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■例会場：オークラホテル高松讃岐の間

本日プログラム●8 月 1 日
（1111 回）

客話 古川康造様「NPO法人 高松城の復元を進める市民の会」
花房伸会員入会式 友翠会

■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 TEL 851-2661

■URL：http：//tgrc.jp
会

長：横井

実

幹

次週プログラム●9 月 8 日
（1112 回）
客話

原田さとみ 様 「マナーは愛」会

先週プログラム●8 月 25 日
（1110 回）

事：小原

第1110回例会報告 8月25日

秀樹

卓話

小橋会員「線路のよもやま話しと四国新幹線」 理事会

個々のベクトルに違いはあれど 奉仕の理念に基づき 合成させ 課題に取り組もう

■プログラム
8 月 25 日
（1110 回）
卓話 小橋会員「線路のよもやま話しと四国新幹線」 理事

＊例会臨時変更のお知らせ
9月2日（金）高松西RCは9月3日（土)13：30「レグザムホール 小ﾎｰﾙ （観劇家族会）」に変更
9月8日（木）高松RCは9月8日（木) 12：30「清水建設㈱四国支店（職場例会）」に変更

■会長報告

9月13日（火）高松中央RCは9月13日（火) 18：30「国際ホテルビアホール（移動例会）」に変更

＊今年度の活動計画書、週報の色は「あさぎいろ」です。
羽織の藍染木綿の裏地に使われていて、あの新選組が羽織で使っていた色
だそうです。
＊とにかく暑いですね。
今年の猛暑は、南米の「ラニーニャ現象」というのが関わっているみたいです。
９月に入っても４０度超えの日があるようなのでもうひと踏ん張り、ふた踏ん
張りもいりそうです。
＊仏生山公園のセミも、
ヒグラシの「カナカナカナ」に替わりました。
海の中でも、ママカリが釣れだし、夏の終わりから秋の気配が感じられるように
なりました。

9月13日（火）観音寺東RCは9月16日（金) 19：00「護国神社境内（５クラブ合同観月例会）」に変更

■幹事報告
＊香川県ロータリークラブ親睦ゴルフ大会の案内がありました。
２０１６年１１月３日（木、祝日）高松グランドカントリークラブにて開催
９３会より改めて案内します。
［例会予定］
・９月 １日 客話 古川康造 様 NPO法人「高松城の復元を進める市民の会」
入会式 高松西ＲＣ会長幹事来訪 友翠会
・９月 ８日 客話 原田さとみ 様 「マナーは愛」
・９月１５日 クラブ協議会、
ガバナー補佐来訪 第３回理事会
・９月２２日 定款第６条により休会
・９月２９日 卓話 宮﨑会員から 小原幹事の「Ｍｙ ROTARYの活用」に変更

■友翠会（第3回）
日時：平成28年9月1日
（木）例会終了後：20：00〜21：30
場所：ソー ナイス 高松市丸亀町9-7杉山ビル TEL873-2117

9月13日（火）高松東RCは9月17日（土) 18：00「鮎滝カントリークラブ（親睦夜間例会）」に変更
9月14日（水）坂出東RCは9月16日（金) 19：00「護国神社境内（５クラブ合同観月例会）」に変更
9月15日（木）高松RCは9月15日（木) 18：30「アリス・イン・タカマツ（観月家族会・新会員歓迎会）」に変更
9月20日（火）丸亀東RCは9月16日（金) 19：00「護国神社境内（５クラブ合同観月例会）」に変更
9月21日（水）善通寺RCは9月16日（金) 19：00「護国神社境内（５クラブ合同観月例会）」に変更

＊休会
なし

■ニコニコ

妻にお花ありがとう。
＝小原会員
二人目の孫が今日 誕生しました。
＝幡会員
妻にお花ありがとう。谷さんお世話になりました。
＝石井会員
妻に誕生日プレゼントありがとうございます。
＝塩田会員

■出席報告
＊会 員 数 42名
＊出席基準数 40名
＊出 席 者 23名
＊欠 席 者 17名
＊出 席 率 58.00％ ＊ビジター 0名
8月4日最終出席率 65.00％→75.00％
＊最終欠席者名 阿部 安芸 藤本 石橋 岩村 筧 小橋 松野 宮崎 大谷

■ビジター
＊なし

■メークアップ
＊高嶋由昌 磯野 十河 八田 塩田
落合 越智（8/24 高松南RC）

植松

翠のつぶやき

【 ぞろ目 】
今日は第１１１１回の例会です。 何と１が４つも並んでいるすごい 「ぞろ目」 の回です。
紙幣番号が 「ぞろ目」 だと、コレクターには価値が高いとされ、額面以上の値段で取引されるそうです。 また、テレホンショッピングのよ
うな電話番号が重要な商売は、
１１１１など覚えやすい番号を含む電話番号が都合よいので番号の買い取り交渉、車のナンバープレートの
「ぞろ目」 は特定の数字が抽選の対象になるそうです。
信じるか信じないかはあなた次第・
・
・
（都市伝説） １１１１はエンジェルナンバーで 「やり遂げるべき使命があなたにあることを告げるメッセ
ージ。 宇宙と密接な関係になり、あなたの思考は現実のものとなります。」 潜在意識からのＧＯサイン だそうですよ。

第２回理事会議事録
日 時：

２０１６ ８／２５ １９：３５～２０：１０

場 所：

オークラホテル高松

出席者：

会

長

横井 実

○

副 会 長 関谷 利裕

○

会

計

柳瀬 治夫

○

直前会長 谷 幸則

○

社会奉仕 伊藤 司朗

欠
○

ＳＡＡ
オブザーバー：

議

讃岐の間

中井 真司

幹

事

小原 秀樹

○

職業奉仕 出雲 裕幸

○

国際奉仕 白井 正美

○ 青少年奉仕 十河 建志

○

副 幹 事 福島 秀孝

欠

親睦活動委員会：造田委員長

題

審議事項
１．2015-2016年度 決算報告
承認

関谷前会計より説明

２．夏の家族例会決算報告
承認

造田委員長より説明

３．花房様の入会式について
９月１日（第一例会）に執り行う

小原幹事より説明

１．今期での会員手帳作成の可否
最低限（８０冊程）の作成とする

横井会長より説明

２．倹約例会についての評価及び検討
アンケートの集計、検討結果を全会員に公表する
次回はカレー コヒーはセルフにて

横井会長より説明

３．地区・分区への依頼、提案事項について
理事会構成会員に対し事前にアナウンスが必要

小原幹事より説明

協議事項

報告事項
１．１０月度スケジュール確認
１０月 ６日
１０月１３日
１０月２０日
１０月２７日

ガバナー公式訪問
客話 岳 様
卓話 佐藤 会員
卓話 筧 会員

友翠会
第４回理事会

２．その他
・地区行事、研修等
９／３会長幹事会、９／１０会員増強クラブ研修リーダーセミナー、９／２４米山協議会
９／２５早明浦上流下草刈り
・米子南ＲＣとの交流事業
ゴルフ １４名 例会出席 ６名 の状況
・さえずり会
１０月２日（日）開催で準備中

