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本日　11月29日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　ガ　バ　ナ　ー　補　佐　訪　問

次週　12月６日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　五 大 奉 仕 中 間 発 表・年 次 総 会

第2358回　例会報告／平成29年11月22日　天候　雨

◇ロータリーソング
  「それでこそロータリー」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
先週の地区大会は、皆さ
んお疲れでございました。
見事に成功裏に終わった
と思います。会員の皆さ
んの力、そして水曜会の

皆さんが非常に活躍していただき、お礼申し
上げます。
　私も、今まで14、15年、各地域での地区大
会に出席してきて、あそこはこうすれば、こ
こはこうやればと思ったこともありましたが、
自分たちがホストクラブとなるといかに大変
か、つくづく思いました。
　今日は、９月12日に開催した情報集会の報
告をします。
・例会イコール親睦であり、出席すべきだ
・メイキャップをするときは、必ず丁寧にサ

インする気持ちを持っている。
・途中退席はしない。
・例会は昼食を食べに行くと考え、重く考え

てない。
・会員間は上下関係なく少年の気持ちで、純

粋に語り合うべき。
・久し振りに行くと雰囲気が変わると感じる

ので、できるだけ出席をする。
・例会で一緒に過ごす時間は大切。自分の居

場所をつくることも大切。

・１ヵ月の間、丸印で出席を確認する制度は
よい。

・毎週水曜日に繰り返し会うことが大切で、
月２回は少ない気がする。

・例会を休むことで、人の話を聞く機会を失
うことになる。

・通常は昼休みを５分程度しか取れないが、
出席することに意義があると思い参加して
いる。

・例会で先輩と話すことで、志を受け継ぐこ
とができる。学ぶ機会を与えてくれる。

・会長スピーチは、会の運営方針やロータリ
　ーの志を理解することができる必要な時間

だ。
・例会は、禅道場のようなものだ。
・食事の時間、会員間がゆっくり話せる時間

であり、その時間を楽しみにしている。
・自分自身がロータリーの志を高めて、先輩

と接すると関係がよくなると思う。
・自分の立ち位置をつくり、例会が心地よい

時間となるよう努める。
・例会は、会いたい先輩と会える日。行動や

言動が勉強になる。
・夜に出席し、話す時間を大切にすべき。
・例会の席順がパターン化している。（ＳＡ

Ａと話してやっていく）
・休みについて、例会は月４回するべきとい

う意見や２回の方がありがたいという意見
もある。祭日のある週は休みにするという
ことを考えてみるためにアンケートを取っ
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てみたい。これは定款で決定しているの
で、細則変更は必要ない。次年度、次々年
度に活かしていきたいと考えています。
（これは情報集会中の意見ではなく、会長
の例会中の発言です）

◇来訪ロータリアン
　高知ＲＣ　　吉門文恵氏
◇地区大会実行委員長より

　地区大会の金土日、皆
さんの協力一致で無事に
りっぱな会ができました。
大変感謝い たします。ゴ
ルフ、ＲＩ会長代理晩餐
会、司葉子さんとケン

ト・ギルバートさんの講演。大きなトラブル
もなくスムーズにいって大成功だったと思い
ます。
　終わり良ければ全てよしです。皆さま方の
お陰です。ありがとうございました。
◇親睦委員会より
・12月13日㈬18時半より、西森会員の歓迎会
を新阪急２階のマンダリンコートで行います。
12月６日までに出欠の返事をお願いします。

・12月20日㈬18時半より忘年夜間例会をラ・
ヴィータで行います。12月11日までに出欠の
返事をお願いします。
◇会　長　報　告

・地区大会で感謝状を
いただきました。米
山記念奨学会より、
通算2,000万円達成
クラブ。出席最優秀
クラブ（100％は14
年目）。

◇幹　事　報　告
・来週は、ガバナー補佐訪問です。例会終了

後、クラブ協議会を行います。
・地区大会の資料を後ろのテーブルにおきま

す。必要な方はどうぞ。
◇会長より
　「善をなすに、それをあからさまにするは
己のための善であり、真の善にあらず」
　これは、小説「琥珀の夢」の中に出てく
る、サントリーの創業者である鳥井信治郎の
母親の言葉です。この言葉はロータリーの
「超我の奉仕」につながるのではないかと考
えますが、皆さんはいかがでしょうか。

　私は地域の地区防災組織の役員をしていま
すので、避難訓練や防災訓練をしているうち
に、この簡易トイレを思いつきました。災害
時にライフラインが全部止まってしまったと
きに困ることはたくさんありますけれど、そ
の一つにトイレのことがあると思います。
ホームセンターで2,300円ぐらいで売ってい
るものを買ってきて、簡単に組み立てられる
ようになっています。
　ただ、避難をするにしても、まずは命を確
保しなければいけません。倒れてきた家具の
下敷きになったりしないように、家具の転倒

防止を必ずしていただきたいと思います。
　高知県民の県民性として、災害に対しての
考え方が甘くて、まだ来ない、自分は大丈夫、
何とかなるという方が多いそうですが、この
機会に災害について考えていただけたらと思
います。
　12月15日㈮、夜間パトロールを社会奉仕委
員会で行います。中央公園の北口、交番の前
で18時集合ですが、後ほど文書を回しますの
でよろしくお願いします。
（簡易トイレの製作作業）
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◇出席率報告

 ● 吉門文恵（高知県農商工連携協議会「土佐
茶プロジェクト」）　11月８日の卓話「大変
です！土佐茶」ＰＲとともにアンケートを皆
さまに頂戴しました。お世話様になりありが
とうございました。そのアンケート集計及び
土佐茶の入れ方など、皆さまのＢＯＸに配付
させていただきました。ご覧ください。今後
も引き続き「土佐茶」をご愛用いただきます
ようお願いいたします。
 ● 柳澤光秋　地区大会終了。皆さまのおかげ
です。ありがとうございました。11月20日か
ら23日まで、夫婦でロータリー研究会に出席
してます。
 ● 久松啓一　地区大会は皆さんのご協力をい
ただきまして、何とか終了することができま
した。ありがとうございました。
 ● 石川　健　地区大会お疲れ様でした。東ク
ラブの力、水曜会の力、すごいすごい、感動
しました。　　　　
 ● 土居祐三　地区大会お疲れ様でした。地区
大会は終わりましたがクラブ行事はまだまだ
続きます。ガバナー補佐訪問、クラブ協議
会、役員会、理事会、ガバナー訪問、おむつ
バンク、パトロール、歓迎会、忘年夜間例会、
ＩＭ…。がんばりましょう！
 ● 猿田隆夫　地区大会では、会員皆さま全員
及び水曜会の皆さま、又事務局の皆さまが一
致協力してチームワークを発揮されたお陰で
成功だったと思います。無事終了しましたこ
とを実行委員長として、厚く御礼申し上げま
す。なお、ケント・ギルバートさんからは、
自分の紹介はできるだけ短くしてほしいと要
望したが、あんなに短い紹介は初めてだった
と言われました。私事で恐縮ですが、地区大
会の開催中に初孫が生まれました。
 ● 早瀬源慶　地区大会、土壇場での欠席どう
ぞお許しください。森田、前川委員、お礼申
します。
 ● 鬼田知明　地区大会ではお世話になりまし

た。当日はお手伝いができず、申しわけあり
ませんでした。
 ● 前田　博　地区大会、皆さまご苦労様でし
た。私、体調不良につき欠席となり申しわけ
ございませんでした。
 ● 西森やよい　19日の朝、私がバッジを忘れ
たため、きらが間違って新阪急に届けに行き
ました。その際、浦田ご夫妻のお引き合わせ
により、司葉子さんと握手させていただいた
とのことです。心より感謝申し上げます。
 ● 松﨑郷輔　地区大会、成功おめでとうござ
います。ケント・ギルバート氏の書籍につい
ては、当方でお世話できます。よろしければ
どうぞ。
 ● 福岡満喜子　地区大会お世話になりました。
会員の奥さま方、水曜会の皆さまには、大変
ご活躍いただきました。ありがとうございま
した。本日は、簡易トイレの作り方にご協力
ありがとうございました。
 ● 前川美智子　皆さま、地区大会お疲れ様で
した。お一人お一人見えるところ、見えない
ところも活動していただいたお陰で無事に盛
会に終了できましたね。天気も応援してくれ
ました。ありがとうございました。地区大会
の水曜会の皆さまの着物でのお出迎え、県外
のガバナーの奥さまの皆さまから、このよう
に大勢の方のお着物でのお出迎えは初めてで、
見事ですと嬉しいお褒めをいただきました。
玄関が華やかでしたね。ありがとうございま
した。
 ● 髙橋卓弥　地区大会お疲れ様でした。貴重
な経験をさせていただきました。打ち上げ、
２次会の残りをニコニコへ。はい！私が西村
さんです。ネームプレート間違えてゴメンな
さい。
 ● 別役修平　地区大会お疲れ様でした。打ち
上げのおつりをニコニコヘ。
 ● 水上　元　地区大会エクスカーションで牧
野植物園にお越しいただきありがとうござい
ました。
 ● 西森良文　先日の地区大会、会員の皆さま、
水曜会の皆さま、事務局の皆さま、会場設営
に多数ご協力いただき、誠にありがとうござ
いました。
 ● 竹村克彦　皆さま、地区大会お疲れ様でし
た。
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11月22日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
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
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「災害時に役立つ
　　　　簡易トイレの作り方」

◇会員スピーチ 社会奉仕委員長  福岡満喜子 会員

 ● 松本隆之　皆さま、地区大会本当にお疲れ
様でした。本日は、18時30分より城西館にて
奉仕プロジェクト研究会が開かれます。欠席
とされている方でも、10分でも構いません、

お立ち寄りください。貴重なご意見をいただ
けたらと思います。よろしくお願いします。
 ● サロンイースト協力金として
◇遅刻・早退　２件
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の一つにトイレのことがあると思います。
ホームセンターで2,300円ぐらいで売ってい
るものを買ってきて、簡単に組み立てられる
ようになっています。
　ただ、避難をするにしても、まずは命を確
保しなければいけません。倒れてきた家具の
下敷きになったりしないように、家具の転倒

防止を必ずしていただきたいと思います。
　高知県民の県民性として、災害に対しての
考え方が甘くて、まだ来ない、自分は大丈夫、
何とかなるという方が多いそうですが、この
機会に災害について考えていただけたらと思
います。
　12月15日㈮、夜間パトロールを社会奉仕委
員会で行います。中央公園の北口、交番の前
で18時集合ですが、後ほど文書を回しますの
でよろしくお願いします。
（簡易トイレの製作作業）

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

◇出席率報告

 ● 吉門文恵（高知県農商工連携協議会「土佐
茶プロジェクト」）　11月８日の卓話「大変
です！土佐茶」ＰＲとともにアンケートを皆
さまに頂戴しました。お世話様になりありが
とうございました。そのアンケート集計及び
土佐茶の入れ方など、皆さまのＢＯＸに配付
させていただきました。ご覧ください。今後
も引き続き「土佐茶」をご愛用いただきます
ようお願いいたします。
 ● 柳澤光秋　地区大会終了。皆さまのおかげ
です。ありがとうございました。11月20日か
ら23日まで、夫婦でロータリー研究会に出席
してます。
 ● 久松啓一　地区大会は皆さんのご協力をい
ただきまして、何とか終了することができま
した。ありがとうございました。
 ● 石川　健　地区大会お疲れ様でした。東ク
ラブの力、水曜会の力、すごいすごい、感動
しました。　　　　
 ● 土居祐三　地区大会お疲れ様でした。地区
大会は終わりましたがクラブ行事はまだまだ
続きます。ガバナー補佐訪問、クラブ協議
会、役員会、理事会、ガバナー訪問、おむつ
バンク、パトロール、歓迎会、忘年夜間例会、
ＩＭ…。がんばりましょう！
 ● 猿田隆夫　地区大会では、会員皆さま全員
及び水曜会の皆さま、又事務局の皆さまが一
致協力してチームワークを発揮されたお陰で
成功だったと思います。無事終了しましたこ
とを実行委員長として、厚く御礼申し上げま
す。なお、ケント・ギルバートさんからは、
自分の紹介はできるだけ短くしてほしいと要
望したが、あんなに短い紹介は初めてだった
と言われました。私事で恐縮ですが、地区大
会の開催中に初孫が生まれました。
 ● 早瀬源慶　地区大会、土壇場での欠席どう
ぞお許しください。森田、前川委員、お礼申
します。
 ● 鬼田知明　地区大会ではお世話になりまし

た。当日はお手伝いができず、申しわけあり
ませんでした。
 ● 前田　博　地区大会、皆さまご苦労様でし
た。私、体調不良につき欠席となり申しわけ
ございませんでした。
 ● 西森やよい　19日の朝、私がバッジを忘れ
たため、きらが間違って新阪急に届けに行き
ました。その際、浦田ご夫妻のお引き合わせ
により、司葉子さんと握手させていただいた
とのことです。心より感謝申し上げます。
 ● 松﨑郷輔　地区大会、成功おめでとうござ
います。ケント・ギルバート氏の書籍につい
ては、当方でお世話できます。よろしければ
どうぞ。
 ● 福岡満喜子　地区大会お世話になりました。
会員の奥さま方、水曜会の皆さまには、大変
ご活躍いただきました。ありがとうございま
した。本日は、簡易トイレの作り方にご協力
ありがとうございました。
 ● 前川美智子　皆さま、地区大会お疲れ様で
した。お一人お一人見えるところ、見えない
ところも活動していただいたお陰で無事に盛
会に終了できましたね。天気も応援してくれ
ました。ありがとうございました。地区大会
の水曜会の皆さまの着物でのお出迎え、県外
のガバナーの奥さまの皆さまから、このよう
に大勢の方のお着物でのお出迎えは初めてで、
見事ですと嬉しいお褒めをいただきました。
玄関が華やかでしたね。ありがとうございま
した。
 ● 髙橋卓弥　地区大会お疲れ様でした。貴重
な経験をさせていただきました。打ち上げ、
２次会の残りをニコニコへ。はい！私が西村
さんです。ネームプレート間違えてゴメンな
さい。
 ● 別役修平　地区大会お疲れ様でした。打ち
上げのおつりをニコニコヘ。
 ● 水上　元　地区大会エクスカーションで牧
野植物園にお越しいただきありがとうござい
ました。
 ● 西森良文　先日の地区大会、会員の皆さま、
水曜会の皆さま、事務局の皆さま、会場設営
に多数ご協力いただき、誠にありがとうござ
いました。
 ● 竹村克彦　皆さま、地区大会お疲れ様でし
た。
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今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
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
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「災害時に役立つ
　　　　簡易トイレの作り方」

◇会員スピーチ 社会奉仕委員長  福岡満喜子 会員

 ● 松本隆之　皆さま、地区大会本当にお疲れ
様でした。本日は、18時30分より城西館にて
奉仕プロジェクト研究会が開かれます。欠席
とされている方でも、10分でも構いません、

お立ち寄りください。貴重なご意見をいただ
けたらと思います。よろしくお願いします。
 ● サロンイースト協力金として
◇遅刻・早退　２件
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本日　11月29日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　ガ　バ　ナ　ー　補　佐　訪　問

次週　12月６日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　五 大 奉 仕 中 間 発 表・年 次 総 会

第2358回　例会報告／平成29年11月22日　天候　雨
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11月22日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
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
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「災害時に役立つ
　　　　簡易トイレの作り方」

◇会員スピーチ 社会奉仕委員長  福岡満喜子 会員

 ● 松本隆之　皆さま、地区大会本当にお疲れ
様でした。本日は、18時30分より城西館にて
奉仕プロジェクト研究会が開かれます。欠席
とされている方でも、10分でも構いません、

お立ち寄りください。貴重なご意見をいただ
けたらと思います。よろしくお願いします。
 ● サロンイースト協力金として
◇遅刻・早退　２件
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本日　11月29日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　ガ　バ　ナ　ー　補　佐　訪　問

次週　12月６日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　五 大 奉 仕 中 間 発 表・年 次 総 会

第2358回　例会報告／平成29年11月22日　天候　雨

◇ロータリーソング
  「それでこそロータリー」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
先週の地区大会は、皆さ
んお疲れでございました。
見事に成功裏に終わった
と思います。会員の皆さ
んの力、そして水曜会の

皆さんが非常に活躍していただき、お礼申し
上げます。
　私も、今まで14、15年、各地域での地区大
会に出席してきて、あそこはこうすれば、こ
こはこうやればと思ったこともありましたが、
自分たちがホストクラブとなるといかに大変
か、つくづく思いました。
　今日は、９月12日に開催した情報集会の報
告をします。
・例会イコール親睦であり、出席すべきだ
・メイキャップをするときは、必ず丁寧にサ

インする気持ちを持っている。
・途中退席はしない。
・例会は昼食を食べに行くと考え、重く考え

てない。
・会員間は上下関係なく少年の気持ちで、純

粋に語り合うべき。
・久し振りに行くと雰囲気が変わると感じる

ので、できるだけ出席をする。
・例会で一緒に過ごす時間は大切。自分の居

場所をつくることも大切。

・１ヵ月の間、丸印で出席を確認する制度は
よい。

・毎週水曜日に繰り返し会うことが大切で、
月２回は少ない気がする。

・例会を休むことで、人の話を聞く機会を失
うことになる。

・通常は昼休みを５分程度しか取れないが、
出席することに意義があると思い参加して
いる。

・例会で先輩と話すことで、志を受け継ぐこ
とができる。学ぶ機会を与えてくれる。

・会長スピーチは、会の運営方針やロータリ
　ーの志を理解することができる必要な時間

だ。
・例会は、禅道場のようなものだ。
・食事の時間、会員間がゆっくり話せる時間

であり、その時間を楽しみにしている。
・自分自身がロータリーの志を高めて、先輩

と接すると関係がよくなると思う。
・自分の立ち位置をつくり、例会が心地よい

時間となるよう努める。
・例会は、会いたい先輩と会える日。行動や

言動が勉強になる。
・夜に出席し、話す時間を大切にすべき。
・例会の席順がパターン化している。（ＳＡ

Ａと話してやっていく）
・休みについて、例会は月４回するべきとい

う意見や２回の方がありがたいという意見
もある。祭日のある週は休みにするという
ことを考えてみるためにアンケートを取っ
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てみたい。これは定款で決定しているの
で、細則変更は必要ない。次年度、次々年
度に活かしていきたいと考えています。
（これは情報集会中の意見ではなく、会長
の例会中の発言です）

◇来訪ロータリアン
　高知ＲＣ　　吉門文恵氏
◇地区大会実行委員長より

　地区大会の金土日、皆
さんの協力一致で無事に
りっぱな会ができました。
大変感謝い たします。ゴ
ルフ、ＲＩ会長代理晩餐
会、司葉子さんとケン

ト・ギルバートさんの講演。大きなトラブル
もなくスムーズにいって大成功だったと思い
ます。
　終わり良ければ全てよしです。皆さま方の
お陰です。ありがとうございました。
◇親睦委員会より
・12月13日㈬18時半より、西森会員の歓迎会
を新阪急２階のマンダリンコートで行います。
12月６日までに出欠の返事をお願いします。

・12月20日㈬18時半より忘年夜間例会をラ・
ヴィータで行います。12月11日までに出欠の
返事をお願いします。
◇会　長　報　告

・地区大会で感謝状を
いただきました。米
山記念奨学会より、
通算2,000万円達成
クラブ。出席最優秀
クラブ（100％は14
年目）。

◇幹　事　報　告
・来週は、ガバナー補佐訪問です。例会終了

後、クラブ協議会を行います。
・地区大会の資料を後ろのテーブルにおきま

す。必要な方はどうぞ。
◇会長より
　「善をなすに、それをあからさまにするは
己のための善であり、真の善にあらず」
　これは、小説「琥珀の夢」の中に出てく
る、サントリーの創業者である鳥井信治郎の
母親の言葉です。この言葉はロータリーの
「超我の奉仕」につながるのではないかと考
えますが、皆さんはいかがでしょうか。

　私は地域の地区防災組織の役員をしていま
すので、避難訓練や防災訓練をしているうち
に、この簡易トイレを思いつきました。災害
時にライフラインが全部止まってしまったと
きに困ることはたくさんありますけれど、そ
の一つにトイレのことがあると思います。
ホームセンターで2,300円ぐらいで売ってい
るものを買ってきて、簡単に組み立てられる
ようになっています。
　ただ、避難をするにしても、まずは命を確
保しなければいけません。倒れてきた家具の
下敷きになったりしないように、家具の転倒

防止を必ずしていただきたいと思います。
　高知県民の県民性として、災害に対しての
考え方が甘くて、まだ来ない、自分は大丈夫、
何とかなるという方が多いそうですが、この
機会に災害について考えていただけたらと思
います。
　12月15日㈮、夜間パトロールを社会奉仕委
員会で行います。中央公園の北口、交番の前
で18時集合ですが、後ほど文書を回しますの
でよろしくお願いします。
（簡易トイレの製作作業）

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

◇出席率報告

 ● 吉門文恵（高知県農商工連携協議会「土佐
茶プロジェクト」）　11月８日の卓話「大変
です！土佐茶」ＰＲとともにアンケートを皆
さまに頂戴しました。お世話様になりありが
とうございました。そのアンケート集計及び
土佐茶の入れ方など、皆さまのＢＯＸに配付
させていただきました。ご覧ください。今後
も引き続き「土佐茶」をご愛用いただきます
ようお願いいたします。
 ● 柳澤光秋　地区大会終了。皆さまのおかげ
です。ありがとうございました。11月20日か
ら23日まで、夫婦でロータリー研究会に出席
してます。
 ● 久松啓一　地区大会は皆さんのご協力をい
ただきまして、何とか終了することができま
した。ありがとうございました。
 ● 石川　健　地区大会お疲れ様でした。東ク
ラブの力、水曜会の力、すごいすごい、感動
しました。　　　　
 ● 土居祐三　地区大会お疲れ様でした。地区
大会は終わりましたがクラブ行事はまだまだ
続きます。ガバナー補佐訪問、クラブ協議
会、役員会、理事会、ガバナー訪問、おむつ
バンク、パトロール、歓迎会、忘年夜間例会、
ＩＭ…。がんばりましょう！
 ● 猿田隆夫　地区大会では、会員皆さま全員
及び水曜会の皆さま、又事務局の皆さまが一
致協力してチームワークを発揮されたお陰で
成功だったと思います。無事終了しましたこ
とを実行委員長として、厚く御礼申し上げま
す。なお、ケント・ギルバートさんからは、
自分の紹介はできるだけ短くしてほしいと要
望したが、あんなに短い紹介は初めてだった
と言われました。私事で恐縮ですが、地区大
会の開催中に初孫が生まれました。
 ● 早瀬源慶　地区大会、土壇場での欠席どう
ぞお許しください。森田、前川委員、お礼申
します。
 ● 鬼田知明　地区大会ではお世話になりまし

た。当日はお手伝いができず、申しわけあり
ませんでした。
 ● 前田　博　地区大会、皆さまご苦労様でし
た。私、体調不良につき欠席となり申しわけ
ございませんでした。
 ● 西森やよい　19日の朝、私がバッジを忘れ
たため、きらが間違って新阪急に届けに行き
ました。その際、浦田ご夫妻のお引き合わせ
により、司葉子さんと握手させていただいた
とのことです。心より感謝申し上げます。
 ● 松﨑郷輔　地区大会、成功おめでとうござ
います。ケント・ギルバート氏の書籍につい
ては、当方でお世話できます。よろしければ
どうぞ。
 ● 福岡満喜子　地区大会お世話になりました。
会員の奥さま方、水曜会の皆さまには、大変
ご活躍いただきました。ありがとうございま
した。本日は、簡易トイレの作り方にご協力
ありがとうございました。
 ● 前川美智子　皆さま、地区大会お疲れ様で
した。お一人お一人見えるところ、見えない
ところも活動していただいたお陰で無事に盛
会に終了できましたね。天気も応援してくれ
ました。ありがとうございました。地区大会
の水曜会の皆さまの着物でのお出迎え、県外
のガバナーの奥さまの皆さまから、このよう
に大勢の方のお着物でのお出迎えは初めてで、
見事ですと嬉しいお褒めをいただきました。
玄関が華やかでしたね。ありがとうございま
した。
 ● 髙橋卓弥　地区大会お疲れ様でした。貴重
な経験をさせていただきました。打ち上げ、
２次会の残りをニコニコへ。はい！私が西村
さんです。ネームプレート間違えてゴメンな
さい。
 ● 別役修平　地区大会お疲れ様でした。打ち
上げのおつりをニコニコヘ。
 ● 水上　元　地区大会エクスカーションで牧
野植物園にお越しいただきありがとうござい
ました。
 ● 西森良文　先日の地区大会、会員の皆さま、
水曜会の皆さま、事務局の皆さま、会場設営
に多数ご協力いただき、誠にありがとうござ
いました。
 ● 竹村克彦　皆さま、地区大会お疲れ様でし
た。
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11月22日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
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
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「災害時に役立つ
　　　　簡易トイレの作り方」

◇会員スピーチ 社会奉仕委員長  福岡満喜子 会員

 ● 松本隆之　皆さま、地区大会本当にお疲れ
様でした。本日は、18時30分より城西館にて
奉仕プロジェクト研究会が開かれます。欠席
とされている方でも、10分でも構いません、

お立ち寄りください。貴重なご意見をいただ
けたらと思います。よろしくお願いします。
 ● サロンイースト協力金として
◇遅刻・早退　２件


