秋山元

一さんで金蔵寺の丸善織物の創業者で後、丸善段

ボールの会社も経営された。善通寺 RC のモット

ーは何事も「和」をもってクラブ造り運営をやり

ましょうと言われました。たびたび卓話をされま

して、「人に好かれるようになりなさい、信用さ

れる人になりなさい、そして趣味を持ちなさい。」

と話された。1970 年（昭和 45 年）の大阪万博に

同行した。晩年稲木町に新居を建てられた。 

初代の幹事の大久保紫朗先生は古い木造の校

舎を廃止、鉄筋コンクリートの校舎の建築、武道

館、体育館、プールなど建設し、尽誠学園を整備

され、更に 1966 年（昭和 41 年）香川短期大学

を開学、翌年には香川看護専門学校を開校され、

晩年には病気をおして高松市に誠陵中・高等学校

を開校させた。野球部にも力をいれ、甲子園出場

は約 50 年間に 11 回の実績を残した。 

例会場を提供したのは辻村猛男さんです。当時

西讃土建の社長で県会議員でした。自分は小学校 

 

 

          

 

しかでていないが人を見る目は確かである、そして

社会大学で勉強して今日の姿があると。2 年後、例

会場を提供したのは稲井久慶さんです。戦地から復

員され、奥様との家内工業から発展し、四国工芸の

会社を立ち上げ、当時立派な 2 階建ての事務所を

建築され大変ご満悦の様子でした。例会は2階の大

会議室で広々とゆったりとした椅子でゴージャスな雰

囲気のなかで行われた。後継者の育成、人材の養

成、製品の開発が課題だと言っておられた。 

そして 2 年後、善通寺商工会議所が現在地に新

築されたので移転し、現在も例会場である。 

初代の出席委員長は私が務め、弁当の手配も任

された。出席率が低くどうしても弁当が残った。弁護

士の籠池宗平さんにその事を言ったら「会員が会費

を支払っている以上、出欠の有無にかかわらず人数

分は用意しなければならない」と答えられた。 

 このひろやさんの附近には村上会員のお宅がある。

お父様村上弘さんは三和工業を創業され、商工会

議所会頭になり、成功された方です。今は村上前年

度会長が事業を引継ぎご盛業です。1979～80 年

（昭和 54 年）12 代の会長、幹事は高畑会員の時、

故郷の今治市沖の大島に希望者を招待された。横

田自転車商会の横田正造さん、四国うどんの石田

務さんも参加した。 

本日の例会場ひろやさんは、元会員の西岡啓文

さんの創業のお店で、関会員さんが設計したもので

す。青少年奉仕で中学校での出前講座で調理師の

修業のことなど話された。後日、卓話で香川労災病

院で副腎腫瘍が見つかり、岡山大学病院で手術を

受け、通院治療をして辛かったことを明らかにされた。

次年度会長紹介のあった年末家族会の数日後、急

死された。誠に惜しいことです。 

ひろやさんの西隣に藤田修さんのお宅がある。善

通寺の日産プリンスの専務でした。海軍から復員さ

れ、経理に詳しい方で、初期の会員によく奉仕され

た方です。当時モータリーゼーションの始まりで、土

日一泊二日の日程で自動車に相乗りし、四国八十

八ヶ所巡りをし、朱印帳を集めた。大平文夫さんは

当日行けない人のため代参して朱印を集めてくれた。

金蔵寺の大和請の徳善寺の山崎義文さんが宿坊の

世話など取り仕切ってくれた。最後は高野山に参詣

して朱印帳は出来上った。 

パン屋の三村初二さん、入会されてまもなく古い

お店が自動車に突っ込まれ壊された。早速藤田さん

が事故処理を助けられ、店の再建に助言されました。

三村さんは卓話で自分の成功はロータリーに入って 

ＺＥＮＴＳＵＪＩ Japan 

ＮＯ．５－２４５５ 

 



 

 

  

記帳、商魂、商法を覚えたからですと、奥様が夜

おそくまで帳簿を付け、自分は 1 に考えを売り、

2 に人格を売り、3 に最も良い品を売り、4 に真

心を売り、5 にサービスを売ると述べられた。成

功の証しとして 3 階の店舗を建てられ、近くに和

風のお家を建てられた。 

 その隣りに高尾善二郎さんのお宅がある。不二

鋼業の創業者で社長です。外地から戻った方で雄

弁で中国語も話せる方です。社名を「不二」とし

た由来はこの世に二つとない物を造る会社にす

ると言う決意を込めて名付けた。鈑金塗装で特許

取得され、製品が大手の人形店に納入されるよう

になり成功された。鉄筋コンクリートの不二人形

店兼住宅を建てられた。卓話で成功の鍵は、商品

開発、節税、納税、残りが利益です。会社ではビ

ス 1 本まで管理できていると自慢していた。 

松浦産業の松浦幸男さんは 1973～74 年（昭和

49 年）6 代会長です。幹事は私、吉田匡が務めま

した。事務所兼プラスティック製造工場の大きな

ビルを建てた。まだ 90 歳を越えご存命です。中

小企業は 10 年同じことをしていると潰れるとよ

く言っていた。また簡易裁判所の調停委員であっ

た。法律が人の窮地を救ってくれることがある。

知らないと損をすると。 

大久保先生、三村さん、松浦さんはそれぞれの

功績で叙勲されている。 

わたくし事ですが、父が 55 年前に吉田医院を

開業したが、5 年後私が善通寺クラブに入会した

年の 12 月に脳卒中で倒れた。右半身不随で言語

障害になり、弟と二人で後を継いだ。114 銀行の

支店長さんが 114 銀行の監査をしていた坂出市

の佐柄会計事務所を紹介してくれ、指導を受けた。

母と妻が会計一切をするようになり、毎日の記帳、

棚卸し、給料の計算、源泉徴収の計算、社会保険

関係事務もできるようになった。現在は宮崎会員

の所属する岸上会計事務所に依頼している。岸上

茂樹さんも元会員です。時代の波に乗り、コンピ

ューター会計となっている。 

 最後に善通寺 RC50 周年記念式典では柳澤光

秋ガバナーからチャーターメンバーであると披

露され、祝典では村上会長から表彰状と記念品を

いただき誠に有難うございました。37 歳で入会

し、50 年も在籍できたのも皆様の友愛と寛容の

お蔭と感謝いたします。これからもどうぞ宜しく

お願いいたします。有難うございました。 

 

卓話者： 吉田 匡
まさし

(チャーターメンバー)・16代会長 

      賞歴（MPHF1・米山功労者マルチプル 5） 
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