
■例会場：マリンパレスさぬき(瀬戸 Aの間) 

■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 TEL851-2661 

■URL：http：//tgrc.jp 

  会長：濱田 吉隆  幹事：平田 真由美 

(公財)ロータリー米山記念奨学会より高松グリーン RCに対して、 

貴クラブ寄付金累計額が規定の表彰額になり、2000 万円達成ク

ラブとして感謝状を贈呈いたします。なお、感謝状は、徳島地区

大会にて表彰されます。 

◎高松中央 RC 谷本俊男  

米山奨学生 ファム・ティーホンタム 

○ 10月 16 日(水)坂出東 RCは、 

10月 16 日(水)18：30「飯山ひらた(親睦夜間例会)」に変更 

○ 10月 16 日(水)善通寺 RCは、 

  10月 16 日(水)12：30「丸善織物(株)(職場訪問例会)」に変更 

○ 10月 18 日(金)高松西 RCは、 

10月 20日(日)9：00「犬島～男木島(秋季家族例会)」に変更 

○ 10月 21 日(月)東かがわ RC は、 

  10月 21日(月)13：10「しろとりどうぶつ園(職場例会)」に変更 

○ 10月 22 日(火)高松東 RCは、 

  10月 22 日(火祝)9：30「ナガレスタジオ流政之美術館(移動例会)」に変更 

○ 10月 23 日(水)善通寺 RCは、 

  10月 23 日(水)19：00「魚七(新会員歓迎夜間例会)」に変更 

○ 10月 24 日(木)高松グリーン RC は、 

  10月 24日(木)18：30「ホテルパールガーデン(移動例会)」に変更 

○ 10月 24 日(木)高松 RC は、 

  10月 24日(木)12：30「高松市美術館(職場例会)」に変更 

○ 10月 28 日(月)東かがわ RC は、 

  10月 28日(月)18：30「未定(月見例会)」に変更 

○ 10月 29 日(火)丸亀東 RCは、 

10月 25日(金)19：00「ステーキハウス千萬丸亀店(創立 45周年記念例会)」に変更 

 

今週プログラム    ●10 月 10 日(1252 回) 
            委員会事業 
             クラブ管理運営委員会 
次週プログラム    ●10 月 17 日(1253 回) 
            卓話 
             小橋 会員 
先週プログラム    ●10 月 03 日(1251回) 
            委員会事業 

米山奨学委員会 友翠会 

第 1252 回 例会報告 10 月 10 日 

□ 出席報告 

●会員数  ：40名   ●出席基準数 ：33名 

●出席者数 ：22 名     ●欠席者数  ：11名 

●出席率  ：66.67 %   ●ビジター  ：1名 

9月 19日 最終出席率 71.43%→86.11% 

最終欠席者名 ： 石橋・出雲・筧・柏木 

□ プログラム委員会より 

10 月度例会 スケジュール 

＊10/03 1251回 委員会事業 米山奨学委員会 友翠会 

＊10/10 1252 回 委員会事業 クラブ管理運営委員会 

＊10/17 1253 回 卓話 小橋 会員  

＊10/24 1254回 卓話 太田 会員 

□ ビジター 

8 月日(1242 回) 

□ ニコニコ 

・カウンセラー谷本様・米山奨学生 タムさんありがとうございます。＝濱田 

・ダイビング 200 本達成しました。石川様ありがとうございます。＝佐藤 

・この度はお招き頂きありがとうございます。高松中央＝谷本俊男 

・妻に誕生祝ありがとうございます。93 会優勝しました。＝小橋 

・妻に誕生日プレゼントありがとうございます。＝岩村 

2019－2020 年度国際ロータリーのテーマ 

2019－2020 年度 国際ロータリー第 2670地区 

高松グリーンロータリークラブ 

積 極 的 に 参 加 し て 、 ロ ー タ リ ー を 楽 し も う ！ 

発行日 

2019 年 10月 10日 2019－2020 

年度国際ロータリーのテーマ 

 NO． 

□ メイクアップ 

＊角田ガバナー補佐(10/1 高松中央 RC) 

＊濱田(9/27 高松西 RC) 

＊越智、横井、高嶋由昌、伊藤、白井、佐藤、関谷、藤本 

 石川、石井、山岡(10/3 高松 RC) 

＊白井(9/13ガバナー杯野球前夜祭 9/14・15ガバナー杯 

野球大会) 

 

□ 会長報告 10 月 3 日 

8 月日(1242 回) 

□ 例会臨時変更 

8 月日(1242 回) 

□ 休会 

・ 10 月 11日(金)小豆島 RC 

・ 10 月 15 日(火)高松東 RC 

・ 10月 31日(木)高松グリーン RC 

 



 

 

 

 

二人は始めたばかり 

昇る朝日を目指し、たくさんある道のひとつを選び、歩きはじめる 

でも、二人は始めたばかり、 

やがて住むべき場所を見つけ、子供を育て、年とともに成長する。 

長い長い人生。確かめながら、話し合いながら、年とともに成長する。 

そう、二人は始めたばかり。(オリビア ニュートン ジョンの歌詞より) 

10月 10日 ≪一言コラム

≫ 

 

10 月 2日(水)献血 香川大学工学部 

参加：角田・石川・横井・十河・出雲・佐藤・濱田会員 

米山奨学生 客話 カウンセラー谷本 俊男(中央 RC) 

奨学生 ファム ティー・ホンタム(ベトナム) 

10/4 角田ガバナー輔佐 小豆島訪問 

太田 小豆島会長・八田・難波会員 

10 月 6日(日)レクザム球場にて 

高松北 RC VS 高松東・グリーン合同チームの試合が 

ありました。今日も含めて、合同チームは、全勝できています。 

残り試合は、善通寺 RC です。全勝優勝をして祝賀会をしましょう。 

10 月誕生月 小原・小橋・佐藤・平田会員 


