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 　２０１９年１２月１０日（火）

【会長報告】　◆　なし

【幹事報告】

◆ 前回例会終了後、１２月理事会を行いました。

① １２月・１月・２月プログラムの件　・・・・・　承認

＊正式な案内なまだですが「2月29日(土)13:00~15:40；サンポートホール高松にて“香川

　第Ⅰ・第Ⅱ分区合同インターシティ・ミーティング(Ｉ.Ｍ)”が開催されますのでご出席

　をお願いします。

【副会長報告】

◆ 12月7日(土)ホテルパールガーデンにて2020-21年度ロータリー財団補助金管理セミナー

に岡 次年度ロータリー財団委員長と出席してまいりました。（報告・・・感想・・）

◆ 前回例会終了後、次年度理事会を行いました。

① 2020-2021年度 ＳＡＡ、副ＳＡＡ 選出の件　・・・・　承認

 Ｓ･Ａ･Ａ 　稲毛　謙二

副Ｓ･Ａ･Ａ 　正田　順治

　＊先週、役員・理事就任挨拶がまだの方に挨拶をお願いします。

【委員会報告】（親睦活動委員会）前山佳裕委員長

◆ 次週（12月17日）例会は午後7時～オークラホテル丸亀12Fにて「クリスマス家族会」を

いたしますので、出席される方は時間厳守でお集まりください。

◆ 新年；1月7日(火)は丸亀RCとの合同新年例会を開催いたします。

山北八幡神社にてお祓いをされる方は午後5時50分までに山北八幡神社・社務所にお越し

ください。合同親睦新年例会はオークラホテル丸亀2Fにて午後7時～開催しますので出席　

される方は時間厳守でお集まりをお願いします。

【プログラム】　💛　会 員 卓 話（青少年奉仕委員会）久保田 剛司 委員長

今年度、青少年奉仕委員会の事業計画として

　１.第７回丸亀東ロータリークラブ剣道大会の開催（2020.4.12）

　２.未来への手紙事業（丸亀ＲＣとの共同事業）

　３.丸亀少女の家への訪問事業（運動会）

　４.ミニバスケットボール大会の後援（丸亀ＲＣとの共同事業）

上記を予定しています。

　　１．真実かどうか 　　３．好意と友情を深めるか

　　２．みんなに公平か　　　４．みんなのためになるかどうか

～四つのテスト～

言行はこれに照らしてから

　  2019～2020年度　第４５年度　第２２回　 通算第２１５６回例会
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【丸亀東ロータリークラブ剣道大会について】

　2014年4月20日に創立40周年記念事業の一環として始めてから、今年度が「第７回」

　となります。　2020年４月１２日(日)開催予定ですのでご協力をお願いします。

開催日 参加人数 参加団体 高学年優勝 低学年優勝

第１回 2014/4/20 91名 9団体 丸亀武道館一心会 順正舘

第２回 2015/4/12 105名 15団体 丸亀武道館一心会 坂出市剣道連盟

第３回 2016/4/10 114名 14団体 順正舘 坂出市剣道連盟

第４回 2017/4/23 79名 8団体 順正舘 修猷館

第５回 2018/4/8 77名 13団体 坂出市剣道連盟 坂出市剣道連盟

第６回 2019/4/14 132名 13団体 坂出市剣道連盟 坂出市剣道連盟

＊剣道大会の目的

　　丸亀市周辺地区で剣道を学び心身を錬磨している小学生が、大会を通して剣道の

　　面白さを体現し、相互の連帯感・友情を深めること

【未来への手紙事業について】 ＜丸亀ＲＣとの共同事業です。＞

　2006年(第32年度)から毎年実施。今年度で１４年間続いている事業です。

　＊丸亀ＲＣ担当→城乾、城坤、城北、城西、城南、城東、城辰、本島、広島、小手島

　＊丸亀東ＲＣ担当→郡家、飯野、垂水、富熊、栗熊、岡田、飯山南、飯山北

実施年 実施人数 実施年 実施人数 実施年 実施人数

2006年 459名 2011年 535名 2016年 414名

2007年 525名 2012年 546名 2017年 469名

2008年 524名 2013年 554名 2018年 507名

2009年 528名 2014年 489名 2019年 476名

2010年 557名 2015年 507名

＊未来への手紙の目的

　　近年、少年少女の事件や犯罪の低年齢化が進んでいるように思えます。　思春期で

　　多感な中学2年生の時、彼らが開放的となる夏休み前（7月発送予定）に、小学５年

　　生当時に未来の自分宛に出した「間違いを犯さないで」という内容の手紙を発送し

　　もし非行に走ろうとした時、思いとどまり、また小学生のころの夢を思い出し、

　　その夢の実現に向けて進んで行く一つの手助けになる事を目的とします。

【丸亀少女の家への訪問事業について】

　数年前までは「盆踊り大会、運動会」の案内が届いておりましたが、近年は「運動会」

　のみの案内となっております。　　＊10月10日：伊賀会長が参加しました。

【ミニバスケットボール大会の後援について】 ＜丸亀ＲＣとの共同事業です。＞

　正確な開始年月日、実施経緯等は分かりませんが 1993年(第19年度)頃から後援をして

　いるみたいです。　　＊３万円の共催金　（今年度は「開会式」に出席予定）

　　１．真実かどうか 　　３．好意と友情を深めるか

　　２．みんなに公平か　　　４．みんなのためになるかどうか

～四つのテスト～

言行はこれに照らしてから

第６回剣道大会がＣＶＣニュースで放映されました。

当クラブホームページにＵＰしましたのでご覧ください。



　　　１．「花と昆虫の楽園キャンペーンPART６」

2019年4月27日~30日開催分

撮影：Ian lus　イアン イウスさん（カナダ人）

　　　２．「手島と陶芸家」

瀬戸内海に浮かぶ人口約20人の島の物語

撮影：東京から来たプロカメラマン2名、

　　　尾崎さんの娘さんの友人

　　　３．「花と昆虫の楽園キャンペーンPART7」

2019年8月9日~12日開催分

撮影：Ian lus　イアン イウスさん

　手島に陶芸家２カップルＩターン

　　平均年齢80歳、人口20名の手島に陶芸家カップルが春から

　　引っ越してきました。なんと！長い間主を失っていた二軒

　　の空家が彼等の手で床も壁も天井もリニュアルされます。

　　ほこりまみれで日夜格闘中・・・・・家一軒丸ごと自分達

　　のアトリエ兼ギャラリーになる日が来ることを島民達も暖

　　かく見守っています。

熟成させた赤ワインのように、時間をかけてゆっくり発酵する彼等のワインはどのような

仕上がりになるのか、興味は尽きません。

厳しい環境の中で、きらきら光る彼等の優しさに満ちた眼差しが眩しいく感じました。

「花と昆虫の楽園キャンペーンPART６」~小さな島の贅沢なおもてなし～

　＊大人は安養寺の竹林伐採。子供は芝桜を植え、幼虫採集にタケノコ掘り・・・

　　春の陽気に誘われて島民と一緒に瀬戸内のホスピタリティを楽しみましょう。

日時： 2019年4月27日～30日

場所： 手島　（丸亀市沖塩飽諸島　人口約20人　　平均年齢80歳、周囲10.9km）

参加者： 京大生、ボランティア、島関係者、ＡＬＴ（英語指導教諭）

宿泊施設： 手島自然教育センター

協賛： 香川県、丸亀市、香川丸亀養護学校、ＪＡ香川県、農協食品、久保田麺業等

協力：

名義後援： 香川県教育委員会

「花と昆虫の楽園キャンペーンPART7」~大人も子供も手島の大自然に触れよう～

　＊花の苗植え、カブトムシ採集、海岸散策と清掃、島民と一緒にＢＢＱや流しうどん等を

　　通じて自然豊かな瀬戸内海を満喫できます。

　　無人島になりつつある手島で我々は何ができるか、一緒に考えていきましょう。

日時： 2019年8月9日～12日

　　１．真実かどうか 　　３．好意と友情を深めるか

　　２．みんなに公平か　　　４．みんなのためになるかどうか

～四つのテスト～

言行はこれに照らしてから

ＮＰＯ法人瀬戸内オリーブ基金事務局（豊島）、ナチュラリストネットワークかがわ

　　上映目次

http://search.yahoo.co.jp/r/_ylt=A7dPeg_glPFdvBAAUsuDTwx.;_ylu=X3oDMTFsNTFybXF2BHBhdHQDZ2dsBHBvcwMxBHByb3ADZ2lzZWFyY2gEcXADBHNjA0RSBHNlYwNzYwRzbGsDaW1n/SIG=19sfm2jt7/EXP=1576214176/**https%3A/search.yahoo.co.jp/image/search%3Frkf=2%26ei=UTF-8%26gdr=1%26p=%25E6%2589%258B%25E5%25B3%25B6%25E3%2581%25AB%25E9%2599%25B6%25E8%258A%25B8%25E5%25AE%25B6%25EF%25BC%2592%25E3%2582%25AB%25E3%2583%2583%25E3%2583%2597%25E3%2583%25AB%25EF%25BC%25A9%25E3%2582%25BF%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25B3


【本日のニコニコ】

♣　 本日、会員卓話を無事終えて ：久保田剛司 青少年奉仕委員長

♣　 久保田青少年奉仕委員長の会員卓話を拝聴して ：伊賀  重夫 会長

♣　 〃 ありがとうございました。 ：片岡  浩昌 幹事

♣　 〃  ：小宮山　滋 Ｓ･Ａ･Ａ

♣　 久保田委員長。卓話をしていただき ：高木  敏仁 青少年奉仕副委員長

♣　 　　　　　ありがとうございました。 ：秋山　等 青少年奉仕委員

♣　 ：山下  峰彦 さん

♣　 〃 ： 岡　 千枝 さん

♣　 なんとなく ：久山  峰年 さん

【来訪ロータリアン】（なし）

【メークアップ】（２名）

★　 辰巳　正兼 君　（ 11月24日地区大会 ）

★　   森　  英司 君　（ 11月23日地区大会 ）

【出席報告】 　第２１５６回例会

会員総数 出席免除会員数 出席計算会員数 出席会員数 欠席会員数 出席率

４０名 ３名 ３７名 ３２名 ５名 ８６.４９％

　第２１５４回例会 　　＜11月26日(火)例会分＊( )内はﾒｰｸｱｯﾌﾟ＞

会員総数 出席免除会員数 出席計算会員数 出席会員数 欠席会員数 出席率

４０名 ３名 ３７名 ３２名(2名) ５名 ８６.４９％

【１２月１７日(火)の例会】　クリスマス家族会 （親睦活動委員会）

　　　【オークラホテル丸亀12Fエメラルド　午後7時開会】

　　１２月２４日(火)・１２月３１日(火)例会は“休会”です。

【１月　７日(火)の例会】　丸亀ＲＣとの合同親睦新年例会（親睦活動委員会）

　　　【午後６時~　山北八幡神社にてお祓い】

　　　【午後７時~　オークラホテル丸亀２Ｆにて合同新年例会】

　ロータリーの目的
　ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として奉仕の理念を奨励し、これを育むことにある。

　具体的には、次の各項を奨励することにある。

　第１． 知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること。

　第２． 職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて価値あるものと認識し、社会に

奉仕する機会としてロータリアン各自の職業を高潔なものにすること。

　第３． ロータリアン一人一人が個人としてまた事業および社会生活において、日々、奉仕

の理念を実践すること。

第４． 奉仕の理念で結ばれた職業人が世界的ネットワークを通じて国際理解、親善、平和

　 を推進すること。

事務所 　オークラホテル丸亀４３０号室 TEL；0877-21-6611　　FAX：0877-21-6655

例会日 　毎週火曜日　PM12:30~PM1:30 URL；http://www.marugame-east-rc.com

E-Mail；merc@soleil.ocn.ne.jp

　ＭＡＲＵＧＡＭＥ　ＥＡＳＴ　ＲＯＴＡＲＹ　ＣＬＵＢ 例会場
　オークラホテル丸亀　☎23-2222

〒763-0011 丸亀市富士見町3-3-50

＜１２月１０日(火)現在＞

理事（ﾛｰﾀﾘｰ財団）

2020-2021年度役員・理事に選ばれて　理事(ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ)


