
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＺＥＮＴＳＵＪＩ Japan 

 

創立：1968年 8月 4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  白 川   等   

 

◆幹事  香 川 和 久 

 

 

 今月の例会プログラム   

■１２月 ４日 クラブ総会 

□１２月 ７日（日）←11 日を変更 18：00～ 

年末家族例会 セント・ベイヒルズ宇多津 2Ｆ 

□１２月１８日 客 話 香川トヨペット（株） 

前社長  灘波 博司 様 

 

＊１２月２５日、１月１日は休会です  

             

 

 幹 事 報 告     
到 来 誌：石巻東 RC会報 

＊地区大会のお礼状が届きました 

＊来週、例会後理事会です 

 

 出 席 報 告  正会員数 35名（2019/10/30現在） 

          （出席免除会員(b)9 名(a)0 名） 

11/27（2518例会）会員数 35 名 出席会員 20名(7名) 
            欠席会員 9名    
11/13（2516例会）会員数 35 名 出席会員 19名(5名) 
< 修 正 > 

メークアップ  ３名 

葛石 智、宮武宏行、山下安亮君  

 11/13 出席者 27 名 出席率 87.11％ 

ビ ジ タ ー   ０名    

新入会員お客様 

牧田 嘉己様(12/4入会予定)→ 

                

 お 知 ら せ   

 

  ★ (12/７(土)18：00～ セントベイヒルズ宇多津２F)   

＊ 参加者で送迎バスをご利用の方は、受付にて

ご記入ください。集合・出発； 善商工前 17：10 

   ＊ 受付は１７：３０～です。くじ引き大会の参加料

（中学生以上参加)１人１０００円をくじ引きカードと

引き換えに集めますのでご用意をお願いします。 

   

 

 

 

 

 

 

国際ロータリー 

会長  ﾏｰｸ・ﾀﾞﾆｴﾙ・ﾏﾛｰﾆｰ 

＊＊＊＊＊＊＊
 

国際ロータリー第 2670 地区 
ガバナー 大島  浩輔  

【 会長挨拶 】 生命の流れに思いを向けましょう 一般社団法人 倫理研究所発行 職場の教養 4/30より 

 

週 報 
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2019(令和元)年 12月 4日発行

 ニコニコBOX   
□ 香川和久君：地区大会へ出席頂いたメンバーの方

お疲れ様でした。来年は新しいメンバーも参加し

て多くのメンバーの参加を考えています。又、田岡

さん、安井さん、浜崎さん地区大会報告有難うご

ざいました 

□ 浜崎達彦君：地区大会の報告をさせて頂いて 

□ 安井一博君：地区大会の報告をさせて頂いて 

□ 白川  等君：地区大会にご参加ありがとうございま

す 

 

ロータリーは世界をつなぐ 

2019~2020年度国際ﾛｰﾀﾘｰのﾃｰﾏ 

11 月 27 日例会食事（松坂） 

ビーフカレー  

サラダ フルーツ キムチ 福神漬 

 

 

 

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 

                                        



 

 

 
地区大会報告  

大会本会議 1日目報告 
田岡 直博 

ロータリーに入会して５年になり
ますが、はじめて地区大会に参加
しました。会場となるアスティ徳島
は、1,000 人近くの参加者がフロ
アに座っており，壮観でした。また、
正面には大型モニタに映像が映し

出されており、華やかなプレゼンテーションを見ているよ
うでした。本大会1日目は、冒頭で、徳島文理大学連に
よる阿波踊りが披露されました。若さ溢れるリズミカルな
ダンスで、阿波踊りが進化していることが感じられました。
また、福富さんの「ここにしかない徳島」の歌唱は，故郷
徳島の風景を歌うみずみずしい感性が心に響きました。 

 上林会長，大島ガバナーの挨拶の後，ＲＩ会長代理と
して田中作次元ＲＩ会長の挨拶がありました。清掃活動
や奉仕活動といった地域の活動が、世界の平和と繋が
っているというお話であり、Think globally、  Act 

Locally という言葉を思い出しました。また、記念事業と
して、ピンクリボン運動を実施したことが紹介されました。
現代は 3人に 1人がガンになり，2人に 1人がガンで亡
くなる時代だそうです。乳がんの検診受診率は 50%に
も満たないとされており、一病息災の考え方から早期受
診早期発見に取り組むことの重要性を話されました。 

 その後、各種奨学生・留学生の挨拶が続きました。栄
養士として就職した後に 30 歳になって、平和に貢献し
たいと思い立ちイギリスに留学し、今後はパレスチナの
国際機関で働くことが決まったという日本人、日本に留
学して技術を習得した後に故国に帰って日産のピック
アップトラックの設計に携わっているというベトナム人、タ
スマニア島の出身で、松山に留学して伝統文化の大切
さを学んだオーストラリア人高校生の話が印象的でした。
これらの奨学生・留学生の話から、若い世代の国際親
善・国際平和に確かに寄与していることを感じました。 

 最後に基調講演があり、ロータリー平和センターのプ
ログラムの紹介がありました。世界各地の大学に平和学
を学ぶための専門教育課程が設置されており、日本で
は国際基督教大学（ＩＣＵ）に設置されているとのことで
した。ここを卒業すると修士号を取得することができ、国
際機関やＮＧＯにおいて、平和学の専門家として活動
することが期待されているとのことでした。平和学と言っ
ても、紛争解決から開発支援まで対象領域は多岐にわ
たっており、真の平和は、食料や水の確保、教育といっ
た基盤の上にしか成り立たないものであると感じさせら
れました。 

★★★★ ★★★★ ★★★★ 

地区大会懇親会報告 
安井 一博 

 

11 月 23 日（大会一日目）会場
を徳島グランヴィリオホテルに移
動して、18 時 30 分より大会懇親
会が開催されました。 

 

 

 

 

アトラクションとして、徳島で最も有名な「娯茶平
連（ごじゃへいれん）」による阿波踊りが披露されま
した。終戦間もない 1946年（昭和 21年）に誕生し
た娯茶平の踊り方は、「娯茶平調」と呼ばれ、三大
主流の一角を成しているのだそうで、その迫力に
圧倒されました。阿波の郷土料理を味わいながら、
他クラブの方々との交流も深まり、有意義な親睦の
場となりました。 

★★★★ ★★★★ ★★★★ 

大会 2日目記念講演報告 

浜崎 達彦 

 

 地区大会 2 日目本会議の後、
記念講演に講師として第 87・
88・89 代内閣総理大臣を務め
た小泉純一郎氏による「日本の
歩むべき道」と題した講演があ

りました。現在 77歳、内閣総理大臣を務め（5年 5

カ月）、現職の時は、原発は必要原発推進論者で
在り、引退後、2011 年に東北大震災が発生、それ
以後は本を読み勉強した結果、原発反対論者の
先頭に立つようになってきた。過ちを 改むるに 
はばかる事なかれ 原発事故調査委員会 黒川
博士は福島の事故は自然災害ではなく、人災だと
言われる。営業第一、収益第一の道を進んだ結果
だと。2011~2013年原発稼動基0基 電力不測の
ための停電等は無かった。現在の原発の進め方
(問題点)は、汚染水の処理・放射線の除去・ウラン
燃料の処理等を未解決のまま稼動を推進している。
世界で唯一の処理場を完備しているところはフィン
ランド。ドイツでは原発0を打ち出し牛糞・馬糞をエ
ネルギー源として利用している。 

 元号が明治→大正
→昭和→平成→令
和と変わり、平和で
戦争のない国、長生
きできる国となり、平
成元年 100 歳以上
は 3,000人、令和元
年 100 歳以上は
70,000 人、変化に対応する力が日本人には備わ
っている。 

 グー・パー運動は血管の若返りに良い。1時間半
立ちっぱなしで話が出来るのも健康だからでしょ
う。 

 

地区大会本会議では、新入会員の紹介(山本、
仙頭会員)・クラブ在籍 50(吉田会員)・60 年会員
紹介・表彰、米山寄付者
(入江会員)、ロータリー財
団（MPHF18 前田会員）
寄付者の紹介・表彰等が
行われました。 

ＺＥＮＴＳＵＪＩ Japan 
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