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本日　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

次週　11月15日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　地　区　大　会　確　認　発　表

第2355回　例会報告／平成29年11月１日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
いよいよ地区大会の月に
入りました。各委員会と
も準備が進んでいるとお
聞きしています。もう少
しですので、皆さん頑張

ってください。
　初めにご報告ですが、当クラブの近森淳二
会員のお父上が10月25日、不慮の事故により
ご逝去されました。27日、四万十町の葬祭会
館にてご葬儀が執り行われました。ご冥福を
お祈りし、謹んでお悔やみを申し上げます。
　先週に続いて米山梅吉氏の中学校時代の話
をしたいと思います。
　明治14年、沼津中学校に入学した梅吉少年
は、文章を書くことには自信があり、将来は
新聞記者になりたいという夢を持っていたよ
うで、「穎才新誌」という雑誌に度々投稿し
ていました。当時、夏目漱石と梅吉氏の文章
が最も多く掲載されたと書かれています。ま
た、洗礼も受けてキリスト教を信仰していた
そうです。
　明治16年12月、静岡の家を出て３日間歩い
て東京に出ます。漢学者の土居光華の書生と
なりますが、明治19年、青山英和学校に入
学。その後、アメリカで勉強するため東京府

の公務員となりお金を貯めた後、20歳で渡米
を決意します。当時、渡米費用は100円。お
まわりさんの給料が８円の時代です。
　本日は「ロータリー財団とおむつバンクに
ついて」財団委員長の西森やよい会員から卓
話の後、竹村会員から地区大会についてお話
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
◇近森淳二会員挨拶
　この度は父の葬儀にご会葬いただきまして、
誠にありがとうございました。厚く御礼申し
上げます。
　父は，享年88歳で亡くなりました。当日の
朝まで介護認定もなく、両親とも元気で過ご
していましたが、庭のカキを取っていて脚立
の２段目から落ちました。ドクターの診断は
脳挫傷、くも膜下出血、外傷性くも膜下出血
で、意識のないまま窪川病院に運ばれました。
病院から連絡があって高速に乗ろうとしたら、
ドクターヘリで運ぶということで、骨折ぐら
いに思っていましたが、これは尋常じゃない
なと。医療センターに運ばれて意識のないま
ま翌日に亡くなりました。生前、父は「ピン
ピンコロリ」と言ってましたが、余りにも急
だったもので、母が認知症のような状態にな
り心配しています。
　皆さま方からご厚情をいただきましたこと、
誠にありがとうございました。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST
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●会長／石川　健　●幹事／土居祐三　●雑誌会報委員／髙橋卓弥・宇津木達也・西森良文
●例会日／毎週水曜日12：30PM～1：30PM　●例会場／ザ クラウンパレス新阪急高知　（088）873－1111
●事務所／高知新聞放送会館１階　〒780－8572　高知市本町3－2－15　　　　直通（088）824－8660

　ホームページアドレス（PC・携帯共通）http://www.kochi-east-rc.com
　メールアドレス　事務局／hcrc@coffee.ocn.ne.jp　広報ＩＴ委員会／info@kochi-east-rc.com

◇11月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　西山　忠利
　別役　重具
　寺尾　正生
　中越　貴宣
 ● 配偶者誕生日
　関　紀久子　　水上　由美　　松野　壽子
 ● 家庭記念日
　溝渕　源樹　　田内　正文　　福岡満喜子
　岡本　淳一　　松野　宏司
 ● 入会記念日
　野町　和也　　中越　貴宣　　松﨑　郷輔
　中西　克行　　森田　康子

◇会　長　報　告
・先日、「さむらい先生」の試写会がありま

した。高知市内を中心にあちこち名所が出
てきますし、内田会員のお嬢さんや塾の生
徒役で高知の子どもたちが多く出ています。
11月18日からイオンで上映されますので、
ぜひご覧ください。

◇幹　事　報　告
・11月のロータリーレートは１ドル114円です。
・本日、例会終了後、定例理事会を行います。
◇八幡浜ＲＣ例会日変更について
　2018年１月より、例会日を毎週火曜日12時
10分からに変更。（月の最終火曜日のみ18時
30分から）

　「ロータリー財団の使命は、ロータリアン
が健康状態を改善し、教育への支援を高め、
貧困を救済することを通じて世界理解、親
善、平和を達成できるようにすることです。
よりよい地域づくりのための活動やグローバ
ルなイニシアティブを資金面で支えているの
がロータリー財団です。クラブや地区に補助
金を提供しているほか、ポリオの撲滅や平和
の推進と言ったグローバルなキャンペーンを
展開しています。こうした活動や補助金を実
現させているのが、皆さまからロータリー財
団へのご寄付です。」と謳われています。
　ロータリー財団は、1917年、アーチ・Ｃ・
クランフＲＩ会長が、世界でよいことをする
ために、基金の設置を提案。この基金が1928
年に「ロータリー財団」と名付けられて国際
ロータリー内の新しい組織となり、現在に
至っています。今年はロータリー財団100周
年に当たります。
　1947年、財団初のプログラム、高等教育の
ためのフェローシップを開始、これは後に国

際親善奨学金となり、1965年から66年には、
新たに研究グループの交換、技術研修のため
の補助金、ロータリー財団の目的を果たす活
動ための補助金等々、だんだんとプログラム
が充実していきます。
　1978年、保健・饑餓追放・人間性尊重補助
金プログラムを開始。この３Ｈ補助金プログ
ラムの第１号としてフィリピンの600万人の
子どもたちにポリオ予防接種を実施。1985
年、本格的に全世界でポリオ撲滅を目指すポ
リオプラスプログラムが設置されたことによ
りポリオ撲滅がどんどん進み、ほぼ壊滅状態
まで追い込んでいますが、それでも年度ごと
に発症し、100％撲滅しないと意味がないと
いう話が毎年聞かれます。
　1987－88年にかけて、初めての平和フォー
ラムを開催、ロータリー平和フェローシップ
創設のきっかけとなる。2013年、世界中の
ロータリアンがグローバルなニーズに応えら
れるよう、新しい補助金モデル、地区補助
金、グローバル補助金、パッケージグラント

「ロータリー財団と
　　　おむつバンクについて」

◇会員スピーチ ロータリー財団委員長  西森やよい 会員

を導入。
　1917年、26ドル50セントの寄付から始まっ
たロータリー財団は、10億ドル以上の寄付を
受けるほどの大きな財団に成長しました。
　高知東ＲＣでは１会員年間120ドルの寄付
をしており、地区内のクラブからの年次寄付
はロータリー年度末に、国際財団活動資金
（ＷＦ）と地区財団活動資金（ＤＤＦ）に分
けられ、地区は寄付の３年後に地区補助金と
して使用できます。この補助金を、各クラブ
の財団委員会が事業を申請し、地区財団委員
会で内容を精査し分配します。
　今まで当クラブでは、多くの事業が認めら
れて実施してきました。今年は、高知おむつ
バンク立ち上げ支援事業を申請。この事業の
内容としては３つ。高知おむつバンクの提
唱。高知おむつバンクの立ち上げ支援として
のシンポジウムの開催。高知おむつバンクの
広報の支援です。
　何か人の役に立つことをしたいと思ってい
る方が多くいる中で、子育て世代の家庭で
余っているのが紙おむつです。一方で紙おむ
つを買うことができない家庭があって、赤
ちゃんがおむつを替えて欲しいと泣いていて
も、お母さんは日々の生活に追われて、泣く
声すらわずらわしい。子どもといることが苦
痛という家庭があると聞き、私はそれはつな
ぎたいなという思いを持ったところが、おむ
つバンクのスタートです。
　ただ、この事業を東ＲＣが事務局として
ずっと運営することはできませんので、社会
福祉法人みそのベビーホームに相談し、ここ

が運営をしてくれることになっています。私
たちは立ち上げだけに関与し、地域に引き継
いでいくことを想定しています。
　立ち上げ支援としてシンポジウムの開催が
目玉で、12月16日㈯14時から16時、自由民権
記念館の民権ホールで「困っている子どもた
ちについて考えよう」というテーマで行いま
す。４名のパネリストが各自の経験等を踏ま
えてパネルディスカッションを行います。地
区大会の後、お疲れのところですし、年末の
土曜日でお忙しいと思いますが、受付、会場
整理、写真撮影、さくら等々で、皆さんのご
協力をお願いできればと思っています。
　広報の支援としては、チラシを2000部作成
する段取りです。飛鳥の永野さんが素晴らし
いデザインを考えてくださいました。皆さん
にも１枚か２枚、どこかに貼っていただける
とありがたいなと思っています。表はシンポ
ジウム、裏はおむつバンクの案内になってい
ます。また、東ＲＣのホームページにも掲載
していただければと思います。さらに、当日
の来訪者にお配りできるようにタオルを200
本を用意しています。これを人前で使っても
らうことで、おむつバンクの広報ができれば
と思います。
　細々とでいいので、おむつが余ったけど誰
か引き取ってくれないかなというような家庭
からの寄付が、困難な状況の子どもたちに届
くようなシステムになることと、その度に東
ＲＣということを思ってくれる人が増えるこ
とを願って準備を進めています。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

◇地区大会登録委員会より
　地区大会、11月17日、18日、19日の３日間
開催されます。登録者数については、当日ま
で数字が動くのではないかと心配しています
が、現在、ロータリアンは1885名、ご家族等
を含めて総数1956名。国際ロータリー会長代
理と奥さまのお顔は皆さん覚えておいてくだ
さい。
　来賓は、知事、市長、ガバナー、松野さ
ん、猿田さん、ガバナーエレクトの桑原さ
ん、ガバナーノミニーの大島さん、デジグネ
イトの篠原さん。司葉子さん、ケント・ギル
バートさん。
　本会議や懇親会は1000人以上のイベントに
なりますので、大変です。３日間、皆さんに
担当していただく部分は、最終的にお渡し表
のとおりの配置についていただくようになり
ます。表によって３日間の自分の動きを確認

してください。
　お迎えする側として、来賓の方の担当は決
まっていますが、参加者からは、会場はど
こ、トイレの場所、会の時間等々の質問があ
ると思いますので、対応をよろしくお願いし
ます。
　今日お願いしたいのは、新聞広告につい
て、58口を目指していますのでよろしくお願
いします。それと18日の本会議のお出迎え。
水曜会の人員が少し足りませんので、奥さま
方にぜひお手伝いをお願いします。再来週は
大会を控えて、重要な説明がありますので
100％出席でお願いします。
　14日㈫袋詰め作業をします。1,900近いも
のを袋詰めして、クラブごとに仕分けをしま
すので、相当数の手伝いが必要です。ガバ
ナー事務所に集まっていただきたいのです
が、来れない方は竹村までご連絡ください。 ◇出席率報告

 ● 柳澤光秋　２週続けて台風の中、21・22日
2690地区大会で倉敷に、29日は徳島北ＲＣの
40周年に出席しました。
 ● 石川　健　先日、“さむらい先生”の試写会
を観てきました。高知で撮影して、武市半平
太が主人公で高知市内がたくさん出てきます。
会員の皆さん、ぜひ観てください。11月18日
イオンです。　　
 ● 土居祐三　竹村さん、先週はありがとうご
ざいました。例会終了後、理事会です。
 ● 西森やよい　本日はつたない卓話の場を与
えてくださりありがとうございました。おむ
つバンクの広報シンポジウムへのご参加どう
ぞよろしくお願い申し上げます。
 ● 猿田隆夫　この土曜日、高知県医師会の県
民健康フォーラムを主催し、無事終了しまし
た。テーマは「ピロリ菌って何？」でした。
 ● 浦田健治　竹村さん、お世話になりました。
 ● 近森淳二　この度は父の葬儀にご会葬賜り

厚くお礼申し上げます。
 ● 中越貴宣　誕生祝いと入会祝いありがとう
ございます。
 ● 別役重具　誕生祝いお礼、ついに大台に乗
ります。
 ● 寺尾正生　家内誕生日と私の誕生日のお礼。
合わせて例会欠席のお詫びとして。
 ● 関　淑公　11月３日は家内の誕生日。いつ
も家にいないが、その日は予定がなくどうし
ようかな。
 ● 水上　元　妻の誕生祝いをありがとうござ
いました。
 ● 松野宏司　家内の誕生祝いと家庭記念祝い
をいただきました。ありがとうございました。
 ● 岡本淳一　家庭記念日のお礼。結婚18年と
なりました。これからも仲良くやっていきま
す。
 ● 福岡満喜子　結婚記念の祝いありがとうご
ざいました。結婚していなければ高知にはい
なかったと思うと感無量です。
 ● 溝渕源樹　家庭記念日お礼。
 ● 森田康子　今年で早くも11回目の入会記念
日となりました。記念品ありがとうございま
した。　
 ● サロンイースト協力金として
◇遅刻・早退　２件

11月１日

10月18日

総数
－5 58

出席
46

欠席
5

ロータリー休日

メイク
アップ HC出席率

79.31％

出席率
90.57％2

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
530,340円

67,250円

597,590円

9,172円

49円

9,221円

539,512円

67,299円

606,811円

チビニコ 合　計

11月１日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
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
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
高知西ＲＣ　　12月１日㈮　11/30㈭４ＲＣ合同夜間例会に変更
高知西ＲＣ　　12月15日㈮　忘年夜間例会
高知北ＲＣ　　12月18日㈪　夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月19日㈫　夜間例会
高知南ＲＣ　　12月21日㈭　夜間例会
高知中央ＲＣ　12月21日㈭　夜間例会
高知北ＲＣ　　12月25日㈪　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　12月26日㈫　忘年夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月26日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　12月28日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　12月28日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　12月29日㈮　ロータリー休日

永野正将会員「太郎ちゃん」永野正将会員「太郎ちゃん」
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本日　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

次週　11月15日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　地　区　大　会　確　認　発　表

第2355回　例会報告／平成29年11月１日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
いよいよ地区大会の月に
入りました。各委員会と
も準備が進んでいるとお
聞きしています。もう少
しですので、皆さん頑張

ってください。
　初めにご報告ですが、当クラブの近森淳二
会員のお父上が10月25日、不慮の事故により
ご逝去されました。27日、四万十町の葬祭会
館にてご葬儀が執り行われました。ご冥福を
お祈りし、謹んでお悔やみを申し上げます。
　先週に続いて米山梅吉氏の中学校時代の話
をしたいと思います。
　明治14年、沼津中学校に入学した梅吉少年
は、文章を書くことには自信があり、将来は
新聞記者になりたいという夢を持っていたよ
うで、「穎才新誌」という雑誌に度々投稿し
ていました。当時、夏目漱石と梅吉氏の文章
が最も多く掲載されたと書かれています。ま
た、洗礼も受けてキリスト教を信仰していた
そうです。
　明治16年12月、静岡の家を出て３日間歩い
て東京に出ます。漢学者の土居光華の書生と
なりますが、明治19年、青山英和学校に入
学。その後、アメリカで勉強するため東京府

の公務員となりお金を貯めた後、20歳で渡米
を決意します。当時、渡米費用は100円。お
まわりさんの給料が８円の時代です。
　本日は「ロータリー財団とおむつバンクに
ついて」財団委員長の西森やよい会員から卓
話の後、竹村会員から地区大会についてお話
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
◇近森淳二会員挨拶
　この度は父の葬儀にご会葬いただきまして、
誠にありがとうございました。厚く御礼申し
上げます。
　父は，享年88歳で亡くなりました。当日の
朝まで介護認定もなく、両親とも元気で過ご
していましたが、庭のカキを取っていて脚立
の２段目から落ちました。ドクターの診断は
脳挫傷、くも膜下出血、外傷性くも膜下出血
で、意識のないまま窪川病院に運ばれました。
病院から連絡があって高速に乗ろうとしたら、
ドクターヘリで運ぶということで、骨折ぐら
いに思っていましたが、これは尋常じゃない
なと。医療センターに運ばれて意識のないま
ま翌日に亡くなりました。生前、父は「ピン
ピンコロリ」と言ってましたが、余りにも急
だったもので、母が認知症のような状態にな
り心配しています。
　皆さま方からご厚情をいただきましたこと、
誠にありがとうございました。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

●会長／石川　健　●幹事／土居祐三　●雑誌会報委員／髙橋卓弥・宇津木達也・西森良文
●例会日／毎週水曜日12：30PM～1：30PM　●例会場／ザ クラウンパレス新阪急高知　（088）873－1111
●事務所／高知新聞放送会館１階　〒780－8572　高知市本町3－2－15　　　　直通（088）824－8660

　ホームページアドレス（PC・携帯共通）http://www.kochi-east-rc.com
　メールアドレス　事務局／hcrc@coffee.ocn.ne.jp　広報ＩＴ委員会／info@kochi-east-rc.com

◇11月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　西山　忠利
　別役　重具
　寺尾　正生
　中越　貴宣
 ● 配偶者誕生日
　関　紀久子　　水上　由美　　松野　壽子
 ● 家庭記念日
　溝渕　源樹　　田内　正文　　福岡満喜子
　岡本　淳一　　松野　宏司
 ● 入会記念日
　野町　和也　　中越　貴宣　　松﨑　郷輔
　中西　克行　　森田　康子

◇会　長　報　告
・先日、「さむらい先生」の試写会がありま

した。高知市内を中心にあちこち名所が出
てきますし、内田会員のお嬢さんや塾の生
徒役で高知の子どもたちが多く出ています。
11月18日からイオンで上映されますので、
ぜひご覧ください。

◇幹　事　報　告
・11月のロータリーレートは１ドル114円です。
・本日、例会終了後、定例理事会を行います。
◇八幡浜ＲＣ例会日変更について
　2018年１月より、例会日を毎週火曜日12時
10分からに変更。（月の最終火曜日のみ18時
30分から）

　「ロータリー財団の使命は、ロータリアン
が健康状態を改善し、教育への支援を高め、
貧困を救済することを通じて世界理解、親
善、平和を達成できるようにすることです。
よりよい地域づくりのための活動やグローバ
ルなイニシアティブを資金面で支えているの
がロータリー財団です。クラブや地区に補助
金を提供しているほか、ポリオの撲滅や平和
の推進と言ったグローバルなキャンペーンを
展開しています。こうした活動や補助金を実
現させているのが、皆さまからロータリー財
団へのご寄付です。」と謳われています。
　ロータリー財団は、1917年、アーチ・Ｃ・
クランフＲＩ会長が、世界でよいことをする
ために、基金の設置を提案。この基金が1928
年に「ロータリー財団」と名付けられて国際
ロータリー内の新しい組織となり、現在に
至っています。今年はロータリー財団100周
年に当たります。
　1947年、財団初のプログラム、高等教育の
ためのフェローシップを開始、これは後に国

際親善奨学金となり、1965年から66年には、
新たに研究グループの交換、技術研修のため
の補助金、ロータリー財団の目的を果たす活
動ための補助金等々、だんだんとプログラム
が充実していきます。
　1978年、保健・饑餓追放・人間性尊重補助
金プログラムを開始。この３Ｈ補助金プログ
ラムの第１号としてフィリピンの600万人の
子どもたちにポリオ予防接種を実施。1985
年、本格的に全世界でポリオ撲滅を目指すポ
リオプラスプログラムが設置されたことによ
りポリオ撲滅がどんどん進み、ほぼ壊滅状態
まで追い込んでいますが、それでも年度ごと
に発症し、100％撲滅しないと意味がないと
いう話が毎年聞かれます。
　1987－88年にかけて、初めての平和フォー
ラムを開催、ロータリー平和フェローシップ
創設のきっかけとなる。2013年、世界中の
ロータリアンがグローバルなニーズに応えら
れるよう、新しい補助金モデル、地区補助
金、グローバル補助金、パッケージグラント

「ロータリー財団と
　　　おむつバンクについて」

◇会員スピーチ ロータリー財団委員長  西森やよい 会員

を導入。
　1917年、26ドル50セントの寄付から始まっ
たロータリー財団は、10億ドル以上の寄付を
受けるほどの大きな財団に成長しました。
　高知東ＲＣでは１会員年間120ドルの寄付
をしており、地区内のクラブからの年次寄付
はロータリー年度末に、国際財団活動資金
（ＷＦ）と地区財団活動資金（ＤＤＦ）に分
けられ、地区は寄付の３年後に地区補助金と
して使用できます。この補助金を、各クラブ
の財団委員会が事業を申請し、地区財団委員
会で内容を精査し分配します。
　今まで当クラブでは、多くの事業が認めら
れて実施してきました。今年は、高知おむつ
バンク立ち上げ支援事業を申請。この事業の
内容としては３つ。高知おむつバンクの提
唱。高知おむつバンクの立ち上げ支援として
のシンポジウムの開催。高知おむつバンクの
広報の支援です。
　何か人の役に立つことをしたいと思ってい
る方が多くいる中で、子育て世代の家庭で
余っているのが紙おむつです。一方で紙おむ
つを買うことができない家庭があって、赤
ちゃんがおむつを替えて欲しいと泣いていて
も、お母さんは日々の生活に追われて、泣く
声すらわずらわしい。子どもといることが苦
痛という家庭があると聞き、私はそれはつな
ぎたいなという思いを持ったところが、おむ
つバンクのスタートです。
　ただ、この事業を東ＲＣが事務局として
ずっと運営することはできませんので、社会
福祉法人みそのベビーホームに相談し、ここ

が運営をしてくれることになっています。私
たちは立ち上げだけに関与し、地域に引き継
いでいくことを想定しています。
　立ち上げ支援としてシンポジウムの開催が
目玉で、12月16日㈯14時から16時、自由民権
記念館の民権ホールで「困っている子どもた
ちについて考えよう」というテーマで行いま
す。４名のパネリストが各自の経験等を踏ま
えてパネルディスカッションを行います。地
区大会の後、お疲れのところですし、年末の
土曜日でお忙しいと思いますが、受付、会場
整理、写真撮影、さくら等々で、皆さんのご
協力をお願いできればと思っています。
　広報の支援としては、チラシを2000部作成
する段取りです。飛鳥の永野さんが素晴らし
いデザインを考えてくださいました。皆さん
にも１枚か２枚、どこかに貼っていただける
とありがたいなと思っています。表はシンポ
ジウム、裏はおむつバンクの案内になってい
ます。また、東ＲＣのホームページにも掲載
していただければと思います。さらに、当日
の来訪者にお配りできるようにタオルを200
本を用意しています。これを人前で使っても
らうことで、おむつバンクの広報ができれば
と思います。
　細々とでいいので、おむつが余ったけど誰
か引き取ってくれないかなというような家庭
からの寄付が、困難な状況の子どもたちに届
くようなシステムになることと、その度に東
ＲＣということを思ってくれる人が増えるこ
とを願って準備を進めています。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

◇地区大会登録委員会より
　地区大会、11月17日、18日、19日の３日間
開催されます。登録者数については、当日ま
で数字が動くのではないかと心配しています
が、現在、ロータリアンは1885名、ご家族等
を含めて総数1956名。国際ロータリー会長代
理と奥さまのお顔は皆さん覚えておいてくだ
さい。
　来賓は、知事、市長、ガバナー、松野さ
ん、猿田さん、ガバナーエレクトの桑原さ
ん、ガバナーノミニーの大島さん、デジグネ
イトの篠原さん。司葉子さん、ケント・ギル
バートさん。
　本会議や懇親会は1000人以上のイベントに
なりますので、大変です。３日間、皆さんに
担当していただく部分は、最終的にお渡し表
のとおりの配置についていただくようになり
ます。表によって３日間の自分の動きを確認

してください。
　お迎えする側として、来賓の方の担当は決
まっていますが、参加者からは、会場はど
こ、トイレの場所、会の時間等々の質問があ
ると思いますので、対応をよろしくお願いし
ます。
　今日お願いしたいのは、新聞広告につい
て、58口を目指していますのでよろしくお願
いします。それと18日の本会議のお出迎え。
水曜会の人員が少し足りませんので、奥さま
方にぜひお手伝いをお願いします。再来週は
大会を控えて、重要な説明がありますので
100％出席でお願いします。
　14日㈫袋詰め作業をします。1,900近いも
のを袋詰めして、クラブごとに仕分けをしま
すので、相当数の手伝いが必要です。ガバ
ナー事務所に集まっていただきたいのです
が、来れない方は竹村までご連絡ください。 ◇出席率報告

 ● 柳澤光秋　２週続けて台風の中、21・22日
2690地区大会で倉敷に、29日は徳島北ＲＣの
40周年に出席しました。
 ● 石川　健　先日、“さむらい先生”の試写会
を観てきました。高知で撮影して、武市半平
太が主人公で高知市内がたくさん出てきます。
会員の皆さん、ぜひ観てください。11月18日
イオンです。　　
 ● 土居祐三　竹村さん、先週はありがとうご
ざいました。例会終了後、理事会です。
 ● 西森やよい　本日はつたない卓話の場を与
えてくださりありがとうございました。おむ
つバンクの広報シンポジウムへのご参加どう
ぞよろしくお願い申し上げます。
 ● 猿田隆夫　この土曜日、高知県医師会の県
民健康フォーラムを主催し、無事終了しまし
た。テーマは「ピロリ菌って何？」でした。
 ● 浦田健治　竹村さん、お世話になりました。
 ● 近森淳二　この度は父の葬儀にご会葬賜り

厚くお礼申し上げます。
 ● 中越貴宣　誕生祝いと入会祝いありがとう
ございます。
 ● 別役重具　誕生祝いお礼、ついに大台に乗
ります。
 ● 寺尾正生　家内誕生日と私の誕生日のお礼。
合わせて例会欠席のお詫びとして。
 ● 関　淑公　11月３日は家内の誕生日。いつ
も家にいないが、その日は予定がなくどうし
ようかな。
 ● 水上　元　妻の誕生祝いをありがとうござ
いました。
 ● 松野宏司　家内の誕生祝いと家庭記念祝い
をいただきました。ありがとうございました。
 ● 岡本淳一　家庭記念日のお礼。結婚18年と
なりました。これからも仲良くやっていきま
す。
 ● 福岡満喜子　結婚記念の祝いありがとうご
ざいました。結婚していなければ高知にはい
なかったと思うと感無量です。
 ● 溝渕源樹　家庭記念日お礼。
 ● 森田康子　今年で早くも11回目の入会記念
日となりました。記念品ありがとうございま
した。　
 ● サロンイースト協力金として
◇遅刻・早退　２件

11月１日

10月18日

総数
－5 58

出席
46

欠席
5

ロータリー休日

メイク
アップ HC出席率

79.31％

出席率
90.57％2

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
530,340円

67,250円

597,590円

9,172円

49円

9,221円

539,512円

67,299円

606,811円

チビニコ 合　計

11月１日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
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
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
高知西ＲＣ　　12月１日㈮　11/30㈭４ＲＣ合同夜間例会に変更
高知西ＲＣ　　12月15日㈮　忘年夜間例会
高知北ＲＣ　　12月18日㈪　夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月19日㈫　夜間例会
高知南ＲＣ　　12月21日㈭　夜間例会
高知中央ＲＣ　12月21日㈭　夜間例会
高知北ＲＣ　　12月25日㈪　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　12月26日㈫　忘年夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月26日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　12月28日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　12月28日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　12月29日㈮　ロータリー休日

永野正将会員「太郎ちゃん」永野正将会員「太郎ちゃん」
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本日　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

次週　11月15日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　地　区　大　会　確　認　発　表

第2355回　例会報告／平成29年11月１日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
いよいよ地区大会の月に
入りました。各委員会と
も準備が進んでいるとお
聞きしています。もう少
しですので、皆さん頑張

ってください。
　初めにご報告ですが、当クラブの近森淳二
会員のお父上が10月25日、不慮の事故により
ご逝去されました。27日、四万十町の葬祭会
館にてご葬儀が執り行われました。ご冥福を
お祈りし、謹んでお悔やみを申し上げます。
　先週に続いて米山梅吉氏の中学校時代の話
をしたいと思います。
　明治14年、沼津中学校に入学した梅吉少年
は、文章を書くことには自信があり、将来は
新聞記者になりたいという夢を持っていたよ
うで、「穎才新誌」という雑誌に度々投稿し
ていました。当時、夏目漱石と梅吉氏の文章
が最も多く掲載されたと書かれています。ま
た、洗礼も受けてキリスト教を信仰していた
そうです。
　明治16年12月、静岡の家を出て３日間歩い
て東京に出ます。漢学者の土居光華の書生と
なりますが、明治19年、青山英和学校に入
学。その後、アメリカで勉強するため東京府

の公務員となりお金を貯めた後、20歳で渡米
を決意します。当時、渡米費用は100円。お
まわりさんの給料が８円の時代です。
　本日は「ロータリー財団とおむつバンクに
ついて」財団委員長の西森やよい会員から卓
話の後、竹村会員から地区大会についてお話
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
◇近森淳二会員挨拶
　この度は父の葬儀にご会葬いただきまして、
誠にありがとうございました。厚く御礼申し
上げます。
　父は，享年88歳で亡くなりました。当日の
朝まで介護認定もなく、両親とも元気で過ご
していましたが、庭のカキを取っていて脚立
の２段目から落ちました。ドクターの診断は
脳挫傷、くも膜下出血、外傷性くも膜下出血
で、意識のないまま窪川病院に運ばれました。
病院から連絡があって高速に乗ろうとしたら、
ドクターヘリで運ぶということで、骨折ぐら
いに思っていましたが、これは尋常じゃない
なと。医療センターに運ばれて意識のないま
ま翌日に亡くなりました。生前、父は「ピン
ピンコロリ」と言ってましたが、余りにも急
だったもので、母が認知症のような状態にな
り心配しています。
　皆さま方からご厚情をいただきましたこと、
誠にありがとうございました。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

●会長／石川　健　●幹事／土居祐三　●雑誌会報委員／髙橋卓弥・宇津木達也・西森良文
●例会日／毎週水曜日12：30PM～1：30PM　●例会場／ザ クラウンパレス新阪急高知　（088）873－1111
●事務所／高知新聞放送会館１階　〒780－8572　高知市本町3－2－15　　　　直通（088）824－8660

　ホームページアドレス（PC・携帯共通）http://www.kochi-east-rc.com
　メールアドレス　事務局／hcrc@coffee.ocn.ne.jp　広報ＩＴ委員会／info@kochi-east-rc.com

◇11月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　西山　忠利
　別役　重具
　寺尾　正生
　中越　貴宣
 ● 配偶者誕生日
　関　紀久子　　水上　由美　　松野　壽子
 ● 家庭記念日
　溝渕　源樹　　田内　正文　　福岡満喜子
　岡本　淳一　　松野　宏司
 ● 入会記念日
　野町　和也　　中越　貴宣　　松﨑　郷輔
　中西　克行　　森田　康子

◇会　長　報　告
・先日、「さむらい先生」の試写会がありま

した。高知市内を中心にあちこち名所が出
てきますし、内田会員のお嬢さんや塾の生
徒役で高知の子どもたちが多く出ています。
11月18日からイオンで上映されますので、
ぜひご覧ください。

◇幹　事　報　告
・11月のロータリーレートは１ドル114円です。
・本日、例会終了後、定例理事会を行います。
◇八幡浜ＲＣ例会日変更について
　2018年１月より、例会日を毎週火曜日12時
10分からに変更。（月の最終火曜日のみ18時
30分から）

　「ロータリー財団の使命は、ロータリアン
が健康状態を改善し、教育への支援を高め、
貧困を救済することを通じて世界理解、親
善、平和を達成できるようにすることです。
よりよい地域づくりのための活動やグローバ
ルなイニシアティブを資金面で支えているの
がロータリー財団です。クラブや地区に補助
金を提供しているほか、ポリオの撲滅や平和
の推進と言ったグローバルなキャンペーンを
展開しています。こうした活動や補助金を実
現させているのが、皆さまからロータリー財
団へのご寄付です。」と謳われています。
　ロータリー財団は、1917年、アーチ・Ｃ・
クランフＲＩ会長が、世界でよいことをする
ために、基金の設置を提案。この基金が1928
年に「ロータリー財団」と名付けられて国際
ロータリー内の新しい組織となり、現在に
至っています。今年はロータリー財団100周
年に当たります。
　1947年、財団初のプログラム、高等教育の
ためのフェローシップを開始、これは後に国

際親善奨学金となり、1965年から66年には、
新たに研究グループの交換、技術研修のため
の補助金、ロータリー財団の目的を果たす活
動ための補助金等々、だんだんとプログラム
が充実していきます。
　1978年、保健・饑餓追放・人間性尊重補助
金プログラムを開始。この３Ｈ補助金プログ
ラムの第１号としてフィリピンの600万人の
子どもたちにポリオ予防接種を実施。1985
年、本格的に全世界でポリオ撲滅を目指すポ
リオプラスプログラムが設置されたことによ
りポリオ撲滅がどんどん進み、ほぼ壊滅状態
まで追い込んでいますが、それでも年度ごと
に発症し、100％撲滅しないと意味がないと
いう話が毎年聞かれます。
　1987－88年にかけて、初めての平和フォー
ラムを開催、ロータリー平和フェローシップ
創設のきっかけとなる。2013年、世界中の
ロータリアンがグローバルなニーズに応えら
れるよう、新しい補助金モデル、地区補助
金、グローバル補助金、パッケージグラント

「ロータリー財団と
　　　おむつバンクについて」

◇会員スピーチ ロータリー財団委員長  西森やよい 会員

を導入。
　1917年、26ドル50セントの寄付から始まっ
たロータリー財団は、10億ドル以上の寄付を
受けるほどの大きな財団に成長しました。
　高知東ＲＣでは１会員年間120ドルの寄付
をしており、地区内のクラブからの年次寄付
はロータリー年度末に、国際財団活動資金
（ＷＦ）と地区財団活動資金（ＤＤＦ）に分
けられ、地区は寄付の３年後に地区補助金と
して使用できます。この補助金を、各クラブ
の財団委員会が事業を申請し、地区財団委員
会で内容を精査し分配します。
　今まで当クラブでは、多くの事業が認めら
れて実施してきました。今年は、高知おむつ
バンク立ち上げ支援事業を申請。この事業の
内容としては３つ。高知おむつバンクの提
唱。高知おむつバンクの立ち上げ支援として
のシンポジウムの開催。高知おむつバンクの
広報の支援です。
　何か人の役に立つことをしたいと思ってい
る方が多くいる中で、子育て世代の家庭で
余っているのが紙おむつです。一方で紙おむ
つを買うことができない家庭があって、赤
ちゃんがおむつを替えて欲しいと泣いていて
も、お母さんは日々の生活に追われて、泣く
声すらわずらわしい。子どもといることが苦
痛という家庭があると聞き、私はそれはつな
ぎたいなという思いを持ったところが、おむ
つバンクのスタートです。
　ただ、この事業を東ＲＣが事務局として
ずっと運営することはできませんので、社会
福祉法人みそのベビーホームに相談し、ここ

が運営をしてくれることになっています。私
たちは立ち上げだけに関与し、地域に引き継
いでいくことを想定しています。
　立ち上げ支援としてシンポジウムの開催が
目玉で、12月16日㈯14時から16時、自由民権
記念館の民権ホールで「困っている子どもた
ちについて考えよう」というテーマで行いま
す。４名のパネリストが各自の経験等を踏ま
えてパネルディスカッションを行います。地
区大会の後、お疲れのところですし、年末の
土曜日でお忙しいと思いますが、受付、会場
整理、写真撮影、さくら等々で、皆さんのご
協力をお願いできればと思っています。
　広報の支援としては、チラシを2000部作成
する段取りです。飛鳥の永野さんが素晴らし
いデザインを考えてくださいました。皆さん
にも１枚か２枚、どこかに貼っていただける
とありがたいなと思っています。表はシンポ
ジウム、裏はおむつバンクの案内になってい
ます。また、東ＲＣのホームページにも掲載
していただければと思います。さらに、当日
の来訪者にお配りできるようにタオルを200
本を用意しています。これを人前で使っても
らうことで、おむつバンクの広報ができれば
と思います。
　細々とでいいので、おむつが余ったけど誰
か引き取ってくれないかなというような家庭
からの寄付が、困難な状況の子どもたちに届
くようなシステムになることと、その度に東
ＲＣということを思ってくれる人が増えるこ
とを願って準備を進めています。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

◇地区大会登録委員会より
　地区大会、11月17日、18日、19日の３日間
開催されます。登録者数については、当日ま
で数字が動くのではないかと心配しています
が、現在、ロータリアンは1885名、ご家族等
を含めて総数1956名。国際ロータリー会長代
理と奥さまのお顔は皆さん覚えておいてくだ
さい。
　来賓は、知事、市長、ガバナー、松野さ
ん、猿田さん、ガバナーエレクトの桑原さ
ん、ガバナーノミニーの大島さん、デジグネ
イトの篠原さん。司葉子さん、ケント・ギル
バートさん。
　本会議や懇親会は1000人以上のイベントに
なりますので、大変です。３日間、皆さんに
担当していただく部分は、最終的にお渡し表
のとおりの配置についていただくようになり
ます。表によって３日間の自分の動きを確認

してください。
　お迎えする側として、来賓の方の担当は決
まっていますが、参加者からは、会場はど
こ、トイレの場所、会の時間等々の質問があ
ると思いますので、対応をよろしくお願いし
ます。
　今日お願いしたいのは、新聞広告につい
て、58口を目指していますのでよろしくお願
いします。それと18日の本会議のお出迎え。
水曜会の人員が少し足りませんので、奥さま
方にぜひお手伝いをお願いします。再来週は
大会を控えて、重要な説明がありますので
100％出席でお願いします。
　14日㈫袋詰め作業をします。1,900近いも
のを袋詰めして、クラブごとに仕分けをしま
すので、相当数の手伝いが必要です。ガバ
ナー事務所に集まっていただきたいのです
が、来れない方は竹村までご連絡ください。 ◇出席率報告

 ● 柳澤光秋　２週続けて台風の中、21・22日
2690地区大会で倉敷に、29日は徳島北ＲＣの
40周年に出席しました。
 ● 石川　健　先日、“さむらい先生”の試写会
を観てきました。高知で撮影して、武市半平
太が主人公で高知市内がたくさん出てきます。
会員の皆さん、ぜひ観てください。11月18日
イオンです。　　
 ● 土居祐三　竹村さん、先週はありがとうご
ざいました。例会終了後、理事会です。
 ● 西森やよい　本日はつたない卓話の場を与
えてくださりありがとうございました。おむ
つバンクの広報シンポジウムへのご参加どう
ぞよろしくお願い申し上げます。
 ● 猿田隆夫　この土曜日、高知県医師会の県
民健康フォーラムを主催し、無事終了しまし
た。テーマは「ピロリ菌って何？」でした。
 ● 浦田健治　竹村さん、お世話になりました。
 ● 近森淳二　この度は父の葬儀にご会葬賜り

厚くお礼申し上げます。
 ● 中越貴宣　誕生祝いと入会祝いありがとう
ございます。
 ● 別役重具　誕生祝いお礼、ついに大台に乗
ります。
 ● 寺尾正生　家内誕生日と私の誕生日のお礼。
合わせて例会欠席のお詫びとして。
 ● 関　淑公　11月３日は家内の誕生日。いつ
も家にいないが、その日は予定がなくどうし
ようかな。
 ● 水上　元　妻の誕生祝いをありがとうござ
いました。
 ● 松野宏司　家内の誕生祝いと家庭記念祝い
をいただきました。ありがとうございました。
 ● 岡本淳一　家庭記念日のお礼。結婚18年と
なりました。これからも仲良くやっていきま
す。
 ● 福岡満喜子　結婚記念の祝いありがとうご
ざいました。結婚していなければ高知にはい
なかったと思うと感無量です。
 ● 溝渕源樹　家庭記念日お礼。
 ● 森田康子　今年で早くも11回目の入会記念
日となりました。記念品ありがとうございま
した。　
 ● サロンイースト協力金として
◇遅刻・早退　２件

11月１日

10月18日

総数
－5 58

出席
46

欠席
5

ロータリー休日

メイク
アップ HC出席率

79.31％

出席率
90.57％2

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
530,340円

67,250円

597,590円

9,172円

49円

9,221円

539,512円

67,299円

606,811円

チビニコ 合　計

11月１日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
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
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
高知西ＲＣ　　12月１日㈮　11/30㈭４ＲＣ合同夜間例会に変更
高知西ＲＣ　　12月15日㈮　忘年夜間例会
高知北ＲＣ　　12月18日㈪　夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月19日㈫　夜間例会
高知南ＲＣ　　12月21日㈭　夜間例会
高知中央ＲＣ　12月21日㈭　夜間例会
高知北ＲＣ　　12月25日㈪　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　12月26日㈫　忘年夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月26日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　12月28日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　12月28日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　12月29日㈮　ロータリー休日

永野正将会員「太郎ちゃん」永野正将会員「太郎ちゃん」
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本日　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

次週　11月15日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　地　区　大　会　確　認　発　表

第2355回　例会報告／平成29年11月１日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
いよいよ地区大会の月に
入りました。各委員会と
も準備が進んでいるとお
聞きしています。もう少
しですので、皆さん頑張

ってください。
　初めにご報告ですが、当クラブの近森淳二
会員のお父上が10月25日、不慮の事故により
ご逝去されました。27日、四万十町の葬祭会
館にてご葬儀が執り行われました。ご冥福を
お祈りし、謹んでお悔やみを申し上げます。
　先週に続いて米山梅吉氏の中学校時代の話
をしたいと思います。
　明治14年、沼津中学校に入学した梅吉少年
は、文章を書くことには自信があり、将来は
新聞記者になりたいという夢を持っていたよ
うで、「穎才新誌」という雑誌に度々投稿し
ていました。当時、夏目漱石と梅吉氏の文章
が最も多く掲載されたと書かれています。ま
た、洗礼も受けてキリスト教を信仰していた
そうです。
　明治16年12月、静岡の家を出て３日間歩い
て東京に出ます。漢学者の土居光華の書生と
なりますが、明治19年、青山英和学校に入
学。その後、アメリカで勉強するため東京府

の公務員となりお金を貯めた後、20歳で渡米
を決意します。当時、渡米費用は100円。お
まわりさんの給料が８円の時代です。
　本日は「ロータリー財団とおむつバンクに
ついて」財団委員長の西森やよい会員から卓
話の後、竹村会員から地区大会についてお話
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
◇近森淳二会員挨拶
　この度は父の葬儀にご会葬いただきまして、
誠にありがとうございました。厚く御礼申し
上げます。
　父は，享年88歳で亡くなりました。当日の
朝まで介護認定もなく、両親とも元気で過ご
していましたが、庭のカキを取っていて脚立
の２段目から落ちました。ドクターの診断は
脳挫傷、くも膜下出血、外傷性くも膜下出血
で、意識のないまま窪川病院に運ばれました。
病院から連絡があって高速に乗ろうとしたら、
ドクターヘリで運ぶということで、骨折ぐら
いに思っていましたが、これは尋常じゃない
なと。医療センターに運ばれて意識のないま
ま翌日に亡くなりました。生前、父は「ピン
ピンコロリ」と言ってましたが、余りにも急
だったもので、母が認知症のような状態にな
り心配しています。
　皆さま方からご厚情をいただきましたこと、
誠にありがとうございました。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

●会長／石川　健　●幹事／土居祐三　●雑誌会報委員／髙橋卓弥・宇津木達也・西森良文
●例会日／毎週水曜日12：30PM～1：30PM　●例会場／ザ クラウンパレス新阪急高知　（088）873－1111
●事務所／高知新聞放送会館１階　〒780－8572　高知市本町3－2－15　　　　直通（088）824－8660

　ホームページアドレス（PC・携帯共通）http://www.kochi-east-rc.com
　メールアドレス　事務局／hcrc@coffee.ocn.ne.jp　広報ＩＴ委員会／info@kochi-east-rc.com

◇11月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　西山　忠利
　別役　重具
　寺尾　正生
　中越　貴宣
 ● 配偶者誕生日
　関　紀久子　　水上　由美　　松野　壽子
 ● 家庭記念日
　溝渕　源樹　　田内　正文　　福岡満喜子
　岡本　淳一　　松野　宏司
 ● 入会記念日
　野町　和也　　中越　貴宣　　松﨑　郷輔
　中西　克行　　森田　康子

◇会　長　報　告
・先日、「さむらい先生」の試写会がありま

した。高知市内を中心にあちこち名所が出
てきますし、内田会員のお嬢さんや塾の生
徒役で高知の子どもたちが多く出ています。
11月18日からイオンで上映されますので、
ぜひご覧ください。

◇幹　事　報　告
・11月のロータリーレートは１ドル114円です。
・本日、例会終了後、定例理事会を行います。
◇八幡浜ＲＣ例会日変更について
　2018年１月より、例会日を毎週火曜日12時
10分からに変更。（月の最終火曜日のみ18時
30分から）

　「ロータリー財団の使命は、ロータリアン
が健康状態を改善し、教育への支援を高め、
貧困を救済することを通じて世界理解、親
善、平和を達成できるようにすることです。
よりよい地域づくりのための活動やグローバ
ルなイニシアティブを資金面で支えているの
がロータリー財団です。クラブや地区に補助
金を提供しているほか、ポリオの撲滅や平和
の推進と言ったグローバルなキャンペーンを
展開しています。こうした活動や補助金を実
現させているのが、皆さまからロータリー財
団へのご寄付です。」と謳われています。
　ロータリー財団は、1917年、アーチ・Ｃ・
クランフＲＩ会長が、世界でよいことをする
ために、基金の設置を提案。この基金が1928
年に「ロータリー財団」と名付けられて国際
ロータリー内の新しい組織となり、現在に
至っています。今年はロータリー財団100周
年に当たります。
　1947年、財団初のプログラム、高等教育の
ためのフェローシップを開始、これは後に国

際親善奨学金となり、1965年から66年には、
新たに研究グループの交換、技術研修のため
の補助金、ロータリー財団の目的を果たす活
動ための補助金等々、だんだんとプログラム
が充実していきます。
　1978年、保健・饑餓追放・人間性尊重補助
金プログラムを開始。この３Ｈ補助金プログ
ラムの第１号としてフィリピンの600万人の
子どもたちにポリオ予防接種を実施。1985
年、本格的に全世界でポリオ撲滅を目指すポ
リオプラスプログラムが設置されたことによ
りポリオ撲滅がどんどん進み、ほぼ壊滅状態
まで追い込んでいますが、それでも年度ごと
に発症し、100％撲滅しないと意味がないと
いう話が毎年聞かれます。
　1987－88年にかけて、初めての平和フォー
ラムを開催、ロータリー平和フェローシップ
創設のきっかけとなる。2013年、世界中の
ロータリアンがグローバルなニーズに応えら
れるよう、新しい補助金モデル、地区補助
金、グローバル補助金、パッケージグラント

「ロータリー財団と
　　　おむつバンクについて」

◇会員スピーチ ロータリー財団委員長  西森やよい 会員

を導入。
　1917年、26ドル50セントの寄付から始まっ
たロータリー財団は、10億ドル以上の寄付を
受けるほどの大きな財団に成長しました。
　高知東ＲＣでは１会員年間120ドルの寄付
をしており、地区内のクラブからの年次寄付
はロータリー年度末に、国際財団活動資金
（ＷＦ）と地区財団活動資金（ＤＤＦ）に分
けられ、地区は寄付の３年後に地区補助金と
して使用できます。この補助金を、各クラブ
の財団委員会が事業を申請し、地区財団委員
会で内容を精査し分配します。
　今まで当クラブでは、多くの事業が認めら
れて実施してきました。今年は、高知おむつ
バンク立ち上げ支援事業を申請。この事業の
内容としては３つ。高知おむつバンクの提
唱。高知おむつバンクの立ち上げ支援として
のシンポジウムの開催。高知おむつバンクの
広報の支援です。
　何か人の役に立つことをしたいと思ってい
る方が多くいる中で、子育て世代の家庭で
余っているのが紙おむつです。一方で紙おむ
つを買うことができない家庭があって、赤
ちゃんがおむつを替えて欲しいと泣いていて
も、お母さんは日々の生活に追われて、泣く
声すらわずらわしい。子どもといることが苦
痛という家庭があると聞き、私はそれはつな
ぎたいなという思いを持ったところが、おむ
つバンクのスタートです。
　ただ、この事業を東ＲＣが事務局として
ずっと運営することはできませんので、社会
福祉法人みそのベビーホームに相談し、ここ

が運営をしてくれることになっています。私
たちは立ち上げだけに関与し、地域に引き継
いでいくことを想定しています。
　立ち上げ支援としてシンポジウムの開催が
目玉で、12月16日㈯14時から16時、自由民権
記念館の民権ホールで「困っている子どもた
ちについて考えよう」というテーマで行いま
す。４名のパネリストが各自の経験等を踏ま
えてパネルディスカッションを行います。地
区大会の後、お疲れのところですし、年末の
土曜日でお忙しいと思いますが、受付、会場
整理、写真撮影、さくら等々で、皆さんのご
協力をお願いできればと思っています。
　広報の支援としては、チラシを2000部作成
する段取りです。飛鳥の永野さんが素晴らし
いデザインを考えてくださいました。皆さん
にも１枚か２枚、どこかに貼っていただける
とありがたいなと思っています。表はシンポ
ジウム、裏はおむつバンクの案内になってい
ます。また、東ＲＣのホームページにも掲載
していただければと思います。さらに、当日
の来訪者にお配りできるようにタオルを200
本を用意しています。これを人前で使っても
らうことで、おむつバンクの広報ができれば
と思います。
　細々とでいいので、おむつが余ったけど誰
か引き取ってくれないかなというような家庭
からの寄付が、困難な状況の子どもたちに届
くようなシステムになることと、その度に東
ＲＣということを思ってくれる人が増えるこ
とを願って準備を進めています。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

◇地区大会登録委員会より
　地区大会、11月17日、18日、19日の３日間
開催されます。登録者数については、当日ま
で数字が動くのではないかと心配しています
が、現在、ロータリアンは1885名、ご家族等
を含めて総数1956名。国際ロータリー会長代
理と奥さまのお顔は皆さん覚えておいてくだ
さい。
　来賓は、知事、市長、ガバナー、松野さ
ん、猿田さん、ガバナーエレクトの桑原さ
ん、ガバナーノミニーの大島さん、デジグネ
イトの篠原さん。司葉子さん、ケント・ギル
バートさん。
　本会議や懇親会は1000人以上のイベントに
なりますので、大変です。３日間、皆さんに
担当していただく部分は、最終的にお渡し表
のとおりの配置についていただくようになり
ます。表によって３日間の自分の動きを確認

してください。
　お迎えする側として、来賓の方の担当は決
まっていますが、参加者からは、会場はど
こ、トイレの場所、会の時間等々の質問があ
ると思いますので、対応をよろしくお願いし
ます。
　今日お願いしたいのは、新聞広告につい
て、58口を目指していますのでよろしくお願
いします。それと18日の本会議のお出迎え。
水曜会の人員が少し足りませんので、奥さま
方にぜひお手伝いをお願いします。再来週は
大会を控えて、重要な説明がありますので
100％出席でお願いします。
　14日㈫袋詰め作業をします。1,900近いも
のを袋詰めして、クラブごとに仕分けをしま
すので、相当数の手伝いが必要です。ガバ
ナー事務所に集まっていただきたいのです
が、来れない方は竹村までご連絡ください。 ◇出席率報告

 ● 柳澤光秋　２週続けて台風の中、21・22日
2690地区大会で倉敷に、29日は徳島北ＲＣの
40周年に出席しました。
 ● 石川　健　先日、“さむらい先生”の試写会
を観てきました。高知で撮影して、武市半平
太が主人公で高知市内がたくさん出てきます。
会員の皆さん、ぜひ観てください。11月18日
イオンです。　　
 ● 土居祐三　竹村さん、先週はありがとうご
ざいました。例会終了後、理事会です。
 ● 西森やよい　本日はつたない卓話の場を与
えてくださりありがとうございました。おむ
つバンクの広報シンポジウムへのご参加どう
ぞよろしくお願い申し上げます。
 ● 猿田隆夫　この土曜日、高知県医師会の県
民健康フォーラムを主催し、無事終了しまし
た。テーマは「ピロリ菌って何？」でした。
 ● 浦田健治　竹村さん、お世話になりました。
 ● 近森淳二　この度は父の葬儀にご会葬賜り

厚くお礼申し上げます。
 ● 中越貴宣　誕生祝いと入会祝いありがとう
ございます。
 ● 別役重具　誕生祝いお礼、ついに大台に乗
ります。
 ● 寺尾正生　家内誕生日と私の誕生日のお礼。
合わせて例会欠席のお詫びとして。
 ● 関　淑公　11月３日は家内の誕生日。いつ
も家にいないが、その日は予定がなくどうし
ようかな。
 ● 水上　元　妻の誕生祝いをありがとうござ
いました。
 ● 松野宏司　家内の誕生祝いと家庭記念祝い
をいただきました。ありがとうございました。
 ● 岡本淳一　家庭記念日のお礼。結婚18年と
なりました。これからも仲良くやっていきま
す。
 ● 福岡満喜子　結婚記念の祝いありがとうご
ざいました。結婚していなければ高知にはい
なかったと思うと感無量です。
 ● 溝渕源樹　家庭記念日お礼。
 ● 森田康子　今年で早くも11回目の入会記念
日となりました。記念品ありがとうございま
した。　
 ● サロンイースト協力金として
◇遅刻・早退　２件

11月１日

10月18日

総数
－5 58

出席
46

欠席
5

ロータリー休日

メイク
アップ HC出席率

79.31％

出席率
90.57％2

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
530,340円

67,250円

597,590円

9,172円

49円

9,221円

539,512円

67,299円

606,811円

チビニコ 合　計

11月１日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
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
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
高知西ＲＣ　　12月１日㈮　11/30㈭４ＲＣ合同夜間例会に変更
高知西ＲＣ　　12月15日㈮　忘年夜間例会
高知北ＲＣ　　12月18日㈪　夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月19日㈫　夜間例会
高知南ＲＣ　　12月21日㈭　夜間例会
高知中央ＲＣ　12月21日㈭　夜間例会
高知北ＲＣ　　12月25日㈪　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　12月26日㈫　忘年夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月26日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　12月28日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　12月28日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　12月29日㈮　ロータリー休日

永野正将会員「太郎ちゃん」永野正将会員「太郎ちゃん」



高知東ロータリークラブ週報
第2308号

11月 8 日.2017

本日　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

次週　11月15日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　地　区　大　会　確　認　発　表

第2355回　例会報告／平成29年11月１日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
いよいよ地区大会の月に
入りました。各委員会と
も準備が進んでいるとお
聞きしています。もう少
しですので、皆さん頑張

ってください。
　初めにご報告ですが、当クラブの近森淳二
会員のお父上が10月25日、不慮の事故により
ご逝去されました。27日、四万十町の葬祭会
館にてご葬儀が執り行われました。ご冥福を
お祈りし、謹んでお悔やみを申し上げます。
　先週に続いて米山梅吉氏の中学校時代の話
をしたいと思います。
　明治14年、沼津中学校に入学した梅吉少年
は、文章を書くことには自信があり、将来は
新聞記者になりたいという夢を持っていたよ
うで、「穎才新誌」という雑誌に度々投稿し
ていました。当時、夏目漱石と梅吉氏の文章
が最も多く掲載されたと書かれています。ま
た、洗礼も受けてキリスト教を信仰していた
そうです。
　明治16年12月、静岡の家を出て３日間歩い
て東京に出ます。漢学者の土居光華の書生と
なりますが、明治19年、青山英和学校に入
学。その後、アメリカで勉強するため東京府

の公務員となりお金を貯めた後、20歳で渡米
を決意します。当時、渡米費用は100円。お
まわりさんの給料が８円の時代です。
　本日は「ロータリー財団とおむつバンクに
ついて」財団委員長の西森やよい会員から卓
話の後、竹村会員から地区大会についてお話
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
◇近森淳二会員挨拶
　この度は父の葬儀にご会葬いただきまして、
誠にありがとうございました。厚く御礼申し
上げます。
　父は，享年88歳で亡くなりました。当日の
朝まで介護認定もなく、両親とも元気で過ご
していましたが、庭のカキを取っていて脚立
の２段目から落ちました。ドクターの診断は
脳挫傷、くも膜下出血、外傷性くも膜下出血
で、意識のないまま窪川病院に運ばれました。
病院から連絡があって高速に乗ろうとしたら、
ドクターヘリで運ぶということで、骨折ぐら
いに思っていましたが、これは尋常じゃない
なと。医療センターに運ばれて意識のないま
ま翌日に亡くなりました。生前、父は「ピン
ピンコロリ」と言ってましたが、余りにも急
だったもので、母が認知症のような状態にな
り心配しています。
　皆さま方からご厚情をいただきましたこと、
誠にありがとうございました。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

●会長／石川　健　●幹事／土居祐三　●雑誌会報委員／髙橋卓弥・宇津木達也・西森良文
●例会日／毎週水曜日12：30PM～1：30PM　●例会場／ザ クラウンパレス新阪急高知　（088）873－1111
●事務所／高知新聞放送会館１階　〒780－8572　高知市本町3－2－15　　　　直通（088）824－8660

　ホームページアドレス（PC・携帯共通）http://www.kochi-east-rc.com
　メールアドレス　事務局／hcrc@coffee.ocn.ne.jp　広報ＩＴ委員会／info@kochi-east-rc.com

◇11月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　西山　忠利
　別役　重具
　寺尾　正生
　中越　貴宣
 ● 配偶者誕生日
　関　紀久子　　水上　由美　　松野　壽子
 ● 家庭記念日
　溝渕　源樹　　田内　正文　　福岡満喜子
　岡本　淳一　　松野　宏司
 ● 入会記念日
　野町　和也　　中越　貴宣　　松﨑　郷輔
　中西　克行　　森田　康子

◇会　長　報　告
・先日、「さむらい先生」の試写会がありま

した。高知市内を中心にあちこち名所が出
てきますし、内田会員のお嬢さんや塾の生
徒役で高知の子どもたちが多く出ています。
11月18日からイオンで上映されますので、
ぜひご覧ください。

◇幹　事　報　告
・11月のロータリーレートは１ドル114円です。
・本日、例会終了後、定例理事会を行います。
◇八幡浜ＲＣ例会日変更について
　2018年１月より、例会日を毎週火曜日12時
10分からに変更。（月の最終火曜日のみ18時
30分から）

　「ロータリー財団の使命は、ロータリアン
が健康状態を改善し、教育への支援を高め、
貧困を救済することを通じて世界理解、親
善、平和を達成できるようにすることです。
よりよい地域づくりのための活動やグローバ
ルなイニシアティブを資金面で支えているの
がロータリー財団です。クラブや地区に補助
金を提供しているほか、ポリオの撲滅や平和
の推進と言ったグローバルなキャンペーンを
展開しています。こうした活動や補助金を実
現させているのが、皆さまからロータリー財
団へのご寄付です。」と謳われています。
　ロータリー財団は、1917年、アーチ・Ｃ・
クランフＲＩ会長が、世界でよいことをする
ために、基金の設置を提案。この基金が1928
年に「ロータリー財団」と名付けられて国際
ロータリー内の新しい組織となり、現在に
至っています。今年はロータリー財団100周
年に当たります。
　1947年、財団初のプログラム、高等教育の
ためのフェローシップを開始、これは後に国

際親善奨学金となり、1965年から66年には、
新たに研究グループの交換、技術研修のため
の補助金、ロータリー財団の目的を果たす活
動ための補助金等々、だんだんとプログラム
が充実していきます。
　1978年、保健・饑餓追放・人間性尊重補助
金プログラムを開始。この３Ｈ補助金プログ
ラムの第１号としてフィリピンの600万人の
子どもたちにポリオ予防接種を実施。1985
年、本格的に全世界でポリオ撲滅を目指すポ
リオプラスプログラムが設置されたことによ
りポリオ撲滅がどんどん進み、ほぼ壊滅状態
まで追い込んでいますが、それでも年度ごと
に発症し、100％撲滅しないと意味がないと
いう話が毎年聞かれます。
　1987－88年にかけて、初めての平和フォー
ラムを開催、ロータリー平和フェローシップ
創設のきっかけとなる。2013年、世界中の
ロータリアンがグローバルなニーズに応えら
れるよう、新しい補助金モデル、地区補助
金、グローバル補助金、パッケージグラント

「ロータリー財団と
　　　おむつバンクについて」

◇会員スピーチ ロータリー財団委員長  西森やよい 会員

を導入。
　1917年、26ドル50セントの寄付から始まっ
たロータリー財団は、10億ドル以上の寄付を
受けるほどの大きな財団に成長しました。
　高知東ＲＣでは１会員年間120ドルの寄付
をしており、地区内のクラブからの年次寄付
はロータリー年度末に、国際財団活動資金
（ＷＦ）と地区財団活動資金（ＤＤＦ）に分
けられ、地区は寄付の３年後に地区補助金と
して使用できます。この補助金を、各クラブ
の財団委員会が事業を申請し、地区財団委員
会で内容を精査し分配します。
　今まで当クラブでは、多くの事業が認めら
れて実施してきました。今年は、高知おむつ
バンク立ち上げ支援事業を申請。この事業の
内容としては３つ。高知おむつバンクの提
唱。高知おむつバンクの立ち上げ支援として
のシンポジウムの開催。高知おむつバンクの
広報の支援です。
　何か人の役に立つことをしたいと思ってい
る方が多くいる中で、子育て世代の家庭で
余っているのが紙おむつです。一方で紙おむ
つを買うことができない家庭があって、赤
ちゃんがおむつを替えて欲しいと泣いていて
も、お母さんは日々の生活に追われて、泣く
声すらわずらわしい。子どもといることが苦
痛という家庭があると聞き、私はそれはつな
ぎたいなという思いを持ったところが、おむ
つバンクのスタートです。
　ただ、この事業を東ＲＣが事務局として
ずっと運営することはできませんので、社会
福祉法人みそのベビーホームに相談し、ここ

が運営をしてくれることになっています。私
たちは立ち上げだけに関与し、地域に引き継
いでいくことを想定しています。
　立ち上げ支援としてシンポジウムの開催が
目玉で、12月16日㈯14時から16時、自由民権
記念館の民権ホールで「困っている子どもた
ちについて考えよう」というテーマで行いま
す。４名のパネリストが各自の経験等を踏ま
えてパネルディスカッションを行います。地
区大会の後、お疲れのところですし、年末の
土曜日でお忙しいと思いますが、受付、会場
整理、写真撮影、さくら等々で、皆さんのご
協力をお願いできればと思っています。
　広報の支援としては、チラシを2000部作成
する段取りです。飛鳥の永野さんが素晴らし
いデザインを考えてくださいました。皆さん
にも１枚か２枚、どこかに貼っていただける
とありがたいなと思っています。表はシンポ
ジウム、裏はおむつバンクの案内になってい
ます。また、東ＲＣのホームページにも掲載
していただければと思います。さらに、当日
の来訪者にお配りできるようにタオルを200
本を用意しています。これを人前で使っても
らうことで、おむつバンクの広報ができれば
と思います。
　細々とでいいので、おむつが余ったけど誰
か引き取ってくれないかなというような家庭
からの寄付が、困難な状況の子どもたちに届
くようなシステムになることと、その度に東
ＲＣということを思ってくれる人が増えるこ
とを願って準備を進めています。
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◇地区大会登録委員会より
　地区大会、11月17日、18日、19日の３日間
開催されます。登録者数については、当日ま
で数字が動くのではないかと心配しています
が、現在、ロータリアンは1885名、ご家族等
を含めて総数1956名。国際ロータリー会長代
理と奥さまのお顔は皆さん覚えておいてくだ
さい。
　来賓は、知事、市長、ガバナー、松野さ
ん、猿田さん、ガバナーエレクトの桑原さ
ん、ガバナーノミニーの大島さん、デジグネ
イトの篠原さん。司葉子さん、ケント・ギル
バートさん。
　本会議や懇親会は1000人以上のイベントに
なりますので、大変です。３日間、皆さんに
担当していただく部分は、最終的にお渡し表
のとおりの配置についていただくようになり
ます。表によって３日間の自分の動きを確認

してください。
　お迎えする側として、来賓の方の担当は決
まっていますが、参加者からは、会場はど
こ、トイレの場所、会の時間等々の質問があ
ると思いますので、対応をよろしくお願いし
ます。
　今日お願いしたいのは、新聞広告につい
て、58口を目指していますのでよろしくお願
いします。それと18日の本会議のお出迎え。
水曜会の人員が少し足りませんので、奥さま
方にぜひお手伝いをお願いします。再来週は
大会を控えて、重要な説明がありますので
100％出席でお願いします。
　14日㈫袋詰め作業をします。1,900近いも
のを袋詰めして、クラブごとに仕分けをしま
すので、相当数の手伝いが必要です。ガバ
ナー事務所に集まっていただきたいのです
が、来れない方は竹村までご連絡ください。 ◇出席率報告

 ● 柳澤光秋　２週続けて台風の中、21・22日
2690地区大会で倉敷に、29日は徳島北ＲＣの
40周年に出席しました。
 ● 石川　健　先日、“さむらい先生”の試写会
を観てきました。高知で撮影して、武市半平
太が主人公で高知市内がたくさん出てきます。
会員の皆さん、ぜひ観てください。11月18日
イオンです。　　
 ● 土居祐三　竹村さん、先週はありがとうご
ざいました。例会終了後、理事会です。
 ● 西森やよい　本日はつたない卓話の場を与
えてくださりありがとうございました。おむ
つバンクの広報シンポジウムへのご参加どう
ぞよろしくお願い申し上げます。
 ● 猿田隆夫　この土曜日、高知県医師会の県
民健康フォーラムを主催し、無事終了しまし
た。テーマは「ピロリ菌って何？」でした。
 ● 浦田健治　竹村さん、お世話になりました。
 ● 近森淳二　この度は父の葬儀にご会葬賜り

厚くお礼申し上げます。
 ● 中越貴宣　誕生祝いと入会祝いありがとう
ございます。
 ● 別役重具　誕生祝いお礼、ついに大台に乗
ります。
 ● 寺尾正生　家内誕生日と私の誕生日のお礼。
合わせて例会欠席のお詫びとして。
 ● 関　淑公　11月３日は家内の誕生日。いつ
も家にいないが、その日は予定がなくどうし
ようかな。
 ● 水上　元　妻の誕生祝いをありがとうござ
いました。
 ● 松野宏司　家内の誕生祝いと家庭記念祝い
をいただきました。ありがとうございました。
 ● 岡本淳一　家庭記念日のお礼。結婚18年と
なりました。これからも仲良くやっていきま
す。
 ● 福岡満喜子　結婚記念の祝いありがとうご
ざいました。結婚していなければ高知にはい
なかったと思うと感無量です。
 ● 溝渕源樹　家庭記念日お礼。
 ● 森田康子　今年で早くも11回目の入会記念
日となりました。記念品ありがとうございま
した。　
 ● サロンイースト協力金として
◇遅刻・早退　２件

11月１日

10月18日

総数
－5 58

出席
46

欠席
5

ロータリー休日

メイク
アップ HC出席率

79.31％

出席率
90.57％2

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
530,340円

67,250円

597,590円

9,172円

49円

9,221円

539,512円

67,299円

606,811円

チビニコ 合　計

11月１日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
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
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
高知西ＲＣ　　12月１日㈮　11/30㈭４ＲＣ合同夜間例会に変更
高知西ＲＣ　　12月15日㈮　忘年夜間例会
高知北ＲＣ　　12月18日㈪　夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月19日㈫　夜間例会
高知南ＲＣ　　12月21日㈭　夜間例会
高知中央ＲＣ　12月21日㈭　夜間例会
高知北ＲＣ　　12月25日㈪　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　12月26日㈫　忘年夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月26日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　12月28日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　12月28日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　12月29日㈮　ロータリー休日

永野正将会員「太郎ちゃん」永野正将会員「太郎ちゃん」
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本日　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

次週　11月15日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　地　区　大　会　確　認　発　表

第2355回　例会報告／平成29年11月１日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
いよいよ地区大会の月に
入りました。各委員会と
も準備が進んでいるとお
聞きしています。もう少
しですので、皆さん頑張

ってください。
　初めにご報告ですが、当クラブの近森淳二
会員のお父上が10月25日、不慮の事故により
ご逝去されました。27日、四万十町の葬祭会
館にてご葬儀が執り行われました。ご冥福を
お祈りし、謹んでお悔やみを申し上げます。
　先週に続いて米山梅吉氏の中学校時代の話
をしたいと思います。
　明治14年、沼津中学校に入学した梅吉少年
は、文章を書くことには自信があり、将来は
新聞記者になりたいという夢を持っていたよ
うで、「穎才新誌」という雑誌に度々投稿し
ていました。当時、夏目漱石と梅吉氏の文章
が最も多く掲載されたと書かれています。ま
た、洗礼も受けてキリスト教を信仰していた
そうです。
　明治16年12月、静岡の家を出て３日間歩い
て東京に出ます。漢学者の土居光華の書生と
なりますが、明治19年、青山英和学校に入
学。その後、アメリカで勉強するため東京府

の公務員となりお金を貯めた後、20歳で渡米
を決意します。当時、渡米費用は100円。お
まわりさんの給料が８円の時代です。
　本日は「ロータリー財団とおむつバンクに
ついて」財団委員長の西森やよい会員から卓
話の後、竹村会員から地区大会についてお話
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
◇近森淳二会員挨拶
　この度は父の葬儀にご会葬いただきまして、
誠にありがとうございました。厚く御礼申し
上げます。
　父は，享年88歳で亡くなりました。当日の
朝まで介護認定もなく、両親とも元気で過ご
していましたが、庭のカキを取っていて脚立
の２段目から落ちました。ドクターの診断は
脳挫傷、くも膜下出血、外傷性くも膜下出血
で、意識のないまま窪川病院に運ばれました。
病院から連絡があって高速に乗ろうとしたら、
ドクターヘリで運ぶということで、骨折ぐら
いに思っていましたが、これは尋常じゃない
なと。医療センターに運ばれて意識のないま
ま翌日に亡くなりました。生前、父は「ピン
ピンコロリ」と言ってましたが、余りにも急
だったもので、母が認知症のような状態にな
り心配しています。
　皆さま方からご厚情をいただきましたこと、
誠にありがとうございました。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

●会長／石川　健　●幹事／土居祐三　●雑誌会報委員／髙橋卓弥・宇津木達也・西森良文
●例会日／毎週水曜日12：30PM～1：30PM　●例会場／ザ クラウンパレス新阪急高知　（088）873－1111
●事務所／高知新聞放送会館１階　〒780－8572　高知市本町3－2－15　　　　直通（088）824－8660

　ホームページアドレス（PC・携帯共通）http://www.kochi-east-rc.com
　メールアドレス　事務局／hcrc@coffee.ocn.ne.jp　広報ＩＴ委員会／info@kochi-east-rc.com

◇11月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　西山　忠利
　別役　重具
　寺尾　正生
　中越　貴宣
 ● 配偶者誕生日
　関　紀久子　　水上　由美　　松野　壽子
 ● 家庭記念日
　溝渕　源樹　　田内　正文　　福岡満喜子
　岡本　淳一　　松野　宏司
 ● 入会記念日
　野町　和也　　中越　貴宣　　松﨑　郷輔
　中西　克行　　森田　康子

◇会　長　報　告
・先日、「さむらい先生」の試写会がありま

した。高知市内を中心にあちこち名所が出
てきますし、内田会員のお嬢さんや塾の生
徒役で高知の子どもたちが多く出ています。
11月18日からイオンで上映されますので、
ぜひご覧ください。

◇幹　事　報　告
・11月のロータリーレートは１ドル114円です。
・本日、例会終了後、定例理事会を行います。
◇八幡浜ＲＣ例会日変更について
　2018年１月より、例会日を毎週火曜日12時
10分からに変更。（月の最終火曜日のみ18時
30分から）

　「ロータリー財団の使命は、ロータリアン
が健康状態を改善し、教育への支援を高め、
貧困を救済することを通じて世界理解、親
善、平和を達成できるようにすることです。
よりよい地域づくりのための活動やグローバ
ルなイニシアティブを資金面で支えているの
がロータリー財団です。クラブや地区に補助
金を提供しているほか、ポリオの撲滅や平和
の推進と言ったグローバルなキャンペーンを
展開しています。こうした活動や補助金を実
現させているのが、皆さまからロータリー財
団へのご寄付です。」と謳われています。
　ロータリー財団は、1917年、アーチ・Ｃ・
クランフＲＩ会長が、世界でよいことをする
ために、基金の設置を提案。この基金が1928
年に「ロータリー財団」と名付けられて国際
ロータリー内の新しい組織となり、現在に
至っています。今年はロータリー財団100周
年に当たります。
　1947年、財団初のプログラム、高等教育の
ためのフェローシップを開始、これは後に国

際親善奨学金となり、1965年から66年には、
新たに研究グループの交換、技術研修のため
の補助金、ロータリー財団の目的を果たす活
動ための補助金等々、だんだんとプログラム
が充実していきます。
　1978年、保健・饑餓追放・人間性尊重補助
金プログラムを開始。この３Ｈ補助金プログ
ラムの第１号としてフィリピンの600万人の
子どもたちにポリオ予防接種を実施。1985
年、本格的に全世界でポリオ撲滅を目指すポ
リオプラスプログラムが設置されたことによ
りポリオ撲滅がどんどん進み、ほぼ壊滅状態
まで追い込んでいますが、それでも年度ごと
に発症し、100％撲滅しないと意味がないと
いう話が毎年聞かれます。
　1987－88年にかけて、初めての平和フォー
ラムを開催、ロータリー平和フェローシップ
創設のきっかけとなる。2013年、世界中の
ロータリアンがグローバルなニーズに応えら
れるよう、新しい補助金モデル、地区補助
金、グローバル補助金、パッケージグラント

「ロータリー財団と
　　　おむつバンクについて」

◇会員スピーチ ロータリー財団委員長  西森やよい 会員

を導入。
　1917年、26ドル50セントの寄付から始まっ
たロータリー財団は、10億ドル以上の寄付を
受けるほどの大きな財団に成長しました。
　高知東ＲＣでは１会員年間120ドルの寄付
をしており、地区内のクラブからの年次寄付
はロータリー年度末に、国際財団活動資金
（ＷＦ）と地区財団活動資金（ＤＤＦ）に分
けられ、地区は寄付の３年後に地区補助金と
して使用できます。この補助金を、各クラブ
の財団委員会が事業を申請し、地区財団委員
会で内容を精査し分配します。
　今まで当クラブでは、多くの事業が認めら
れて実施してきました。今年は、高知おむつ
バンク立ち上げ支援事業を申請。この事業の
内容としては３つ。高知おむつバンクの提
唱。高知おむつバンクの立ち上げ支援として
のシンポジウムの開催。高知おむつバンクの
広報の支援です。
　何か人の役に立つことをしたいと思ってい
る方が多くいる中で、子育て世代の家庭で
余っているのが紙おむつです。一方で紙おむ
つを買うことができない家庭があって、赤
ちゃんがおむつを替えて欲しいと泣いていて
も、お母さんは日々の生活に追われて、泣く
声すらわずらわしい。子どもといることが苦
痛という家庭があると聞き、私はそれはつな
ぎたいなという思いを持ったところが、おむ
つバンクのスタートです。
　ただ、この事業を東ＲＣが事務局として
ずっと運営することはできませんので、社会
福祉法人みそのベビーホームに相談し、ここ

が運営をしてくれることになっています。私
たちは立ち上げだけに関与し、地域に引き継
いでいくことを想定しています。
　立ち上げ支援としてシンポジウムの開催が
目玉で、12月16日㈯14時から16時、自由民権
記念館の民権ホールで「困っている子どもた
ちについて考えよう」というテーマで行いま
す。４名のパネリストが各自の経験等を踏ま
えてパネルディスカッションを行います。地
区大会の後、お疲れのところですし、年末の
土曜日でお忙しいと思いますが、受付、会場
整理、写真撮影、さくら等々で、皆さんのご
協力をお願いできればと思っています。
　広報の支援としては、チラシを2000部作成
する段取りです。飛鳥の永野さんが素晴らし
いデザインを考えてくださいました。皆さん
にも１枚か２枚、どこかに貼っていただける
とありがたいなと思っています。表はシンポ
ジウム、裏はおむつバンクの案内になってい
ます。また、東ＲＣのホームページにも掲載
していただければと思います。さらに、当日
の来訪者にお配りできるようにタオルを200
本を用意しています。これを人前で使っても
らうことで、おむつバンクの広報ができれば
と思います。
　細々とでいいので、おむつが余ったけど誰
か引き取ってくれないかなというような家庭
からの寄付が、困難な状況の子どもたちに届
くようなシステムになることと、その度に東
ＲＣということを思ってくれる人が増えるこ
とを願って準備を進めています。
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◇地区大会登録委員会より
　地区大会、11月17日、18日、19日の３日間
開催されます。登録者数については、当日ま
で数字が動くのではないかと心配しています
が、現在、ロータリアンは1885名、ご家族等
を含めて総数1956名。国際ロータリー会長代
理と奥さまのお顔は皆さん覚えておいてくだ
さい。
　来賓は、知事、市長、ガバナー、松野さ
ん、猿田さん、ガバナーエレクトの桑原さ
ん、ガバナーノミニーの大島さん、デジグネ
イトの篠原さん。司葉子さん、ケント・ギル
バートさん。
　本会議や懇親会は1000人以上のイベントに
なりますので、大変です。３日間、皆さんに
担当していただく部分は、最終的にお渡し表
のとおりの配置についていただくようになり
ます。表によって３日間の自分の動きを確認

してください。
　お迎えする側として、来賓の方の担当は決
まっていますが、参加者からは、会場はど
こ、トイレの場所、会の時間等々の質問があ
ると思いますので、対応をよろしくお願いし
ます。
　今日お願いしたいのは、新聞広告につい
て、58口を目指していますのでよろしくお願
いします。それと18日の本会議のお出迎え。
水曜会の人員が少し足りませんので、奥さま
方にぜひお手伝いをお願いします。再来週は
大会を控えて、重要な説明がありますので
100％出席でお願いします。
　14日㈫袋詰め作業をします。1,900近いも
のを袋詰めして、クラブごとに仕分けをしま
すので、相当数の手伝いが必要です。ガバ
ナー事務所に集まっていただきたいのです
が、来れない方は竹村までご連絡ください。 ◇出席率報告

 ● 柳澤光秋　２週続けて台風の中、21・22日
2690地区大会で倉敷に、29日は徳島北ＲＣの
40周年に出席しました。
 ● 石川　健　先日、“さむらい先生”の試写会
を観てきました。高知で撮影して、武市半平
太が主人公で高知市内がたくさん出てきます。
会員の皆さん、ぜひ観てください。11月18日
イオンです。　　
 ● 土居祐三　竹村さん、先週はありがとうご
ざいました。例会終了後、理事会です。
 ● 西森やよい　本日はつたない卓話の場を与
えてくださりありがとうございました。おむ
つバンクの広報シンポジウムへのご参加どう
ぞよろしくお願い申し上げます。
 ● 猿田隆夫　この土曜日、高知県医師会の県
民健康フォーラムを主催し、無事終了しまし
た。テーマは「ピロリ菌って何？」でした。
 ● 浦田健治　竹村さん、お世話になりました。
 ● 近森淳二　この度は父の葬儀にご会葬賜り

厚くお礼申し上げます。
 ● 中越貴宣　誕生祝いと入会祝いありがとう
ございます。
 ● 別役重具　誕生祝いお礼、ついに大台に乗
ります。
 ● 寺尾正生　家内誕生日と私の誕生日のお礼。
合わせて例会欠席のお詫びとして。
 ● 関　淑公　11月３日は家内の誕生日。いつ
も家にいないが、その日は予定がなくどうし
ようかな。
 ● 水上　元　妻の誕生祝いをありがとうござ
いました。
 ● 松野宏司　家内の誕生祝いと家庭記念祝い
をいただきました。ありがとうございました。
 ● 岡本淳一　家庭記念日のお礼。結婚18年と
なりました。これからも仲良くやっていきま
す。
 ● 福岡満喜子　結婚記念の祝いありがとうご
ざいました。結婚していなければ高知にはい
なかったと思うと感無量です。
 ● 溝渕源樹　家庭記念日お礼。
 ● 森田康子　今年で早くも11回目の入会記念
日となりました。記念品ありがとうございま
した。　
 ● サロンイースト協力金として
◇遅刻・早退　２件

11月１日

10月18日

総数
－5 58

出席
46

欠席
5

ロータリー休日

メイク
アップ HC出席率

79.31％

出席率
90.57％2

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
530,340円

67,250円

597,590円

9,172円

49円

9,221円

539,512円

67,299円

606,811円

チビニコ 合　計

11月１日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
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
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
高知西ＲＣ　　12月１日㈮　11/30㈭４ＲＣ合同夜間例会に変更
高知西ＲＣ　　12月15日㈮　忘年夜間例会
高知北ＲＣ　　12月18日㈪　夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月19日㈫　夜間例会
高知南ＲＣ　　12月21日㈭　夜間例会
高知中央ＲＣ　12月21日㈭　夜間例会
高知北ＲＣ　　12月25日㈪　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　12月26日㈫　忘年夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月26日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　12月28日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　12月28日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　12月29日㈮　ロータリー休日

永野正将会員「太郎ちゃん」永野正将会員「太郎ちゃん」


