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1114
■例会場：オークラホテル高松讃岐の間

本日プログラム●9 月 29 日
（1114 回）
卓話

■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
■URL：http：//tgrc.jp
長：横井

実

幹

Myロータリー

次週プログラム●10 月 6 日
（1115 回）

前田直俊ガバナー公式訪問

高松市西の丸町10-15 TEL 851-2661

会

小原会員

先週プログラム●9 月 15 日
（1113 回）

事：小原

秀樹

第1113回例会報告 9月15日

クラブ協議会、松下三朗ガバナー補佐来訪

第３回理事会

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

9 月 15 日
（1113 回）
クラブ協議会、松下三朗ガバナー補佐来訪

友翠会

＊例会臨時変更のお知らせ
第３回理事会

■会長報告
＊会員増強地区セミナーとクラブ研修リーダー育成セミナーに出席しました。
各クラブが、
ＣＬＰ
（クラブ・リーダーシップ・プラン）の構想を持ち、
「３年先、
５年先
には、
クラブはこうなりたい」といった、長期ビジョンを持ち、それを達成するため
の戦略計画が必要との話でした。
手順としては
＊ラブの現状把握（特徴等）
＊クラブとして、何を目指すか、目標を決める
＊目標に向けての戦略を策定
＊進捗の確認、必要に応じて修正（ＰＤＣＡ）
といった内容でした。

9月16日（金）小豆島RCは9月16日（金) 18：00「例会場（夜間例会）」に変更
9月30日（金）高松西RCは9月30日（金)12：30「TEXNEｽﾀｼﾞｵ（職場例会）」に変更
10月4日（火）丸亀東RCは10月2日（日) 13：00「Ｐｉ
ｋａｒａｽﾀｼﾞｱﾑ（ｶﾏﾀﾏｰﾚ讃岐試合観戦）」に変更
10月7日（金）高松西RCは10月7日（金)12：30「通常例会場（夜例会→昼の例会）」に変更
10月13日（木）丸亀RCは10月13日（木) 12：30「藤井学園ユリーカホール（職場例会）」に変更
10月14日（金）高松西RCは10月14日（金)12：30「ﾎﾟﾜｴﾃﾞｭﾎﾟﾝ（慰労例会）」に変更
10月5日（水）坂出東RCは10月4日（火)「坂出ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ（坂出RC合同例会）」に変更
10月12日（水）坂出東RCは10月12日（水)18：00「坂出ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ（親睦夜間例会）」に変更
10月17日（月）東かがわRCは10月17日（月）18：30「三本松ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ（新入会員歓迎会＆月見例会）」に変更
10月28日（金）小豆島RCは10月28日（金) 12：30「小豆島中央病院（移動例会）」に変更

＊休会
10月14日
（金）小豆島RC

■ニコニコ

■幹事報告
＊先週、お願いした「高松城天守閣復元に向けた署名活動」への支援ですが、
署名用紙を各テーブルに置いています。一人でも多くの署名を集めたいと
思います。ご協力宜しくお願いします。
＊９／２４は香川第Ⅰ、第Ⅱ分区米山協議会が開催されます。
横井会長、米山奨学委員長の石井会員が出席します。
翌日の９／２５は、早明浦上流域の下草刈りに会長、幹事、有志で参加します。
＊今週、さえずり会から案内があったと思いますが、多くの奥様方に
出席いただけるよう宜しくお願いします
＊今年度の手帳の校正中です。
原稿を回覧していますので、
まだ見ていない方は内容の確認をお願いします。
＊次週、
９月２２日は定款第６条により休会となっています

ＳＭＩ
ＬＥ ＢＯＸ 集計表
妻にお花ありがとうございました。
＝森会員
本日はよろしくお願いします。
＝松下ガバナー補佐、川田随行

■出席報告
＊会 員 数 43名
＊出席基準数 42名
＊出 席 者 30名
＊欠 席 者 12名
＊出 席 率 71.00％ ＊ビジター 2名
9月1日最終出席率 63.00％→75.61％
＊最終欠席者名 阿部 安芸 福島 石橋 筧 柏木 松野 宮﨑 大谷 白井

■ビジター

［例会予定］
9月 29日
１０月 ６日

卓話
小原 会員
前田直俊ガバナー公式訪問

１０月１３日

客話

岳様

１０月２０日

卓話

佐藤 会員

１０月２７日

卓話

筧 会員

友翠会

第４回理事会

■友翠会（第4回）
日時：平成28年10月6日
（木）例会終了後：20：00〜21：30
場所：Lien 〜リアン〜 古馬場町13-11ライトハウスビル2F
TEL 821-5678

＊東かがわRC

松下三朗ガバナー補佐、川田信五随行

■メークアップ
＊横井 小原 森 石川
（9/10 会員増強、
クラブ研修リーダー育成セミナー）
＊高嶋由昌 越智 高嶋浩司 落合（9/13 高松東RC）
＊高嶋由昌 十河 磯野 越智（9/15 高松RC）

翠のつぶやき

【 基本的教育 と 識字率向上月間 】
ロータリーの活動における重点項目に 「基本的教育と識字率向上」 があり、
９月は特別月間です。
世界には、学校教育が受けられない子供たちが６，
７００万人、読み書きができない１５歳以上の人たちが７億７，
５００万人以上います。 ロー

タリーでは、世界の地域社会での教育プロジェクトを支援しており、地域社会が基本的教育と識字率、教育機会における男女差、成人の識字
教育を自力で出来るよう、その能力を高めることを目標としています。
教育支援活動の事例は https://www.rotary.org/myrotary で紹介されております。

第３回理事会議事録
日 時： ２０１６

９／１５

１９：３５〜２０：１０

場 所： オークラホテル高松

屋島の間

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

○

Ｓ Ａ Ａ 中井 真司

○

幹

事 小原 秀樹

○

職業奉仕 出雲 裕幸

欠

国際奉仕 白井 正美

○ 青少年奉仕 十河 建志

○

副 幹 事 福島 秀孝

○

オブザーバー：

議

題

審議事項

１．高松国際ピアノコンクールに対する支援について
前回と同様の５万円をニコニコより充当 承認

横井会長より説明

２．高松西ＲＣとの合同例会について
横井会長より説明
１１／１０の例会変更 １１月４日（金）１８：３０〜天勝にて 承認

協議事項

３．Ｒ財団100周年公共イメージ向上協力金について
250円 43名分\10,750を地区会計に振込む 承認

横井会長より説明

１．ガバナー公式訪問に向けての準備等について
１０／６タイムスケジュール、準備状況等を説明

小原幹事より説明

２．米子南ＲＣとの交流事業
小原幹事より説明
今週末に参加名簿を提出し、宿泊等の手配他、９月末までに詳細を確定させたい。
３．年号の表記について
クラブ内文書等について西暦で統一する。
但し、会員手帳については、西暦、和暦の併記とする。
報告事項

小原幹事より説明

１．１０、１１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
１１月 ３日
１１月１０日

ガバナー公式訪問
友翠会
客話
岳様
卓話
佐藤 会員
第４回理事会
卓話
筧 会員
定款第６条により休会
例会変更 → １１月４日（金）高松西ＲＣとの合同例会

２．その他
・地区補助金事業「骨髄バンク応援団」について
伊藤委員長より説明
青少年への啓蒙「命の授業」として、高校、大学、専門学校を対象に進める。
選定に向け多くの紹介をお願いしたい。
・さえずり会
１０月２日（日）開催で案内中

