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本日　11月１日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「ロータリー財団とおむつバンクについて」

ロータリー財団委員長 西森やよい 会員

次週　11月８日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「大変です！土佐茶」

高知県農業振興部環境農業推進課 小島　一郎 氏

第2354回　例会報告／平成29年10月25日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「我らの生業」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
お客様、そしてたくさん
の会員の皆さまの出席あ
りがとうございます。
　台風21号は、風が強く
て私の会社でもフェンス

や瓦屋根が飛ぶなどありましたが、皆さんの
ところはいかがでしたでしょうか。また、先
週は衆議院議員選挙で、自民党が大勝し建
築・建設業からすれば経済が安定していいの
ではないかと思っています。
　今日は、水曜会が11時から高知市長さんに
お花の贈呈式を行っています。10月11日、49
回目の創立夜間例会には50名の方が出席しま
した。その中で、初めてオークションを行っ
たのですが、非常に高価なウィスキーの出品
があり、それを見事に高価に買い取っていた
だきました。売上総額16万2,300円、全額を
ニコニコに入れさせていただきます。年明け
には水曜会のバザーもありますので、皆さん
のご協力をよろしくお願いします。
　本日は、四万十ＲＣからＩＭのご案内にお
二人がお見えです。特に入会３年未満の方
は、ぜひとも出席をお願いします。10名以上
の参加であればバスを用意する予定です。
　テーブルに米山記念奨学金への寄付に関し
て、74クラブの現在の状況を置いています。

当クラブは、現在4,000円を来年から6,000円
にすることが理事会で決定していますので、
ご協力をよろしくお願いします。
　日本のロータリーは1920年10月20日、
チャーターメンバ－24名で創立総会を開き東
京クラブが誕生。ＲＩからの正式承認は1921
年４月１日。世界で852番目。初代会長は米
山梅吉、幹事は福島さん。２人ともアメリカ
で勉強し、福島さんはアメリカのロータリー
にも所属していました。
　米山梅吉は、明治元年２月４日、東京生ま
れ。この年は270年続いた徳川幕府が崩れ明
治となり、江戸が東京都に改まった記念すべ
き年です。父、和田竹造は梅吉が５歳のとき
亡くなり、その後、母の実家の三島に移りま
す。12歳で米山家に養子に入ります。米山梅
吉さんについては、また順次お話していきた
いと思います。
　本日の卓話は、「私の見たニューヨーク　
－白黒写真－」と題して角田和夫さんにお話
を伺います。
◇来訪ロータリアン
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
　四万十ＲＣ
　　山脇　寿且 氏　　遠近　良明 氏
◇ＩＭのご案内
　来年１月27日㈯、四万十ＲＣのホストでＩ
Ｍが開催されます。テーマは柳澤ガバナーの
「ロータリーの特性を生かそう」、サブテー
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マを「ＲＩの一部定款変更について、現在の
各クラブの取り組みと今後」としてパネル
ディスカッションを行います。
　幡多地域の３クラブが協力し合って、何と
か成功させようと一生懸命準備をしていま
す。多くの皆さんにご出席いただきますよ
う、よろしくお願いします。
　こちらから四万十までは道もよくなって２
時間弱です。四万十は魚介類がおいしいとこ
ろです。現在四万十ＲＣは会員数17名で少人
数ですが、中身の濃い会にしようと頑張って
いますので、全員で出席いただくようよろし
くお願いします。

◇会　長　報　告
・ガバナー事務所より、10月20日、牧野植物

園への液晶パネル案内板の贈呈式がありま
した。本会と水曜会から16名の参加があり
ました。

・地区大会開催まで１ヵ月を切りました。役
員はじめ会員の皆さんはご苦労様ですが、
どうぞよろしくお願いいたします。

◇幹　事　報　告
・ガバナーノミニーデジグネイトに高松東Ｒ

Ｃの篠原氏が決定しました。
・本日、例会終了後、臨時理事会を行います。

　毎年、フランスパリの大規模美術館、グラ
ン・パレで11月10日前後の４日間だけパリフ
ォトフェアがあります。世界の国のギャラリ
ーが持っているアーティストの発表の場です。
もちろん売買が目的ですが、私は幸運にも４
年ほど前にニューヨークのギャラリーにエー
ジェントになってもらい、そこを通して毎年
出品をしています。
　2015年に行ったとき、ソニーのカメラをぶ
らさげていると70ぐらいのダンディな方が、
俺も持っていると言って近づいてきて、日本
の習慣で名刺の交換をしました。彼はしきり
に「明日の朝、パーティがあるから来ない
か」と誘ってきます。彼は、その前に既に私
のことを知っていて、写真も買ってくれてい
ました。その夜、2015年11月13日、商業施設
を狙った襲撃事件があり、直ちに美術館もパ
リフォトフェアも閉鎖。日本に帰ってきて、
改めて彼の名刺を見ると、ハリソン・フォー
ド主演のインディ・ジョーンズの脚本家でし
た。
　今年５月ニューヨークへ、トランプ大統領
が就任して騒いでいる様子の写真を撮ること

と、その脚本家に会いたくて行きました。彼
は日本の写真家が好きで、ほとんどの写真を
集めて、家の中は美術館のようになっていま
す。私が彼に会いたいと思った目的は、父が
シベリアに抑留された、その足跡を追った映
画を作って欲しいと思ったからです。ただ、
この話はまたの機会にさせていただきます。
　今日は、５月に撮影した26枚の写真をご覧
いただきます。
・５番街にある高さ260ｍのトランプタワー
のドアマンです。ビル入り口では防弾チョッ
キを着て、機関銃を手に腰にはピストル、弾
倉を６箱ぐらい置いて、警官が７、８人ぐら
い警備にあたっています。５月のときは、警
察官等の写真は撮らせてもらえませんでした
が、この10月に行ったときは、警備も柔らか
くなっており写真も撮れました。
　トランプタワーには、ハリソン･フォード、
ブルース・ウィルス、サッカーのロナウドな
どが住んでいます。家賃は月額650万です。
・グランドセントラルステーション（よく映
画などに出てくる）とタイムズスクエアをわ
ずか３分ぐらいで行き来するエストゥレイン

■高知東ＲＣ当面の日程
11月８日㈬　パスト会長会（得月樓）
11月17日㈮～19日㈰　地区大会
11月29日㈬　ガバナー補佐訪問
　　　　　　第４回クラブ協議会（例会終了後）
　　　　　　役員会
12月６日㈬　五大奉仕中間発表
　　　　　　年次総会
　　　　　　定例理事会
12月13日㈬　ガバナー公式訪問
12月20日㈬　忘年夜間例会（ラ・ヴィータ）
　　　　　　役員会
12月27日㈬　ロータリー休日
１月３日㈬　休会（国民の祝日）
１月10日㈬　時間変更例会（ザ クラウンパレス新阪急高知）
　　　　　　定例理事会

１月27日㈯   高知第Ⅰ・第Ⅱ分区I.Ｍ
　　　　　　　　　（中村プリンスホテル）
１月31日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
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「私の見たニューヨーク
　　　　　　　－白黒写真－」

◇ゲストスピーチ 写真家  角田　和夫 氏

の外から撮ったもの。
・アメリカというところは本当にアートの街
で、ポスターなどものすごく吸引力がありま
す。また、芸術家を大切にする文化があり、
年齢に関係なく可能性があります。
・未だに根深い黒人への差別があり、黒人を
警官が取り囲んで、右手にはいつでも撃てる
ように銃を持っています。アメリカ社会の厳
しさを感じます。
・若いホームレスやカップルのホームレスな
どがいますが、以前から比べるととても清潔
で、ペットと一緒の人もいます。アメリカは
日本と違って、そういう人権も認め合うとい
う文化があります。
・僕は、フォトジェニックな写真を自分の目
で探して、フィルム100本ぐらい撮ります。
自分で現像すると１週間ぐらい。プリンティ
ングは１日４、５枚です。
・ニューヨークは好きですがいい加減なとこ
ろもあります。外国に行くと、日本のサービ
スや時間を守るなど、日本の良さを感じます。
・マンホールや道ばたから、地下鉄工事の煙
や蒸気がいつも出ていて、そこを自転車や車
が走っています。
・グランドセントラルステーションにはいろ

んなレストランなどがありますが、そこを出
るとホームレスが寝ていたりします。
・オーディションで合格した者だけが、この
場所でパフォーマンスができます。アメリカ
はものすごくレベルが高く、僕が見た人は、
日本のトップ中トップぐらいの、余韻の残る、
魂の伝わってくる歌を歌っていました。
・グランドセントラルステーションの下の列
車のところで、朝から晩まで座っているおじ
さんは、前にコップを置きチップを求めてい
ます。
・コーヒー片手に歩いている人、この男性の
人生はどんなだろうと考えながら撮りました。
　
　冬のニューヨークというのは、温度差激し
く。そこではとてもフォトジェニックな写真
が撮れます。既にチケットを買って、もう一
度行こうと思っています。
　５月に帰ってきたとき、高齢者何とかって
いうハガキが来ており、何かの間違いではな
いかと市役所に電話しようとしたのですが、
よく考えるともう65歳でした。けれど、僕に
は夢があるので、どんどん前向きの姿勢でど
こまで行けるか、シベリアの映画もそうです
が、頑張って走ってみたいと思っています。

◇出席率報告

 ● 山脇寿且（四万十ＲＣ）　四万十クラブＩ
Ｍ実行委員会より、よろしくお願いします！
 ● 柳澤光秋　公式訪問67クラブ回りました。
皆さまありがとうございます。
 ● 石川　健　会員の皆さま、平成30年１月27
日、ＩＭです。特に入会３年以内の会員の皆
さま、出席よろしくお願いします。
 ● 土居祐三　何となく今日もにこにこ！　
 ● 鬼田知明　角田様、本日、卓話をいただき
ありがとうございました。
 ● 前田　博　結婚記念、京都へ３泊４日の小

旅行、楽しんできました。
 ● 浦田健治　刃物祭りでは楽しませていただ
きました。寺村さんの名司会ぶりに感動しま
した。
 ● 竹村克彦　先週木曜日、地区大会合同委員
会後の飲み会のおつり。
 ● 水上　元　デジタル掲示板を寄付していた
だきありがとうございました。残念ながら皇
太子ご夫妻には、お見せできませんでした
が、しっかり活用させていただきます。
 ● 早瀬源慶　20日に行われた地区大会記念事
業の一つ「牧野植物園液晶案内パネル」引き
渡し式に会員15名、水曜会４名の出席をいた
だき無事終了。あとは本会議で知事に目録を
差し上げるのみとなりました。一度植物園の
現物をご覧になってください。以上、お礼ま
で。
 ● 福岡満喜子　午前、水曜会の皆さんと仮市
役所庁舎の前の花壇の植え替えと贈呈を行っ
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今期の累計

てきました。岡﨑市長さんより表彰状をいた
だきました。
 ● 野町和也　ご無沙汰しております。誕生日

お礼。
 ● サロンイースト協力金として
◇遅刻・早退　３件

水曜会 花の贈呈式
2017年10月25日㈬　於：市役所仮庁舎前
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マを「ＲＩの一部定款変更について、現在の
各クラブの取り組みと今後」としてパネル
ディスカッションを行います。
　幡多地域の３クラブが協力し合って、何と
か成功させようと一生懸命準備をしていま
す。多くの皆さんにご出席いただきますよ
う、よろしくお願いします。
　こちらから四万十までは道もよくなって２
時間弱です。四万十は魚介類がおいしいとこ
ろです。現在四万十ＲＣは会員数17名で少人
数ですが、中身の濃い会にしようと頑張って
いますので、全員で出席いただくようよろし
くお願いします。

◇会　長　報　告
・ガバナー事務所より、10月20日、牧野植物

園への液晶パネル案内板の贈呈式がありま
した。本会と水曜会から16名の参加があり
ました。

・地区大会開催まで１ヵ月を切りました。役
員はじめ会員の皆さんはご苦労様ですが、
どうぞよろしくお願いいたします。

◇幹　事　報　告
・ガバナーノミニーデジグネイトに高松東Ｒ

Ｃの篠原氏が決定しました。
・本日、例会終了後、臨時理事会を行います。

　毎年、フランスパリの大規模美術館、グラ
ン・パレで11月10日前後の４日間だけパリフ
ォトフェアがあります。世界の国のギャラリ
ーが持っているアーティストの発表の場です。
もちろん売買が目的ですが、私は幸運にも４
年ほど前にニューヨークのギャラリーにエー
ジェントになってもらい、そこを通して毎年
出品をしています。
　2015年に行ったとき、ソニーのカメラをぶ
らさげていると70ぐらいのダンディな方が、
俺も持っていると言って近づいてきて、日本
の習慣で名刺の交換をしました。彼はしきり
に「明日の朝、パーティがあるから来ない
か」と誘ってきます。彼は、その前に既に私
のことを知っていて、写真も買ってくれてい
ました。その夜、2015年11月13日、商業施設
を狙った襲撃事件があり、直ちに美術館もパ
リフォトフェアも閉鎖。日本に帰ってきて、
改めて彼の名刺を見ると、ハリソン・フォー
ド主演のインディ・ジョーンズの脚本家でし
た。
　今年５月ニューヨークへ、トランプ大統領
が就任して騒いでいる様子の写真を撮ること

と、その脚本家に会いたくて行きました。彼
は日本の写真家が好きで、ほとんどの写真を
集めて、家の中は美術館のようになっていま
す。私が彼に会いたいと思った目的は、父が
シベリアに抑留された、その足跡を追った映
画を作って欲しいと思ったからです。ただ、
この話はまたの機会にさせていただきます。
　今日は、５月に撮影した26枚の写真をご覧
いただきます。
・５番街にある高さ260ｍのトランプタワー
のドアマンです。ビル入り口では防弾チョッ
キを着て、機関銃を手に腰にはピストル、弾
倉を６箱ぐらい置いて、警官が７、８人ぐら
い警備にあたっています。５月のときは、警
察官等の写真は撮らせてもらえませんでした
が、この10月に行ったときは、警備も柔らか
くなっており写真も撮れました。
　トランプタワーには、ハリソン･フォード、
ブルース・ウィルス、サッカーのロナウドな
どが住んでいます。家賃は月額650万です。
・グランドセントラルステーション（よく映
画などに出てくる）とタイムズスクエアをわ
ずか３分ぐらいで行き来するエストゥレイン

■高知東ＲＣ当面の日程
11月８日㈬　パスト会長会（得月樓）
11月17日㈮～19日㈰　地区大会
11月29日㈬　ガバナー補佐訪問
　　　　　　第４回クラブ協議会（例会終了後）
　　　　　　役員会
12月６日㈬　五大奉仕中間発表
　　　　　　年次総会
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12月20日㈬　忘年夜間例会（ラ・ヴィータ）
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１月27日㈯   高知第Ⅰ・第Ⅱ分区I.Ｍ
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■例会変更のお知らせ
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■高知東ＲＣ当面の日程
11月８日㈬　パスト会長会（得月樓）
11月17日㈮～19日㈰　地区大会
11月29日㈬　ガバナー補佐訪問
　　　　　　第４回クラブ協議会（例会終了後）
　　　　　　役員会
12月６日㈬　五大奉仕中間発表
　　　　　　年次総会
　　　　　　定例理事会
12月13日㈬　ガバナー公式訪問
12月20日㈬　忘年夜間例会（ラ・ヴィータ）
　　　　　　役員会
12月27日㈬　ロータリー休日
１月３日㈬　休会（国民の祝日）
１月10日㈬　時間変更例会（ザ クラウンパレス新阪急高知）
　　　　　　定例理事会

１月27日㈯   高知第Ⅰ・第Ⅱ分区I.Ｍ
　　　　　　　　　（中村プリンスホテル）
 1月31日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
香長ＲＣ　　　11月７日㈫　移動例会
高知中央ＲＣ　11月９日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　11月10日㈮　例会場変更
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　11月14日㈫　地区大会に振替
高知西ＲＣ　　11月17日㈮　地区大会に振替
高知北ＲＣ　　11月20日㈪　地区大会に振替
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　11月28日㈫　４ＲＣ合同夜間例会に振替

「私の見たニューヨーク
　　　　　　　－白黒写真－」

◇ゲストスピーチ 写真家  角田　和夫 氏

の外から撮ったもの。
・アメリカというところは本当にアートの街
で、ポスターなどものすごく吸引力がありま
す。また、芸術家を大切にする文化があり、
年齢に関係なく可能性があります。
・未だに根深い黒人への差別があり、黒人を
警官が取り囲んで、右手にはいつでも撃てる
ように銃を持っています。アメリカ社会の厳
しさを感じます。
・若いホームレスやカップルのホームレスな
どがいますが、以前から比べるととても清潔
で、ペットと一緒の人もいます。アメリカは
日本と違って、そういう人権も認め合うとい
う文化があります。
・僕は、フォトジェニックな写真を自分の目
で探して、フィルム100本ぐらい撮ります。
自分で現像すると１週間ぐらい。プリンティ
ングは１日４、５枚です。
・ニューヨークは好きですがいい加減なとこ
ろもあります。外国に行くと、日本のサービ
スや時間を守るなど、日本の良さを感じます。
・マンホールや道ばたから、地下鉄工事の煙
や蒸気がいつも出ていて、そこを自転車や車
が走っています。
・グランドセントラルステーションにはいろ

んなレストランなどがありますが、そこを出
るとホームレスが寝ていたりします。
・オーディションで合格した者だけが、この
場所でパフォーマンスができます。アメリカ
はものすごくレベルが高く、僕が見た人は、
日本のトップ中トップぐらいの、余韻の残る、
魂の伝わってくる歌を歌っていました。
・グランドセントラルステーションの下の列
車のところで、朝から晩まで座っているおじ
さんは、前にコップを置きチップを求めてい
ます。
・コーヒー片手に歩いている人、この男性の
人生はどんなだろうと考えながら撮りました。
　
　冬のニューヨークというのは、温度差激し
く。そこではとてもフォトジェニックな写真
が撮れます。既にチケットを買って、もう一
度行こうと思っています。
　５月に帰ってきたとき、高齢者何とかって
いうハガキが来ており、何かの間違いではな
いかと市役所に電話しようとしたのですが、
よく考えるともう65歳でした。けれど、僕に
は夢があるので、どんどん前向きの姿勢でど
こまで行けるか、シベリアの映画もそうです
が、頑張って走ってみたいと思っています。

◇出席率報告

 ● 山脇寿且（四万十ＲＣ）　四万十クラブＩ
Ｍ実行委員会より、よろしくお願いします！
 ● 柳澤光秋　公式訪問67クラブ回りました。
皆さまありがとうございます。
 ● 石川　健　会員の皆さま、平成30年１月27
日、ＩＭです。特に入会３年以内の会員の皆
さま、出席よろしくお願いします。
 ● 土居祐三　何となく今日もにこにこ！　
 ● 鬼田知明　角田様、本日、卓話をいただき
ありがとうございました。
 ● 前田　博　結婚記念、京都へ３泊４日の小

旅行、楽しんできました。
 ● 浦田健治　刃物祭りでは楽しませていただ
きました。寺村さんの名司会ぶりに感動しま
した。
 ● 竹村克彦　先週木曜日、地区大会合同委員
会後の飲み会のおつり。
 ● 水上　元　デジタル掲示板を寄付していた
だきありがとうございました。残念ながら皇
太子ご夫妻には、お見せできませんでした
が、しっかり活用させていただきます。
 ● 早瀬源慶　20日に行われた地区大会記念事
業の一つ「牧野植物園液晶案内パネル」引き
渡し式に会員15名、水曜会４名の出席をいた
だき無事終了。あとは本会議で知事に目録を
差し上げるのみとなりました。一度植物園の
現物をご覧になってください。以上、お礼ま
で。
 ● 福岡満喜子　午前、水曜会の皆さんと仮市
役所庁舎の前の花壇の植え替えと贈呈を行っ
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10月25日
今期の累計

てきました。岡﨑市長さんより表彰状をいた
だきました。
 ● 野町和也　ご無沙汰しております。誕生日

お礼。
 ● サロンイースト協力金として
◇遅刻・早退　３件

水曜会 花の贈呈式
2017年10月25日㈬　於：市役所仮庁舎前

サイネージ贈呈式
2017年10月20日㈮　於：牧野植物園
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本日　11月１日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「ロータリー財団とおむつバンクについて」

ロータリー財団委員長 西森やよい 会員

次週　11月８日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「大変です！土佐茶」

高知県農業振興部環境農業推進課 小島　一郎 氏

第2354回　例会報告／平成29年10月25日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「我らの生業」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
お客様、そしてたくさん
の会員の皆さまの出席あ
りがとうございます。
　台風21号は、風が強く
て私の会社でもフェンス

や瓦屋根が飛ぶなどありましたが、皆さんの
ところはいかがでしたでしょうか。また、先
週は衆議院議員選挙で、自民党が大勝し建
築・建設業からすれば経済が安定していいの
ではないかと思っています。
　今日は、水曜会が11時から高知市長さんに
お花の贈呈式を行っています。10月11日、49
回目の創立夜間例会には50名の方が出席しま
した。その中で、初めてオークションを行っ
たのですが、非常に高価なウィスキーの出品
があり、それを見事に高価に買い取っていた
だきました。売上総額16万2,300円、全額を
ニコニコに入れさせていただきます。年明け
には水曜会のバザーもありますので、皆さん
のご協力をよろしくお願いします。
　本日は、四万十ＲＣからＩＭのご案内にお
二人がお見えです。特に入会３年未満の方
は、ぜひとも出席をお願いします。10名以上
の参加であればバスを用意する予定です。
　テーブルに米山記念奨学金への寄付に関し
て、74クラブの現在の状況を置いています。

当クラブは、現在4,000円を来年から6,000円
にすることが理事会で決定していますので、
ご協力をよろしくお願いします。
　日本のロータリーは1920年10月20日、
チャーターメンバ－24名で創立総会を開き東
京クラブが誕生。ＲＩからの正式承認は1921
年４月１日。世界で852番目。初代会長は米
山梅吉、幹事は福島さん。２人ともアメリカ
で勉強し、福島さんはアメリカのロータリー
にも所属していました。
　米山梅吉は、明治元年２月４日、東京生ま
れ。この年は270年続いた徳川幕府が崩れ明
治となり、江戸が東京都に改まった記念すべ
き年です。父、和田竹造は梅吉が５歳のとき
亡くなり、その後、母の実家の三島に移りま
す。12歳で米山家に養子に入ります。米山梅
吉さんについては、また順次お話していきた
いと思います。
　本日の卓話は、「私の見たニューヨーク　
－白黒写真－」と題して角田和夫さんにお話
を伺います。
◇来訪ロータリアン
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
　四万十ＲＣ
　　山脇　寿且 氏　　遠近　良明 氏
◇ＩＭのご案内
　来年１月27日㈯、四万十ＲＣのホストでＩ
Ｍが開催されます。テーマは柳澤ガバナーの
「ロータリーの特性を生かそう」、サブテー
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い警備にあたっています。５月のときは、警
察官等の写真は撮らせてもらえませんでした
が、この10月に行ったときは、警備も柔らか
くなっており写真も撮れました。
　トランプタワーには、ハリソン･フォード、
ブルース・ウィルス、サッカーのロナウドな
どが住んでいます。家賃は月額650万です。
・グランドセントラルステーション（よく映
画などに出てくる）とタイムズスクエアをわ
ずか３分ぐらいで行き来するエストゥレイン

■高知東ＲＣ当面の日程
11月８日㈬　パスト会長会（得月樓）
11月17日㈮～19日㈰　地区大会
11月29日㈬　ガバナー補佐訪問
　　　　　　第４回クラブ協議会（例会終了後）
　　　　　　役員会
12月６日㈬　五大奉仕中間発表
　　　　　　年次総会
　　　　　　定例理事会
12月13日㈬　ガバナー公式訪問
12月20日㈬　忘年夜間例会（ラ・ヴィータ）
　　　　　　役員会
12月27日㈬　ロータリー休日
１月３日㈬　休会（国民の祝日）
１月10日㈬　時間変更例会（ザ クラウンパレス新阪急高知）
　　　　　　定例理事会

１月27日㈯   高知第Ⅰ・第Ⅱ分区I.Ｍ
　　　　　　　　　（中村プリンスホテル）
１月31日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
香長ＲＣ　　　11月７日㈫　移動例会
高知中央ＲＣ　11月９日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　11月10日㈮　例会場変更
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　11月14日㈫　地区大会に振替
高知西ＲＣ　　11月17日㈮　地区大会に振替
高知北ＲＣ　　11月20日㈪　地区大会に振替
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　11月28日㈫　４ＲＣ合同夜間例会に振替

■高知東ＲＣ当面の日程
11月８日㈬　パスト会長会（得月樓）
11月17日㈮～19日㈰　地区大会
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　　　　　　第４回クラブ協議会（例会終了後）
　　　　　　役員会
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１月３日㈬　休会（国民の祝日）
１月10日㈬　時間変更例会（ザ クラウンパレス新阪急高知）
　　　　　　定例理事会

１月27日㈯   高知第Ⅰ・第Ⅱ分区I.Ｍ
　　　　　　　　　（中村プリンスホテル）
 1月31日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
香長ＲＣ　　　11月７日㈫　移動例会
高知中央ＲＣ　11月９日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　11月10日㈮　例会場変更
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　11月14日㈫　地区大会に振替
高知西ＲＣ　　11月17日㈮　地区大会に振替
高知北ＲＣ　　11月20日㈪　地区大会に振替
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　11月28日㈫　４ＲＣ合同夜間例会に振替

「私の見たニューヨーク
　　　　　　　－白黒写真－」

◇ゲストスピーチ 写真家  角田　和夫 氏

の外から撮ったもの。
・アメリカというところは本当にアートの街
で、ポスターなどものすごく吸引力がありま
す。また、芸術家を大切にする文化があり、
年齢に関係なく可能性があります。
・未だに根深い黒人への差別があり、黒人を
警官が取り囲んで、右手にはいつでも撃てる
ように銃を持っています。アメリカ社会の厳
しさを感じます。
・若いホームレスやカップルのホームレスな
どがいますが、以前から比べるととても清潔
で、ペットと一緒の人もいます。アメリカは
日本と違って、そういう人権も認め合うとい
う文化があります。
・僕は、フォトジェニックな写真を自分の目
で探して、フィルム100本ぐらい撮ります。
自分で現像すると１週間ぐらい。プリンティ
ングは１日４、５枚です。
・ニューヨークは好きですがいい加減なとこ
ろもあります。外国に行くと、日本のサービ
スや時間を守るなど、日本の良さを感じます。
・マンホールや道ばたから、地下鉄工事の煙
や蒸気がいつも出ていて、そこを自転車や車
が走っています。
・グランドセントラルステーションにはいろ

んなレストランなどがありますが、そこを出
るとホームレスが寝ていたりします。
・オーディションで合格した者だけが、この
場所でパフォーマンスができます。アメリカ
はものすごくレベルが高く、僕が見た人は、
日本のトップ中トップぐらいの、余韻の残る、
魂の伝わってくる歌を歌っていました。
・グランドセントラルステーションの下の列
車のところで、朝から晩まで座っているおじ
さんは、前にコップを置きチップを求めてい
ます。
・コーヒー片手に歩いている人、この男性の
人生はどんなだろうと考えながら撮りました。
　
　冬のニューヨークというのは、温度差激し
く。そこではとてもフォトジェニックな写真
が撮れます。既にチケットを買って、もう一
度行こうと思っています。
　５月に帰ってきたとき、高齢者何とかって
いうハガキが来ており、何かの間違いではな
いかと市役所に電話しようとしたのですが、
よく考えるともう65歳でした。けれど、僕に
は夢があるので、どんどん前向きの姿勢でど
こまで行けるか、シベリアの映画もそうです
が、頑張って走ってみたいと思っています。

◇出席率報告

 ● 山脇寿且（四万十ＲＣ）　四万十クラブＩ
Ｍ実行委員会より、よろしくお願いします！
 ● 柳澤光秋　公式訪問67クラブ回りました。
皆さまありがとうございます。
 ● 石川　健　会員の皆さま、平成30年１月27
日、ＩＭです。特に入会３年以内の会員の皆
さま、出席よろしくお願いします。
 ● 土居祐三　何となく今日もにこにこ！　
 ● 鬼田知明　角田様、本日、卓話をいただき
ありがとうございました。
 ● 前田　博　結婚記念、京都へ３泊４日の小

旅行、楽しんできました。
 ● 浦田健治　刃物祭りでは楽しませていただ
きました。寺村さんの名司会ぶりに感動しま
した。
 ● 竹村克彦　先週木曜日、地区大会合同委員
会後の飲み会のおつり。
 ● 水上　元　デジタル掲示板を寄付していた
だきありがとうございました。残念ながら皇
太子ご夫妻には、お見せできませんでした
が、しっかり活用させていただきます。
 ● 早瀬源慶　20日に行われた地区大会記念事
業の一つ「牧野植物園液晶案内パネル」引き
渡し式に会員15名、水曜会４名の出席をいた
だき無事終了。あとは本会議で知事に目録を
差し上げるのみとなりました。一度植物園の
現物をご覧になってください。以上、お礼ま
で。
 ● 福岡満喜子　午前、水曜会の皆さんと仮市
役所庁舎の前の花壇の植え替えと贈呈を行っ
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● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
490,400円
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8,764円

408円

9,172円

499,164円

40,348円

539,512円

チビニコ 合　計

10月25日
今期の累計

てきました。岡﨑市長さんより表彰状をいた
だきました。
 ● 野町和也　ご無沙汰しております。誕生日

お礼。
 ● サロンイースト協力金として
◇遅刻・早退　３件

水曜会 花の贈呈式
2017年10月25日㈬　於：市役所仮庁舎前

サイネージ贈呈式
2017年10月20日㈮　於：牧野植物園
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本日　11月１日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「ロータリー財団とおむつバンクについて」

ロータリー財団委員長 西森やよい 会員

次週　11月８日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「大変です！土佐茶」

高知県農業振興部環境農業推進課 小島　一郎 氏

第2354回　例会報告／平成29年10月25日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「我らの生業」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
お客様、そしてたくさん
の会員の皆さまの出席あ
りがとうございます。
　台風21号は、風が強く
て私の会社でもフェンス

や瓦屋根が飛ぶなどありましたが、皆さんの
ところはいかがでしたでしょうか。また、先
週は衆議院議員選挙で、自民党が大勝し建
築・建設業からすれば経済が安定していいの
ではないかと思っています。
　今日は、水曜会が11時から高知市長さんに
お花の贈呈式を行っています。10月11日、49
回目の創立夜間例会には50名の方が出席しま
した。その中で、初めてオークションを行っ
たのですが、非常に高価なウィスキーの出品
があり、それを見事に高価に買い取っていた
だきました。売上総額16万2,300円、全額を
ニコニコに入れさせていただきます。年明け
には水曜会のバザーもありますので、皆さん
のご協力をよろしくお願いします。
　本日は、四万十ＲＣからＩＭのご案内にお
二人がお見えです。特に入会３年未満の方
は、ぜひとも出席をお願いします。10名以上
の参加であればバスを用意する予定です。
　テーブルに米山記念奨学金への寄付に関し
て、74クラブの現在の状況を置いています。

当クラブは、現在4,000円を来年から6,000円
にすることが理事会で決定していますので、
ご協力をよろしくお願いします。
　日本のロータリーは1920年10月20日、
チャーターメンバ－24名で創立総会を開き東
京クラブが誕生。ＲＩからの正式承認は1921
年４月１日。世界で852番目。初代会長は米
山梅吉、幹事は福島さん。２人ともアメリカ
で勉強し、福島さんはアメリカのロータリー
にも所属していました。
　米山梅吉は、明治元年２月４日、東京生ま
れ。この年は270年続いた徳川幕府が崩れ明
治となり、江戸が東京都に改まった記念すべ
き年です。父、和田竹造は梅吉が５歳のとき
亡くなり、その後、母の実家の三島に移りま
す。12歳で米山家に養子に入ります。米山梅
吉さんについては、また順次お話していきた
いと思います。
　本日の卓話は、「私の見たニューヨーク　
－白黒写真－」と題して角田和夫さんにお話
を伺います。
◇来訪ロータリアン
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
　四万十ＲＣ
　　山脇　寿且 氏　　遠近　良明 氏
◇ＩＭのご案内
　来年１月27日㈯、四万十ＲＣのホストでＩ
Ｍが開催されます。テーマは柳澤ガバナーの
「ロータリーの特性を生かそう」、サブテー
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マを「ＲＩの一部定款変更について、現在の
各クラブの取り組みと今後」としてパネル
ディスカッションを行います。
　幡多地域の３クラブが協力し合って、何と
か成功させようと一生懸命準備をしていま
す。多くの皆さんにご出席いただきますよ
う、よろしくお願いします。
　こちらから四万十までは道もよくなって２
時間弱です。四万十は魚介類がおいしいとこ
ろです。現在四万十ＲＣは会員数17名で少人
数ですが、中身の濃い会にしようと頑張って
いますので、全員で出席いただくようよろし
くお願いします。

◇会　長　報　告
・ガバナー事務所より、10月20日、牧野植物

園への液晶パネル案内板の贈呈式がありま
した。本会と水曜会から16名の参加があり
ました。

・地区大会開催まで１ヵ月を切りました。役
員はじめ会員の皆さんはご苦労様ですが、
どうぞよろしくお願いいたします。

◇幹　事　報　告
・ガバナーノミニーデジグネイトに高松東Ｒ

Ｃの篠原氏が決定しました。
・本日、例会終了後、臨時理事会を行います。

　毎年、フランスパリの大規模美術館、グラ
ン・パレで11月10日前後の４日間だけパリフ
ォトフェアがあります。世界の国のギャラリ
ーが持っているアーティストの発表の場です。
もちろん売買が目的ですが、私は幸運にも４
年ほど前にニューヨークのギャラリーにエー
ジェントになってもらい、そこを通して毎年
出品をしています。
　2015年に行ったとき、ソニーのカメラをぶ
らさげていると70ぐらいのダンディな方が、
俺も持っていると言って近づいてきて、日本
の習慣で名刺の交換をしました。彼はしきり
に「明日の朝、パーティがあるから来ない
か」と誘ってきます。彼は、その前に既に私
のことを知っていて、写真も買ってくれてい
ました。その夜、2015年11月13日、商業施設
を狙った襲撃事件があり、直ちに美術館もパ
リフォトフェアも閉鎖。日本に帰ってきて、
改めて彼の名刺を見ると、ハリソン・フォー
ド主演のインディ・ジョーンズの脚本家でし
た。
　今年５月ニューヨークへ、トランプ大統領
が就任して騒いでいる様子の写真を撮ること

と、その脚本家に会いたくて行きました。彼
は日本の写真家が好きで、ほとんどの写真を
集めて、家の中は美術館のようになっていま
す。私が彼に会いたいと思った目的は、父が
シベリアに抑留された、その足跡を追った映
画を作って欲しいと思ったからです。ただ、
この話はまたの機会にさせていただきます。
　今日は、５月に撮影した26枚の写真をご覧
いただきます。
・５番街にある高さ260ｍのトランプタワー
のドアマンです。ビル入り口では防弾チョッ
キを着て、機関銃を手に腰にはピストル、弾
倉を６箱ぐらい置いて、警官が７、８人ぐら
い警備にあたっています。５月のときは、警
察官等の写真は撮らせてもらえませんでした
が、この10月に行ったときは、警備も柔らか
くなっており写真も撮れました。
　トランプタワーには、ハリソン･フォード、
ブルース・ウィルス、サッカーのロナウドな
どが住んでいます。家賃は月額650万です。
・グランドセントラルステーション（よく映
画などに出てくる）とタイムズスクエアをわ
ずか３分ぐらいで行き来するエストゥレイン

■高知東ＲＣ当面の日程
11月８日㈬　パスト会長会（得月樓）
11月17日㈮～19日㈰　地区大会
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香長ＲＣ　　　11月７日㈫　移動例会
高知中央ＲＣ　11月９日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　11月10日㈮　例会場変更
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　　　　　　　11月14日㈫　地区大会に振替
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「私の見たニューヨーク
　　　　　　　－白黒写真－」

◇ゲストスピーチ 写真家  角田　和夫 氏

の外から撮ったもの。
・アメリカというところは本当にアートの街
で、ポスターなどものすごく吸引力がありま
す。また、芸術家を大切にする文化があり、
年齢に関係なく可能性があります。
・未だに根深い黒人への差別があり、黒人を
警官が取り囲んで、右手にはいつでも撃てる
ように銃を持っています。アメリカ社会の厳
しさを感じます。
・若いホームレスやカップルのホームレスな
どがいますが、以前から比べるととても清潔
で、ペットと一緒の人もいます。アメリカは
日本と違って、そういう人権も認め合うとい
う文化があります。
・僕は、フォトジェニックな写真を自分の目
で探して、フィルム100本ぐらい撮ります。
自分で現像すると１週間ぐらい。プリンティ
ングは１日４、５枚です。
・ニューヨークは好きですがいい加減なとこ
ろもあります。外国に行くと、日本のサービ
スや時間を守るなど、日本の良さを感じます。
・マンホールや道ばたから、地下鉄工事の煙
や蒸気がいつも出ていて、そこを自転車や車
が走っています。
・グランドセントラルステーションにはいろ

んなレストランなどがありますが、そこを出
るとホームレスが寝ていたりします。
・オーディションで合格した者だけが、この
場所でパフォーマンスができます。アメリカ
はものすごくレベルが高く、僕が見た人は、
日本のトップ中トップぐらいの、余韻の残る、
魂の伝わってくる歌を歌っていました。
・グランドセントラルステーションの下の列
車のところで、朝から晩まで座っているおじ
さんは、前にコップを置きチップを求めてい
ます。
・コーヒー片手に歩いている人、この男性の
人生はどんなだろうと考えながら撮りました。
　
　冬のニューヨークというのは、温度差激し
く。そこではとてもフォトジェニックな写真
が撮れます。既にチケットを買って、もう一
度行こうと思っています。
　５月に帰ってきたとき、高齢者何とかって
いうハガキが来ており、何かの間違いではな
いかと市役所に電話しようとしたのですが、
よく考えるともう65歳でした。けれど、僕に
は夢があるので、どんどん前向きの姿勢でど
こまで行けるか、シベリアの映画もそうです
が、頑張って走ってみたいと思っています。

◇出席率報告

 ● 山脇寿且（四万十ＲＣ）　四万十クラブＩ
Ｍ実行委員会より、よろしくお願いします！
 ● 柳澤光秋　公式訪問67クラブ回りました。
皆さまありがとうございます。
 ● 石川　健　会員の皆さま、平成30年１月27
日、ＩＭです。特に入会３年以内の会員の皆
さま、出席よろしくお願いします。
 ● 土居祐三　何となく今日もにこにこ！　
 ● 鬼田知明　角田様、本日、卓話をいただき
ありがとうございました。
 ● 前田　博　結婚記念、京都へ３泊４日の小

旅行、楽しんできました。
 ● 浦田健治　刃物祭りでは楽しませていただ
きました。寺村さんの名司会ぶりに感動しま
した。
 ● 竹村克彦　先週木曜日、地区大会合同委員
会後の飲み会のおつり。
 ● 水上　元　デジタル掲示板を寄付していた
だきありがとうございました。残念ながら皇
太子ご夫妻には、お見せできませんでした
が、しっかり活用させていただきます。
 ● 早瀬源慶　20日に行われた地区大会記念事
業の一つ「牧野植物園液晶案内パネル」引き
渡し式に会員15名、水曜会４名の出席をいた
だき無事終了。あとは本会議で知事に目録を
差し上げるのみとなりました。一度植物園の
現物をご覧になってください。以上、お礼ま
で。
 ● 福岡満喜子　午前、水曜会の皆さんと仮市
役所庁舎の前の花壇の植え替えと贈呈を行っ
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チビニコ 合　計

10月25日
今期の累計

てきました。岡﨑市長さんより表彰状をいた
だきました。
 ● 野町和也　ご無沙汰しております。誕生日

お礼。
 ● サロンイースト協力金として
◇遅刻・早退　３件

水曜会 花の贈呈式
2017年10月25日㈬　於：市役所仮庁舎前
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