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本日　12月20日㈬ 18：30  ラ・ヴィータ

　　　 　忘　　年　　夜　　間　　例　　会

次週　12月27日㈬ 

　　　 　ロ　　ー　　タ　　リ　　ー　　休　　日

第2361回　例会報告／平成29年12月13日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
本日は柳澤ガバナーをお
迎えして公式訪問例会で
す。
　以前から、少しお話し
ています米山梅吉さんに

ついて、生まれは1868年２月４日。20歳でア
メリカに渡り、向こうで８年間勉強し、明治
28年一度日本に帰国。新聞記者になるのが希
望でしたが、アメリカで書き上げた「提督ペ
リー」を出版。明治29年10月、米山家に入り、
娘のはるこさんと郷里で結婚。文章を書いて
いたのではなかなか生活ができないというこ
とで、日本鉄道会社に入社。その間、勝海舟
のところに出入りをしていたようです。鉄道
会社も給料が安く、上司や旧友などに相談の
結果、明治30年、30歳で三井銀行に入行。
　銀行に入ったものの、ソロバンも簿記も分
からなかったのですが、懸命に金融の勉強を
して勤めた結果、上役に認められ、優秀な３
人に選ばれて２年間、欧米の銀行に学びに行
きます。この３人でまとめた報告書は、三井
銀行ばかりでなく、それまでの日本の銀行の
やり方を改めることとなります。50歳のとき、
政府の一員に選ばれて再び渡米し、このとき
にロータリークラブと出会ったということで
す。

　テーブルの上に、例会回数のアンケート
（無記名）を置いています。これによって決
定するといったものではありませんが、ご協
力をお願いします。
　本日は、柳澤ガバナー、アドレスをよろし
くお願いいたします。
◇来訪ロータリアン
　第2670地区ガバナー
　　柳澤光秋氏（高知東ＲＣ）
　高知第Ⅰ分区ガバナー補佐
　　大島　仁氏（香長ＲＣ）
　随行員　八田聡子氏（高知東ＲＣ）
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
◇国際奉仕委員会より
　書き損じハガキキャンペーンの協力のお願
いが届いています。来年２月14日までに、事
務局までお願いします。
◇ロータリー財団委員会より
　企画していたシンポジウムが、12月16日に
迫ってきました。当日の役割分担表をお配り
しましたが、お手伝いくださる皆さまには感
謝申し上げます。よろしくお願いいたします。
◇青少年奉仕委員会より
　LYRAセミナーが３月22日から25日まで開
催されます。参加申し込みの締切は１月28日
です。例年２名の推薦をしていますので、で
きれば今年中に、推薦をよろしくお願いいた
します。
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◇幹　事　報　告
・来週は忘年夜間例会ですが、その前、６時

から臨時理事会を行います。
・インターアクトの年次大会の報告ＤＶＤが

届いています。ご覧になりたい方は事務局

まで。
・金曜日、社会奉仕委員会の街頭パトロール

を行います。
・例会終了後、写真撮影を行います。

　皆さん、こんにちは。国際ロータリー第
2670地区2017－18年度ガバナーの柳澤光秋で
す。７月から始まった公式訪問、所属する高
知東ＲＣ、これで2670地区74クラブ最後のク
ラブです。今まで随行の皆さま、ガバナー事
務所の皆さま、クラブの皆さま、応援ありが
とうございます。今日この公式訪問で終わり
ですが、30数人の随行員の皆さま、本当にあ
りがとうございました。
　この公式訪問の配分をした西森委員長さん
が、年内に終わらせた方がいいですよという
話で、非常に窮屈な日程でしたけども、今朝
の新聞を見ると、昨日、大豊と川越で雪のた
めに高速が通行止め。まだこれからも委員会
とか壮行会がありますけども、やはり12月か
ら１月、２月になると気候の問題があります
ので、いいときに公式訪問を終わって良かっ
たと納得したところです。普通ではできない
経験をさせていただき、本当にありがとうご
ざいました。
　これは、これからの僕の生涯の糧にしてい
きたいと思います。何かありましたら僕は、
クラブのために使えることは全部尽くすつも
りです。そのときはまた皆さまよろしくお願
いいたします。
　まだはっきり言えない話ですが、昨日の高
知ロイヤルＲＣの訪問で、７、８年先の明る
い見通しのできる話ができましたので、とり
あえずその話を会長幹事会で報告させていた
だきました。年が明けたらその辺は判明する

と思います。
　今年は、年２回の地区大会で、各クラブに
非常にご迷惑をかけたのですが、僕の聞いた
話では、1998人の登録、非常にありがたい話
です。年２回の開催で、僕自身は良かったと
考えています。日本の34地区、ほとんどの地
区が前半年度に地区大会を開催しています。
後半年度に開催するのは少数派です。
　サンディエゴで1月15日の朝9時、その年の
テーマが初めて発表されます。新しいテーマ
ができたのに、その年度に古いテーマでの地
区大会を開催する。これはやはり考えもの
で、新しいテーマが出たら早い時期に地区大
会をする。皆さんにお骨折りいただきました
が、11月17日から19日の開催で良かったと実
感しています。皆さん大変だったと思います
が、無事に終わりましたので、これでよしと
していただければ幸いです。
　ロータリーの2016年度規定審議会は、すご
い改革です。今年のテーマは「変化をもたら
す」これから先、ロータリーはどうやって生
き残るか。将来に対してどうするか。テーマ
が決まった後、７月のガバナー会、９月の
ロータリー研究会でも、どこのクラブもどこ
の地区でも、これからどうしようか、みんな
悩んだところです。皆さん、お困りになった
ことと思います。例えば、「should」という
言葉にしても、しなければならない、すべき
であると言うけれども、しなくてもいいと、
そういう解釈にも取れる、非常に微妙なとこ
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ろです。僕は、こういう潮目の変わった時代
には、やはりそのクラブのいいところ、特徴
あるところ、歴史を胸を張って進むことが一
番かと思いまして、「特性を生かそう」とい
うテーマにしたんですけども、１月15日のＲ
Ｉのテーマを見て、これで良かったと感じて
います。
　これから先、単年度事業はもうしないで長
期戦略、長期計画をどうするか。それが問題
になってくると思います。今までの単年度政
策、果たしてそれは、それなりのことをして
いたのか。価値あることをしていたのか。そ
れを見直すという条件で、四国４県みんなが
大きな意味合いの継続してできる事業を考え
なくてはいけない。そういう時期になってい
るのだと思います。そこで、僕なりに八十
八ヵ所のことを取り上げたりしましたが、実
際に回ってみると、お寺さん同士の問題とか
88＋１という考え方があったりして、なかな
か世界遺産の登録もできない。2670地区の
テーマとしてはまだ確立されないことだと思
います。74クラブでできる活動を考えなくて
はいけない時期になっているのではないかと
思います。
　また、クラブのサポートと強化が言われて
いますが、これは会員数の問題であることに
間違いありません。2670地区は74クラブ、そ
のうちの27クラブが30人未満です。会員数が
少ないのは、この地区だけではなくて日本全
国でも言える話です。日本のロータリークラ
ブの中で会員数30人未満のクラブが40％。60
歳以上が47％を占めています。この数は毎年
増えて、しかも在籍10年以上が55％。いか
に、在籍年数が長くて年を取った会員が多い
か。逆に言うと若い会員が少ない。入ってき
てもやめていく。これを如実に表していま
す。皆さんが５年、10年先のクラブの在り様
を自分のこととして捉えていただければ、こ
れから先、ロータリーは容易ならざるものだ
とお分かりいただけると思います。
　2670地区は1997年に3,962人、これが最高
で、２、３年前から3,000人を割って、現在
は何とか3,040人。ただ、これが地区だけの
問題だといいのですが、日本全体にこの問題
が表れてきます。全世界のロータリアンの数
が増えて増えて120万になった。そこでＲＩ

はＤＬＰなんていう仕組みを導入しました。
その後、会員数は横ばい状態で増えません。
増えない状態が続いたためにＣＬＰを導入し
て維持してきましたが、その中で問題になる
のは、会員の中身です。アメリカ、イギリ
ス、日本などの会員が減り、台湾、韓国、ブ
ラジルなどの数が増えてきた。ということ
は、ＲＩにおける日本の理事が減り、世界に
おける日本の発言力が低下したということで
す。今度、日本の理事は２人です。ますます
日本の意見が通らなくなります。
　こういう時代にどうするかというと、台湾
やタイなど日本と友好関係が結べる国と友好
関係を結んで、日本の意見が少しでも通るよ
うにしないと、ＲＩにおける日本の発言力は
低下する一方で、日本のロータリアンとして
やりにくい状態が続くと思います。
　その他にも影響があり、日本は第１、第
２、第３ゾーンがありますが、第１ゾーンに
バングラデッシュ、インドネシア、パキスタ
ンが入ってきました。第３ゾーンは11地区で
すが、ここに第２ゾーンの2630地区が入って
きました。そういう日本のゾーンの新しい編
成がなされること。こういったことが、これ
からの大きな問題ではないかと思います。
　高知東ＲＣとしては、定款は規定審議会の
改革どおりしなければいけませんが、細則は
クラブ独自の問題で、これが一番肝心です。
例会の問題、入会の問題にしても細則をしっ
かりしていただければ、裁量権、自治権は守
られています。僕の立場で、ＲＩの意向に沿
わない話をしても、細則がしっかりしていれ
ば、その細則が優先されますので、改正をお
願いします。
　ロータリーは横文字が多すぎて覚えにくい
のですが、たった一つだけは覚えておいてく
ださい。ＡＲＰＩＣ、アシスタント・ロータ
リー・パブリック・イメージ・コーディネー
ター。皆さんもご覧になったと思いますが、
前田直前ガバナーがアニメでロータリーを紹
介したビデオが日本中の評判になったもので
すから、この７月１日から前田直前ガバナー
がこのコーディネーターに就任しました。
2670地区からコーディネーターもしくは研修
リーダーが出る、活躍されるというのは非常
に珍しい話です。認知度向上に非常に役立つ

と思いますので、この言葉だけでも覚えてお
いていただけると幸いです。
　ロータリーでは、先日の会員増強セミナー
でも言われましたが、「ロータリーがしかる
べき運命を切り開くには、常に進化し、時に
は革命的にならなければなりません」という
ポール・ハリスの言葉がすぐ出てきますが、
僕は次の４つの言葉を覚えておいて欲しいと
思います。
　１つはコネクト・絆を築く。この東ＲＣは
来年50周年を迎えます。長いいい歴史があり
ます。雰囲気も非常にいいクラブです。この
クラブがこれからますます明るい未来を持つ
ためには、皆さんの絆を築いていっていただ
きたいと思います。アーサー･シェルドンが
「ロータリアンは楽観的主義、明るい未来を
持つ。明日は今日よりよくなるに違いない」
と明るい未来を予言しています。２つめがエ
ンドポリオ。ＲＩはポリオが撲滅できたら、
新しいテーマを出すといいますけどポリオは
撲滅できません。一昨年の「ロータリーの
友」11月号を読めば、いかにポリオが撲滅で

きないことが分かります。ということは新し
いテーマがまだ出ないということにほかなり
ません。３つ目がトランスポート・変革。５
年後、10年後のクラブの状態を考えていただ
いたら、どういう変化をしなくてはいけない
か。東ＲＣの皆さんが矜持を持っていけば、
必ず新しい未来が開けてくると思います。そ
して４つ目がインスパイア・鼓舞するという
言葉。2670地区はどこのクラブも疲弊して運
営に苦慮していますが、この東ＲＣはみんな
で明るい未来をつくろうと鼓舞するのが、僕
の役目です。
　そして、僕が最後に言いたいのは、1923年
にポール・ハリスが述べている言葉です。

「ロータリーは思い出に浸る組織ではありま
せん。どちらかというと、過去の業績よりむ
しろ未来の活動に価値と目的を置く組織です」
　高知東ＲＣの、これからの明るいクラブ、
ロータリアンを目指して、そしていい年を迎
えるように、インスパイアして私の話を終わ
らせていただきます。ご清聴ありがとうござ
いました。

◇出席率報告

 ● 柳澤光秋ガバナー　ニコニコへ。
 ● 石川　健　本日は、柳澤ガバナー公式訪問
していただきましてありがとうございました。
74クラブ最後の公式訪問、本当にお疲れさま
でした。　　　
 ● 土居祐三　柳澤ガバナー、大島ガバナー補
佐、本日はありがとうございました。窪田さ
ん、リンゴありがとうございました。
 ● 佐野博三　アナポリスから孫の手紙がオリ
バー先生経由で届きました。古代ギリシャの
グレイトブックを勉強しているそうです。便
りがあるときは、すべてオリバー先生経由で
す。
 ● 西森良文　柳澤ガバナー、大島ガバナー補
佐、本日はありがとうございました。本日で

公式訪問全て終了となりました。会員の皆さ
まには随行にご協力いただき、誠にありがと
うございました。感謝、感謝です。
 ● 福岡満喜子　本日は、柳澤ガバナー様、当
クラブへの訪問ありがとうございました。70
余クラブ訪問を終えられてお疲れ様でした。
随行の皆さま、ご苦労様でした。
 ● 前川美智子　2019－20年度の会長のご承認
をいただき、誠にありがとうございます。ど
うかよろしくお願いいたします。
 ● 髙橋卓弥　入会記念、ありがとうございま
した。今後ともよろしくお願いします。
 ● 近森淳二　お誕生日ありがとうございまし
た。
 ● 中越貴宣　妻の誕生祝いありがとうござい
ます。
 ● 別役修平　妻の誕生日祝いありがとうござ
います。11月23日に、双子の娘と孫４人に、
私と妻の古希祝いをしてもらいました。働い
ている娘に代わって、毎日、孫達の夕食、風
呂、宿題の世話をしている妻に感謝です。私
もかなり世話になっています。ありがとう！

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
976,390円

44,250円

1,020,640円

11,538円

546円

12,084円

987,928円

44,796円

1,032,724円

チビニコ 合　計

12月13日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
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
２月７日㈬　観梅夜間例会
　　　　　　定例理事会
２月14日㈬　ロータリー休日
２月23日㈮　国際ロータリー創立記念日
　　　　　　　及び世界理解と平和の日
２月25日㈰　PETS・DTTS
　　　　　　（新居浜ＲＣ・

　　　　　　　リーガロイヤルホテル新居浜）
２月28日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
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
高知ＲＣ　　　１月２日㈫　法定休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　１月２日㈫　法定休日
高知南ＲＣ　　１月４日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　１月４日㈭　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　１月９日㈫　新年夜間例会
高知中央ＲＣ　１月11日㈭　夜間例会
高知西ＲＣ　　１月12日㈮　新年夜間例会
高知南ＲＣ　　１月18日㈭　新年夜間例会
高知北ＲＣ　　１月22日㈪　新年夜間例会
高知ＲＣ　　　１月23日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　１月25日㈭　職場例会
高知北ＲＣ　　１月29日㈪　鳥取北RC例会・IMに振替
高知ロイヤルＲＣ　　
　　　　　　　１月30日㈫　IMに振替
高知中央ＲＣ　２月１日㈭　創立記念夜間例会
高知ロイヤルＲＣ　
　　　　　　　２月６日㈫　観梅夜間例会
高知西ＲＣ　　２月９日㈮　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　２月15日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　２月15日㈭　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　２月22日㈭　夜間例会
高知西ＲＣ　　２月23日㈮　夜間例会
高知ＲＣ　　　２月27日㈫　夜間例会

◇ガバナーアドレス 第2670地区ガバナー  柳澤　光秋 氏 （高知東ＲＣ）

12月13日

11月29日

総数
－4 59
－2 59

出席
48
41

欠席
1
0

メイク
アップ HC出席率

81.36％

69.49％

出席率
98.36％

100％

6
16

 ● 宇津木達也　結婚記念日のお礼。24年の結
婚記念のお祝いの品ありがとうございました。
１ヵ月例会のお休みのお詫び、すみませんで
した。
 ● 鬼頭愼一　誕生祝い、入会祝いありがとう

ございます。
 ● 永野正将　いつもニコニコへのご協力あり
がとうございます。もう少しで大台にのりま
す。来週よろしくお願いします。　　
 ● サロンイースト協力金として

事務局・河野さん「旅先のワンコ」事務局・河野さん「旅先のワンコ」

西森  大 新入会員 歓迎会
2017年12月13日㈬　於：マンダリンコート

年末 振り込め詐欺防止キャンペーン
2017年12月15日㈮　於：帯屋町
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本日　12月20日㈬ 18：30  ラ・ヴィータ

　　　 　忘　　年　　夜　　間　　例　　会

次週　12月27日㈬ 

　　　 　ロ　　ー　　タ　　リ　　ー　　休　　日

第2361回　例会報告／平成29年12月13日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
本日は柳澤ガバナーをお
迎えして公式訪問例会で
す。
　以前から、少しお話し
ています米山梅吉さんに

ついて、生まれは1868年２月４日。20歳でア
メリカに渡り、向こうで８年間勉強し、明治
28年一度日本に帰国。新聞記者になるのが希
望でしたが、アメリカで書き上げた「提督ペ
リー」を出版。明治29年10月、米山家に入り、
娘のはるこさんと郷里で結婚。文章を書いて
いたのではなかなか生活ができないというこ
とで、日本鉄道会社に入社。その間、勝海舟
のところに出入りをしていたようです。鉄道
会社も給料が安く、上司や旧友などに相談の
結果、明治30年、30歳で三井銀行に入行。
　銀行に入ったものの、ソロバンも簿記も分
からなかったのですが、懸命に金融の勉強を
して勤めた結果、上役に認められ、優秀な３
人に選ばれて２年間、欧米の銀行に学びに行
きます。この３人でまとめた報告書は、三井
銀行ばかりでなく、それまでの日本の銀行の
やり方を改めることとなります。50歳のとき、
政府の一員に選ばれて再び渡米し、このとき
にロータリークラブと出会ったということで
す。

　テーブルの上に、例会回数のアンケート
（無記名）を置いています。これによって決
定するといったものではありませんが、ご協
力をお願いします。
　本日は、柳澤ガバナー、アドレスをよろし
くお願いいたします。
◇来訪ロータリアン
　第2670地区ガバナー
　　柳澤光秋氏（高知東ＲＣ）
　高知第Ⅰ分区ガバナー補佐
　　大島　仁氏（香長ＲＣ）
　随行員　八田聡子氏（高知東ＲＣ）
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
◇国際奉仕委員会より
　書き損じハガキキャンペーンの協力のお願
いが届いています。来年２月14日までに、事
務局までお願いします。
◇ロータリー財団委員会より
　企画していたシンポジウムが、12月16日に
迫ってきました。当日の役割分担表をお配り
しましたが、お手伝いくださる皆さまには感
謝申し上げます。よろしくお願いいたします。
◇青少年奉仕委員会より
　LYRAセミナーが３月22日から25日まで開
催されます。参加申し込みの締切は１月28日
です。例年２名の推薦をしていますので、で
きれば今年中に、推薦をよろしくお願いいた
します。

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

◇幹　事　報　告
・来週は忘年夜間例会ですが、その前、６時

から臨時理事会を行います。
・インターアクトの年次大会の報告ＤＶＤが

届いています。ご覧になりたい方は事務局

まで。
・金曜日、社会奉仕委員会の街頭パトロール

を行います。
・例会終了後、写真撮影を行います。

　皆さん、こんにちは。国際ロータリー第
2670地区2017－18年度ガバナーの柳澤光秋で
す。７月から始まった公式訪問、所属する高
知東ＲＣ、これで2670地区74クラブ最後のク
ラブです。今まで随行の皆さま、ガバナー事
務所の皆さま、クラブの皆さま、応援ありが
とうございます。今日この公式訪問で終わり
ですが、30数人の随行員の皆さま、本当にあ
りがとうございました。
　この公式訪問の配分をした西森委員長さん
が、年内に終わらせた方がいいですよという
話で、非常に窮屈な日程でしたけども、今朝
の新聞を見ると、昨日、大豊と川越で雪のた
めに高速が通行止め。まだこれからも委員会
とか壮行会がありますけども、やはり12月か
ら１月、２月になると気候の問題があります
ので、いいときに公式訪問を終わって良かっ
たと納得したところです。普通ではできない
経験をさせていただき、本当にありがとうご
ざいました。
　これは、これからの僕の生涯の糧にしてい
きたいと思います。何かありましたら僕は、
クラブのために使えることは全部尽くすつも
りです。そのときはまた皆さまよろしくお願
いいたします。
　まだはっきり言えない話ですが、昨日の高
知ロイヤルＲＣの訪問で、７、８年先の明る
い見通しのできる話ができましたので、とり
あえずその話を会長幹事会で報告させていた
だきました。年が明けたらその辺は判明する

と思います。
　今年は、年２回の地区大会で、各クラブに
非常にご迷惑をかけたのですが、僕の聞いた
話では、1998人の登録、非常にありがたい話
です。年２回の開催で、僕自身は良かったと
考えています。日本の34地区、ほとんどの地
区が前半年度に地区大会を開催しています。
後半年度に開催するのは少数派です。
　サンディエゴで1月15日の朝9時、その年の
テーマが初めて発表されます。新しいテーマ
ができたのに、その年度に古いテーマでの地
区大会を開催する。これはやはり考えもの
で、新しいテーマが出たら早い時期に地区大
会をする。皆さんにお骨折りいただきました
が、11月17日から19日の開催で良かったと実
感しています。皆さん大変だったと思います
が、無事に終わりましたので、これでよしと
していただければ幸いです。
　ロータリーの2016年度規定審議会は、すご
い改革です。今年のテーマは「変化をもたら
す」これから先、ロータリーはどうやって生
き残るか。将来に対してどうするか。テーマ
が決まった後、７月のガバナー会、９月の
ロータリー研究会でも、どこのクラブもどこ
の地区でも、これからどうしようか、みんな
悩んだところです。皆さん、お困りになった
ことと思います。例えば、「should」という
言葉にしても、しなければならない、すべき
であると言うけれども、しなくてもいいと、
そういう解釈にも取れる、非常に微妙なとこ

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

ろです。僕は、こういう潮目の変わった時代
には、やはりそのクラブのいいところ、特徴
あるところ、歴史を胸を張って進むことが一
番かと思いまして、「特性を生かそう」とい
うテーマにしたんですけども、１月15日のＲ
Ｉのテーマを見て、これで良かったと感じて
います。
　これから先、単年度事業はもうしないで長
期戦略、長期計画をどうするか。それが問題
になってくると思います。今までの単年度政
策、果たしてそれは、それなりのことをして
いたのか。価値あることをしていたのか。そ
れを見直すという条件で、四国４県みんなが
大きな意味合いの継続してできる事業を考え
なくてはいけない。そういう時期になってい
るのだと思います。そこで、僕なりに八十
八ヵ所のことを取り上げたりしましたが、実
際に回ってみると、お寺さん同士の問題とか
88＋１という考え方があったりして、なかな
か世界遺産の登録もできない。2670地区の
テーマとしてはまだ確立されないことだと思
います。74クラブでできる活動を考えなくて
はいけない時期になっているのではないかと
思います。
　また、クラブのサポートと強化が言われて
いますが、これは会員数の問題であることに
間違いありません。2670地区は74クラブ、そ
のうちの27クラブが30人未満です。会員数が
少ないのは、この地区だけではなくて日本全
国でも言える話です。日本のロータリークラ
ブの中で会員数30人未満のクラブが40％。60
歳以上が47％を占めています。この数は毎年
増えて、しかも在籍10年以上が55％。いか
に、在籍年数が長くて年を取った会員が多い
か。逆に言うと若い会員が少ない。入ってき
てもやめていく。これを如実に表していま
す。皆さんが５年、10年先のクラブの在り様
を自分のこととして捉えていただければ、こ
れから先、ロータリーは容易ならざるものだ
とお分かりいただけると思います。
　2670地区は1997年に3,962人、これが最高
で、２、３年前から3,000人を割って、現在
は何とか3,040人。ただ、これが地区だけの
問題だといいのですが、日本全体にこの問題
が表れてきます。全世界のロータリアンの数
が増えて増えて120万になった。そこでＲＩ

はＤＬＰなんていう仕組みを導入しました。
その後、会員数は横ばい状態で増えません。
増えない状態が続いたためにＣＬＰを導入し
て維持してきましたが、その中で問題になる
のは、会員の中身です。アメリカ、イギリ
ス、日本などの会員が減り、台湾、韓国、ブ
ラジルなどの数が増えてきた。ということ
は、ＲＩにおける日本の理事が減り、世界に
おける日本の発言力が低下したということで
す。今度、日本の理事は２人です。ますます
日本の意見が通らなくなります。
　こういう時代にどうするかというと、台湾
やタイなど日本と友好関係が結べる国と友好
関係を結んで、日本の意見が少しでも通るよ
うにしないと、ＲＩにおける日本の発言力は
低下する一方で、日本のロータリアンとして
やりにくい状態が続くと思います。
　その他にも影響があり、日本は第１、第
２、第３ゾーンがありますが、第１ゾーンに
バングラデッシュ、インドネシア、パキスタ
ンが入ってきました。第３ゾーンは11地区で
すが、ここに第２ゾーンの2630地区が入って
きました。そういう日本のゾーンの新しい編
成がなされること。こういったことが、これ
からの大きな問題ではないかと思います。
　高知東ＲＣとしては、定款は規定審議会の
改革どおりしなければいけませんが、細則は
クラブ独自の問題で、これが一番肝心です。
例会の問題、入会の問題にしても細則をしっ
かりしていただければ、裁量権、自治権は守
られています。僕の立場で、ＲＩの意向に沿
わない話をしても、細則がしっかりしていれ
ば、その細則が優先されますので、改正をお
願いします。
　ロータリーは横文字が多すぎて覚えにくい
のですが、たった一つだけは覚えておいてく
ださい。ＡＲＰＩＣ、アシスタント・ロータ
リー・パブリック・イメージ・コーディネー
ター。皆さんもご覧になったと思いますが、
前田直前ガバナーがアニメでロータリーを紹
介したビデオが日本中の評判になったもので
すから、この７月１日から前田直前ガバナー
がこのコーディネーターに就任しました。
2670地区からコーディネーターもしくは研修
リーダーが出る、活躍されるというのは非常
に珍しい話です。認知度向上に非常に役立つ

と思いますので、この言葉だけでも覚えてお
いていただけると幸いです。
　ロータリーでは、先日の会員増強セミナー
でも言われましたが、「ロータリーがしかる
べき運命を切り開くには、常に進化し、時に
は革命的にならなければなりません」という
ポール・ハリスの言葉がすぐ出てきますが、
僕は次の４つの言葉を覚えておいて欲しいと
思います。
　１つはコネクト・絆を築く。この東ＲＣは
来年50周年を迎えます。長いいい歴史があり
ます。雰囲気も非常にいいクラブです。この
クラブがこれからますます明るい未来を持つ
ためには、皆さんの絆を築いていっていただ
きたいと思います。アーサー･シェルドンが
「ロータリアンは楽観的主義、明るい未来を
持つ。明日は今日よりよくなるに違いない」
と明るい未来を予言しています。２つめがエ
ンドポリオ。ＲＩはポリオが撲滅できたら、
新しいテーマを出すといいますけどポリオは
撲滅できません。一昨年の「ロータリーの
友」11月号を読めば、いかにポリオが撲滅で

きないことが分かります。ということは新し
いテーマがまだ出ないということにほかなり
ません。３つ目がトランスポート・変革。５
年後、10年後のクラブの状態を考えていただ
いたら、どういう変化をしなくてはいけない
か。東ＲＣの皆さんが矜持を持っていけば、
必ず新しい未来が開けてくると思います。そ
して４つ目がインスパイア・鼓舞するという
言葉。2670地区はどこのクラブも疲弊して運
営に苦慮していますが、この東ＲＣはみんな
で明るい未来をつくろうと鼓舞するのが、僕
の役目です。
　そして、僕が最後に言いたいのは、1923年
にポール・ハリスが述べている言葉です。

「ロータリーは思い出に浸る組織ではありま
せん。どちらかというと、過去の業績よりむ
しろ未来の活動に価値と目的を置く組織です」
　高知東ＲＣの、これからの明るいクラブ、
ロータリアンを目指して、そしていい年を迎
えるように、インスパイアして私の話を終わ
らせていただきます。ご清聴ありがとうござ
いました。

◇出席率報告

 ● 柳澤光秋ガバナー　ニコニコへ。
 ● 石川　健　本日は、柳澤ガバナー公式訪問
していただきましてありがとうございました。
74クラブ最後の公式訪問、本当にお疲れさま
でした。　　　
 ● 土居祐三　柳澤ガバナー、大島ガバナー補
佐、本日はありがとうございました。窪田さ
ん、リンゴありがとうございました。
 ● 佐野博三　アナポリスから孫の手紙がオリ
バー先生経由で届きました。古代ギリシャの
グレイトブックを勉強しているそうです。便
りがあるときは、すべてオリバー先生経由で
す。
 ● 西森良文　柳澤ガバナー、大島ガバナー補
佐、本日はありがとうございました。本日で

公式訪問全て終了となりました。会員の皆さ
まには随行にご協力いただき、誠にありがと
うございました。感謝、感謝です。
 ● 福岡満喜子　本日は、柳澤ガバナー様、当
クラブへの訪問ありがとうございました。70
余クラブ訪問を終えられてお疲れ様でした。
随行の皆さま、ご苦労様でした。
 ● 前川美智子　2019－20年度の会長のご承認
をいただき、誠にありがとうございます。ど
うかよろしくお願いいたします。
 ● 髙橋卓弥　入会記念、ありがとうございま
した。今後ともよろしくお願いします。
 ● 近森淳二　お誕生日ありがとうございまし
た。
 ● 中越貴宣　妻の誕生祝いありがとうござい
ます。
 ● 別役修平　妻の誕生日祝いありがとうござ
います。11月23日に、双子の娘と孫４人に、
私と妻の古希祝いをしてもらいました。働い
ている娘に代わって、毎日、孫達の夕食、風
呂、宿題の世話をしている妻に感謝です。私
もかなり世話になっています。ありがとう！

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
976,390円

44,250円

1,020,640円

11,538円

546円

12,084円

987,928円

44,796円

1,032,724円

チビニコ 合　計

12月13日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
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
２月７日㈬　観梅夜間例会
　　　　　　定例理事会
２月14日㈬　ロータリー休日
２月23日㈮　国際ロータリー創立記念日
　　　　　　　及び世界理解と平和の日
２月25日㈰　PETS・DTTS
　　　　　　（新居浜ＲＣ・

　　　　　　　リーガロイヤルホテル新居浜）
２月28日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
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
高知ＲＣ　　　１月２日㈫　法定休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　１月２日㈫　法定休日
高知南ＲＣ　　１月４日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　１月４日㈭　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　１月９日㈫　新年夜間例会
高知中央ＲＣ　１月11日㈭　夜間例会
高知西ＲＣ　　１月12日㈮　新年夜間例会
高知南ＲＣ　　１月18日㈭　新年夜間例会
高知北ＲＣ　　１月22日㈪　新年夜間例会
高知ＲＣ　　　１月23日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　１月25日㈭　職場例会
高知北ＲＣ　　１月29日㈪　鳥取北RC例会・IMに振替
高知ロイヤルＲＣ　　
　　　　　　　１月30日㈫　IMに振替
高知中央ＲＣ　２月１日㈭　創立記念夜間例会
高知ロイヤルＲＣ　
　　　　　　　２月６日㈫　観梅夜間例会
高知西ＲＣ　　２月９日㈮　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　２月15日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　２月15日㈭　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　２月22日㈭　夜間例会
高知西ＲＣ　　２月23日㈮　夜間例会
高知ＲＣ　　　２月27日㈫　夜間例会

◇ガバナーアドレス 第2670地区ガバナー  柳澤　光秋 氏 （高知東ＲＣ）

12月13日

11月29日

総数
－4 59
－2 59

出席
48
41

欠席
1
0

メイク
アップ HC出席率

81.36％

69.49％

出席率
98.36％

100％

6
16

 ● 宇津木達也　結婚記念日のお礼。24年の結
婚記念のお祝いの品ありがとうございました。
１ヵ月例会のお休みのお詫び、すみませんで
した。
 ● 鬼頭愼一　誕生祝い、入会祝いありがとう

ございます。
 ● 永野正将　いつもニコニコへのご協力あり
がとうございます。もう少しで大台にのりま
す。来週よろしくお願いします。　　
 ● サロンイースト協力金として

事務局・河野さん「旅先のワンコ」事務局・河野さん「旅先のワンコ」

西森  大 新入会員 歓迎会
2017年12月13日㈬　於：マンダリンコート

年末 振り込め詐欺防止キャンペーン
2017年12月15日㈮　於：帯屋町
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本日　12月20日㈬ 18：30  ラ・ヴィータ

　　　 　忘　　年　　夜　　間　　例　　会

次週　12月27日㈬ 

　　　 　ロ　　ー　　タ　　リ　　ー　　休　　日

第2361回　例会報告／平成29年12月13日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
本日は柳澤ガバナーをお
迎えして公式訪問例会で
す。
　以前から、少しお話し
ています米山梅吉さんに

ついて、生まれは1868年２月４日。20歳でア
メリカに渡り、向こうで８年間勉強し、明治
28年一度日本に帰国。新聞記者になるのが希
望でしたが、アメリカで書き上げた「提督ペ
リー」を出版。明治29年10月、米山家に入り、
娘のはるこさんと郷里で結婚。文章を書いて
いたのではなかなか生活ができないというこ
とで、日本鉄道会社に入社。その間、勝海舟
のところに出入りをしていたようです。鉄道
会社も給料が安く、上司や旧友などに相談の
結果、明治30年、30歳で三井銀行に入行。
　銀行に入ったものの、ソロバンも簿記も分
からなかったのですが、懸命に金融の勉強を
して勤めた結果、上役に認められ、優秀な３
人に選ばれて２年間、欧米の銀行に学びに行
きます。この３人でまとめた報告書は、三井
銀行ばかりでなく、それまでの日本の銀行の
やり方を改めることとなります。50歳のとき、
政府の一員に選ばれて再び渡米し、このとき
にロータリークラブと出会ったということで
す。

　テーブルの上に、例会回数のアンケート
（無記名）を置いています。これによって決
定するといったものではありませんが、ご協
力をお願いします。
　本日は、柳澤ガバナー、アドレスをよろし
くお願いいたします。
◇来訪ロータリアン
　第2670地区ガバナー
　　柳澤光秋氏（高知東ＲＣ）
　高知第Ⅰ分区ガバナー補佐
　　大島　仁氏（香長ＲＣ）
　随行員　八田聡子氏（高知東ＲＣ）
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
◇国際奉仕委員会より
　書き損じハガキキャンペーンの協力のお願
いが届いています。来年２月14日までに、事
務局までお願いします。
◇ロータリー財団委員会より
　企画していたシンポジウムが、12月16日に
迫ってきました。当日の役割分担表をお配り
しましたが、お手伝いくださる皆さまには感
謝申し上げます。よろしくお願いいたします。
◇青少年奉仕委員会より
　LYRAセミナーが３月22日から25日まで開
催されます。参加申し込みの締切は１月28日
です。例年２名の推薦をしていますので、で
きれば今年中に、推薦をよろしくお願いいた
します。

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

◇幹　事　報　告
・来週は忘年夜間例会ですが、その前、６時

から臨時理事会を行います。
・インターアクトの年次大会の報告ＤＶＤが

届いています。ご覧になりたい方は事務局

まで。
・金曜日、社会奉仕委員会の街頭パトロール

を行います。
・例会終了後、写真撮影を行います。

　皆さん、こんにちは。国際ロータリー第
2670地区2017－18年度ガバナーの柳澤光秋で
す。７月から始まった公式訪問、所属する高
知東ＲＣ、これで2670地区74クラブ最後のク
ラブです。今まで随行の皆さま、ガバナー事
務所の皆さま、クラブの皆さま、応援ありが
とうございます。今日この公式訪問で終わり
ですが、30数人の随行員の皆さま、本当にあ
りがとうございました。
　この公式訪問の配分をした西森委員長さん
が、年内に終わらせた方がいいですよという
話で、非常に窮屈な日程でしたけども、今朝
の新聞を見ると、昨日、大豊と川越で雪のた
めに高速が通行止め。まだこれからも委員会
とか壮行会がありますけども、やはり12月か
ら１月、２月になると気候の問題があります
ので、いいときに公式訪問を終わって良かっ
たと納得したところです。普通ではできない
経験をさせていただき、本当にありがとうご
ざいました。
　これは、これからの僕の生涯の糧にしてい
きたいと思います。何かありましたら僕は、
クラブのために使えることは全部尽くすつも
りです。そのときはまた皆さまよろしくお願
いいたします。
　まだはっきり言えない話ですが、昨日の高
知ロイヤルＲＣの訪問で、７、８年先の明る
い見通しのできる話ができましたので、とり
あえずその話を会長幹事会で報告させていた
だきました。年が明けたらその辺は判明する

と思います。
　今年は、年２回の地区大会で、各クラブに
非常にご迷惑をかけたのですが、僕の聞いた
話では、1998人の登録、非常にありがたい話
です。年２回の開催で、僕自身は良かったと
考えています。日本の34地区、ほとんどの地
区が前半年度に地区大会を開催しています。
後半年度に開催するのは少数派です。
　サンディエゴで1月15日の朝9時、その年の
テーマが初めて発表されます。新しいテーマ
ができたのに、その年度に古いテーマでの地
区大会を開催する。これはやはり考えもの
で、新しいテーマが出たら早い時期に地区大
会をする。皆さんにお骨折りいただきました
が、11月17日から19日の開催で良かったと実
感しています。皆さん大変だったと思います
が、無事に終わりましたので、これでよしと
していただければ幸いです。
　ロータリーの2016年度規定審議会は、すご
い改革です。今年のテーマは「変化をもたら
す」これから先、ロータリーはどうやって生
き残るか。将来に対してどうするか。テーマ
が決まった後、７月のガバナー会、９月の
ロータリー研究会でも、どこのクラブもどこ
の地区でも、これからどうしようか、みんな
悩んだところです。皆さん、お困りになった
ことと思います。例えば、「should」という
言葉にしても、しなければならない、すべき
であると言うけれども、しなくてもいいと、
そういう解釈にも取れる、非常に微妙なとこ

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

ろです。僕は、こういう潮目の変わった時代
には、やはりそのクラブのいいところ、特徴
あるところ、歴史を胸を張って進むことが一
番かと思いまして、「特性を生かそう」とい
うテーマにしたんですけども、１月15日のＲ
Ｉのテーマを見て、これで良かったと感じて
います。
　これから先、単年度事業はもうしないで長
期戦略、長期計画をどうするか。それが問題
になってくると思います。今までの単年度政
策、果たしてそれは、それなりのことをして
いたのか。価値あることをしていたのか。そ
れを見直すという条件で、四国４県みんなが
大きな意味合いの継続してできる事業を考え
なくてはいけない。そういう時期になってい
るのだと思います。そこで、僕なりに八十
八ヵ所のことを取り上げたりしましたが、実
際に回ってみると、お寺さん同士の問題とか
88＋１という考え方があったりして、なかな
か世界遺産の登録もできない。2670地区の
テーマとしてはまだ確立されないことだと思
います。74クラブでできる活動を考えなくて
はいけない時期になっているのではないかと
思います。
　また、クラブのサポートと強化が言われて
いますが、これは会員数の問題であることに
間違いありません。2670地区は74クラブ、そ
のうちの27クラブが30人未満です。会員数が
少ないのは、この地区だけではなくて日本全
国でも言える話です。日本のロータリークラ
ブの中で会員数30人未満のクラブが40％。60
歳以上が47％を占めています。この数は毎年
増えて、しかも在籍10年以上が55％。いか
に、在籍年数が長くて年を取った会員が多い
か。逆に言うと若い会員が少ない。入ってき
てもやめていく。これを如実に表していま
す。皆さんが５年、10年先のクラブの在り様
を自分のこととして捉えていただければ、こ
れから先、ロータリーは容易ならざるものだ
とお分かりいただけると思います。
　2670地区は1997年に3,962人、これが最高
で、２、３年前から3,000人を割って、現在
は何とか3,040人。ただ、これが地区だけの
問題だといいのですが、日本全体にこの問題
が表れてきます。全世界のロータリアンの数
が増えて増えて120万になった。そこでＲＩ

はＤＬＰなんていう仕組みを導入しました。
その後、会員数は横ばい状態で増えません。
増えない状態が続いたためにＣＬＰを導入し
て維持してきましたが、その中で問題になる
のは、会員の中身です。アメリカ、イギリ
ス、日本などの会員が減り、台湾、韓国、ブ
ラジルなどの数が増えてきた。ということ
は、ＲＩにおける日本の理事が減り、世界に
おける日本の発言力が低下したということで
す。今度、日本の理事は２人です。ますます
日本の意見が通らなくなります。
　こういう時代にどうするかというと、台湾
やタイなど日本と友好関係が結べる国と友好
関係を結んで、日本の意見が少しでも通るよ
うにしないと、ＲＩにおける日本の発言力は
低下する一方で、日本のロータリアンとして
やりにくい状態が続くと思います。
　その他にも影響があり、日本は第１、第
２、第３ゾーンがありますが、第１ゾーンに
バングラデッシュ、インドネシア、パキスタ
ンが入ってきました。第３ゾーンは11地区で
すが、ここに第２ゾーンの2630地区が入って
きました。そういう日本のゾーンの新しい編
成がなされること。こういったことが、これ
からの大きな問題ではないかと思います。
　高知東ＲＣとしては、定款は規定審議会の
改革どおりしなければいけませんが、細則は
クラブ独自の問題で、これが一番肝心です。
例会の問題、入会の問題にしても細則をしっ
かりしていただければ、裁量権、自治権は守
られています。僕の立場で、ＲＩの意向に沿
わない話をしても、細則がしっかりしていれ
ば、その細則が優先されますので、改正をお
願いします。
　ロータリーは横文字が多すぎて覚えにくい
のですが、たった一つだけは覚えておいてく
ださい。ＡＲＰＩＣ、アシスタント・ロータ
リー・パブリック・イメージ・コーディネー
ター。皆さんもご覧になったと思いますが、
前田直前ガバナーがアニメでロータリーを紹
介したビデオが日本中の評判になったもので
すから、この７月１日から前田直前ガバナー
がこのコーディネーターに就任しました。
2670地区からコーディネーターもしくは研修
リーダーが出る、活躍されるというのは非常
に珍しい話です。認知度向上に非常に役立つ

と思いますので、この言葉だけでも覚えてお
いていただけると幸いです。
　ロータリーでは、先日の会員増強セミナー
でも言われましたが、「ロータリーがしかる
べき運命を切り開くには、常に進化し、時に
は革命的にならなければなりません」という
ポール・ハリスの言葉がすぐ出てきますが、
僕は次の４つの言葉を覚えておいて欲しいと
思います。
　１つはコネクト・絆を築く。この東ＲＣは
来年50周年を迎えます。長いいい歴史があり
ます。雰囲気も非常にいいクラブです。この
クラブがこれからますます明るい未来を持つ
ためには、皆さんの絆を築いていっていただ
きたいと思います。アーサー･シェルドンが
「ロータリアンは楽観的主義、明るい未来を
持つ。明日は今日よりよくなるに違いない」
と明るい未来を予言しています。２つめがエ
ンドポリオ。ＲＩはポリオが撲滅できたら、
新しいテーマを出すといいますけどポリオは
撲滅できません。一昨年の「ロータリーの
友」11月号を読めば、いかにポリオが撲滅で

きないことが分かります。ということは新し
いテーマがまだ出ないということにほかなり
ません。３つ目がトランスポート・変革。５
年後、10年後のクラブの状態を考えていただ
いたら、どういう変化をしなくてはいけない
か。東ＲＣの皆さんが矜持を持っていけば、
必ず新しい未来が開けてくると思います。そ
して４つ目がインスパイア・鼓舞するという
言葉。2670地区はどこのクラブも疲弊して運
営に苦慮していますが、この東ＲＣはみんな
で明るい未来をつくろうと鼓舞するのが、僕
の役目です。
　そして、僕が最後に言いたいのは、1923年
にポール・ハリスが述べている言葉です。

「ロータリーは思い出に浸る組織ではありま
せん。どちらかというと、過去の業績よりむ
しろ未来の活動に価値と目的を置く組織です」
　高知東ＲＣの、これからの明るいクラブ、
ロータリアンを目指して、そしていい年を迎
えるように、インスパイアして私の話を終わ
らせていただきます。ご清聴ありがとうござ
いました。

◇出席率報告

 ● 柳澤光秋ガバナー　ニコニコへ。
 ● 石川　健　本日は、柳澤ガバナー公式訪問
していただきましてありがとうございました。
74クラブ最後の公式訪問、本当にお疲れさま
でした。　　　
 ● 土居祐三　柳澤ガバナー、大島ガバナー補
佐、本日はありがとうございました。窪田さ
ん、リンゴありがとうございました。
 ● 佐野博三　アナポリスから孫の手紙がオリ
バー先生経由で届きました。古代ギリシャの
グレイトブックを勉強しているそうです。便
りがあるときは、すべてオリバー先生経由で
す。
 ● 西森良文　柳澤ガバナー、大島ガバナー補
佐、本日はありがとうございました。本日で

公式訪問全て終了となりました。会員の皆さ
まには随行にご協力いただき、誠にありがと
うございました。感謝、感謝です。
 ● 福岡満喜子　本日は、柳澤ガバナー様、当
クラブへの訪問ありがとうございました。70
余クラブ訪問を終えられてお疲れ様でした。
随行の皆さま、ご苦労様でした。
 ● 前川美智子　2019－20年度の会長のご承認
をいただき、誠にありがとうございます。ど
うかよろしくお願いいたします。
 ● 髙橋卓弥　入会記念、ありがとうございま
した。今後ともよろしくお願いします。
 ● 近森淳二　お誕生日ありがとうございまし
た。
 ● 中越貴宣　妻の誕生祝いありがとうござい
ます。
 ● 別役修平　妻の誕生日祝いありがとうござ
います。11月23日に、双子の娘と孫４人に、
私と妻の古希祝いをしてもらいました。働い
ている娘に代わって、毎日、孫達の夕食、風
呂、宿題の世話をしている妻に感謝です。私
もかなり世話になっています。ありがとう！

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
976,390円

44,250円

1,020,640円

11,538円

546円

12,084円

987,928円

44,796円

1,032,724円

チビニコ 合　計

12月13日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
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
２月７日㈬　観梅夜間例会
　　　　　　定例理事会
２月14日㈬　ロータリー休日
２月23日㈮　国際ロータリー創立記念日
　　　　　　　及び世界理解と平和の日
２月25日㈰　PETS・DTTS
　　　　　　（新居浜ＲＣ・

　　　　　　　リーガロイヤルホテル新居浜）
２月28日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
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
高知ＲＣ　　　１月２日㈫　法定休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　１月２日㈫　法定休日
高知南ＲＣ　　１月４日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　１月４日㈭　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　１月９日㈫　新年夜間例会
高知中央ＲＣ　１月11日㈭　夜間例会
高知西ＲＣ　　１月12日㈮　新年夜間例会
高知南ＲＣ　　１月18日㈭　新年夜間例会
高知北ＲＣ　　１月22日㈪　新年夜間例会
高知ＲＣ　　　１月23日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　１月25日㈭　職場例会
高知北ＲＣ　　１月29日㈪　鳥取北RC例会・IMに振替
高知ロイヤルＲＣ　　
　　　　　　　１月30日㈫　IMに振替
高知中央ＲＣ　２月１日㈭　創立記念夜間例会
高知ロイヤルＲＣ　
　　　　　　　２月６日㈫　観梅夜間例会
高知西ＲＣ　　２月９日㈮　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　２月15日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　２月15日㈭　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　２月22日㈭　夜間例会
高知西ＲＣ　　２月23日㈮　夜間例会
高知ＲＣ　　　２月27日㈫　夜間例会

◇ガバナーアドレス 第2670地区ガバナー  柳澤　光秋 氏 （高知東ＲＣ）

12月13日

11月29日

総数
－4 59
－2 59

出席
48
41

欠席
1
0

メイク
アップ HC出席率

81.36％

69.49％

出席率
98.36％

100％

6
16

 ● 宇津木達也　結婚記念日のお礼。24年の結
婚記念のお祝いの品ありがとうございました。
１ヵ月例会のお休みのお詫び、すみませんで
した。
 ● 鬼頭愼一　誕生祝い、入会祝いありがとう

ございます。
 ● 永野正将　いつもニコニコへのご協力あり
がとうございます。もう少しで大台にのりま
す。来週よろしくお願いします。　　
 ● サロンイースト協力金として

事務局・河野さん「旅先のワンコ」事務局・河野さん「旅先のワンコ」

西森  大 新入会員 歓迎会
2017年12月13日㈬　於：マンダリンコート

年末 振り込め詐欺防止キャンペーン
2017年12月15日㈮　於：帯屋町
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本日　12月20日㈬ 18：30  ラ・ヴィータ

　　　 　忘　　年　　夜　　間　　例　　会

次週　12月27日㈬ 

　　　 　ロ　　ー　　タ　　リ　　ー　　休　　日

第2361回　例会報告／平成29年12月13日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
本日は柳澤ガバナーをお
迎えして公式訪問例会で
す。
　以前から、少しお話し
ています米山梅吉さんに

ついて、生まれは1868年２月４日。20歳でア
メリカに渡り、向こうで８年間勉強し、明治
28年一度日本に帰国。新聞記者になるのが希
望でしたが、アメリカで書き上げた「提督ペ
リー」を出版。明治29年10月、米山家に入り、
娘のはるこさんと郷里で結婚。文章を書いて
いたのではなかなか生活ができないというこ
とで、日本鉄道会社に入社。その間、勝海舟
のところに出入りをしていたようです。鉄道
会社も給料が安く、上司や旧友などに相談の
結果、明治30年、30歳で三井銀行に入行。
　銀行に入ったものの、ソロバンも簿記も分
からなかったのですが、懸命に金融の勉強を
して勤めた結果、上役に認められ、優秀な３
人に選ばれて２年間、欧米の銀行に学びに行
きます。この３人でまとめた報告書は、三井
銀行ばかりでなく、それまでの日本の銀行の
やり方を改めることとなります。50歳のとき、
政府の一員に選ばれて再び渡米し、このとき
にロータリークラブと出会ったということで
す。

　テーブルの上に、例会回数のアンケート
（無記名）を置いています。これによって決
定するといったものではありませんが、ご協
力をお願いします。
　本日は、柳澤ガバナー、アドレスをよろし
くお願いいたします。
◇来訪ロータリアン
　第2670地区ガバナー
　　柳澤光秋氏（高知東ＲＣ）
　高知第Ⅰ分区ガバナー補佐
　　大島　仁氏（香長ＲＣ）
　随行員　八田聡子氏（高知東ＲＣ）
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
◇国際奉仕委員会より
　書き損じハガキキャンペーンの協力のお願
いが届いています。来年２月14日までに、事
務局までお願いします。
◇ロータリー財団委員会より
　企画していたシンポジウムが、12月16日に
迫ってきました。当日の役割分担表をお配り
しましたが、お手伝いくださる皆さまには感
謝申し上げます。よろしくお願いいたします。
◇青少年奉仕委員会より
　LYRAセミナーが３月22日から25日まで開
催されます。参加申し込みの締切は１月28日
です。例年２名の推薦をしていますので、で
きれば今年中に、推薦をよろしくお願いいた
します。

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

◇幹　事　報　告
・来週は忘年夜間例会ですが、その前、６時

から臨時理事会を行います。
・インターアクトの年次大会の報告ＤＶＤが

届いています。ご覧になりたい方は事務局

まで。
・金曜日、社会奉仕委員会の街頭パトロール

を行います。
・例会終了後、写真撮影を行います。

　皆さん、こんにちは。国際ロータリー第
2670地区2017－18年度ガバナーの柳澤光秋で
す。７月から始まった公式訪問、所属する高
知東ＲＣ、これで2670地区74クラブ最後のク
ラブです。今まで随行の皆さま、ガバナー事
務所の皆さま、クラブの皆さま、応援ありが
とうございます。今日この公式訪問で終わり
ですが、30数人の随行員の皆さま、本当にあ
りがとうございました。
　この公式訪問の配分をした西森委員長さん
が、年内に終わらせた方がいいですよという
話で、非常に窮屈な日程でしたけども、今朝
の新聞を見ると、昨日、大豊と川越で雪のた
めに高速が通行止め。まだこれからも委員会
とか壮行会がありますけども、やはり12月か
ら１月、２月になると気候の問題があります
ので、いいときに公式訪問を終わって良かっ
たと納得したところです。普通ではできない
経験をさせていただき、本当にありがとうご
ざいました。
　これは、これからの僕の生涯の糧にしてい
きたいと思います。何かありましたら僕は、
クラブのために使えることは全部尽くすつも
りです。そのときはまた皆さまよろしくお願
いいたします。
　まだはっきり言えない話ですが、昨日の高
知ロイヤルＲＣの訪問で、７、８年先の明る
い見通しのできる話ができましたので、とり
あえずその話を会長幹事会で報告させていた
だきました。年が明けたらその辺は判明する

と思います。
　今年は、年２回の地区大会で、各クラブに
非常にご迷惑をかけたのですが、僕の聞いた
話では、1998人の登録、非常にありがたい話
です。年２回の開催で、僕自身は良かったと
考えています。日本の34地区、ほとんどの地
区が前半年度に地区大会を開催しています。
後半年度に開催するのは少数派です。
　サンディエゴで1月15日の朝9時、その年の
テーマが初めて発表されます。新しいテーマ
ができたのに、その年度に古いテーマでの地
区大会を開催する。これはやはり考えもの
で、新しいテーマが出たら早い時期に地区大
会をする。皆さんにお骨折りいただきました
が、11月17日から19日の開催で良かったと実
感しています。皆さん大変だったと思います
が、無事に終わりましたので、これでよしと
していただければ幸いです。
　ロータリーの2016年度規定審議会は、すご
い改革です。今年のテーマは「変化をもたら
す」これから先、ロータリーはどうやって生
き残るか。将来に対してどうするか。テーマ
が決まった後、７月のガバナー会、９月の
ロータリー研究会でも、どこのクラブもどこ
の地区でも、これからどうしようか、みんな
悩んだところです。皆さん、お困りになった
ことと思います。例えば、「should」という
言葉にしても、しなければならない、すべき
であると言うけれども、しなくてもいいと、
そういう解釈にも取れる、非常に微妙なとこ

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

ろです。僕は、こういう潮目の変わった時代
には、やはりそのクラブのいいところ、特徴
あるところ、歴史を胸を張って進むことが一
番かと思いまして、「特性を生かそう」とい
うテーマにしたんですけども、１月15日のＲ
Ｉのテーマを見て、これで良かったと感じて
います。
　これから先、単年度事業はもうしないで長
期戦略、長期計画をどうするか。それが問題
になってくると思います。今までの単年度政
策、果たしてそれは、それなりのことをして
いたのか。価値あることをしていたのか。そ
れを見直すという条件で、四国４県みんなが
大きな意味合いの継続してできる事業を考え
なくてはいけない。そういう時期になってい
るのだと思います。そこで、僕なりに八十
八ヵ所のことを取り上げたりしましたが、実
際に回ってみると、お寺さん同士の問題とか
88＋１という考え方があったりして、なかな
か世界遺産の登録もできない。2670地区の
テーマとしてはまだ確立されないことだと思
います。74クラブでできる活動を考えなくて
はいけない時期になっているのではないかと
思います。
　また、クラブのサポートと強化が言われて
いますが、これは会員数の問題であることに
間違いありません。2670地区は74クラブ、そ
のうちの27クラブが30人未満です。会員数が
少ないのは、この地区だけではなくて日本全
国でも言える話です。日本のロータリークラ
ブの中で会員数30人未満のクラブが40％。60
歳以上が47％を占めています。この数は毎年
増えて、しかも在籍10年以上が55％。いか
に、在籍年数が長くて年を取った会員が多い
か。逆に言うと若い会員が少ない。入ってき
てもやめていく。これを如実に表していま
す。皆さんが５年、10年先のクラブの在り様
を自分のこととして捉えていただければ、こ
れから先、ロータリーは容易ならざるものだ
とお分かりいただけると思います。
　2670地区は1997年に3,962人、これが最高
で、２、３年前から3,000人を割って、現在
は何とか3,040人。ただ、これが地区だけの
問題だといいのですが、日本全体にこの問題
が表れてきます。全世界のロータリアンの数
が増えて増えて120万になった。そこでＲＩ

はＤＬＰなんていう仕組みを導入しました。
その後、会員数は横ばい状態で増えません。
増えない状態が続いたためにＣＬＰを導入し
て維持してきましたが、その中で問題になる
のは、会員の中身です。アメリカ、イギリ
ス、日本などの会員が減り、台湾、韓国、ブ
ラジルなどの数が増えてきた。ということ
は、ＲＩにおける日本の理事が減り、世界に
おける日本の発言力が低下したということで
す。今度、日本の理事は２人です。ますます
日本の意見が通らなくなります。
　こういう時代にどうするかというと、台湾
やタイなど日本と友好関係が結べる国と友好
関係を結んで、日本の意見が少しでも通るよ
うにしないと、ＲＩにおける日本の発言力は
低下する一方で、日本のロータリアンとして
やりにくい状態が続くと思います。
　その他にも影響があり、日本は第１、第
２、第３ゾーンがありますが、第１ゾーンに
バングラデッシュ、インドネシア、パキスタ
ンが入ってきました。第３ゾーンは11地区で
すが、ここに第２ゾーンの2630地区が入って
きました。そういう日本のゾーンの新しい編
成がなされること。こういったことが、これ
からの大きな問題ではないかと思います。
　高知東ＲＣとしては、定款は規定審議会の
改革どおりしなければいけませんが、細則は
クラブ独自の問題で、これが一番肝心です。
例会の問題、入会の問題にしても細則をしっ
かりしていただければ、裁量権、自治権は守
られています。僕の立場で、ＲＩの意向に沿
わない話をしても、細則がしっかりしていれ
ば、その細則が優先されますので、改正をお
願いします。
　ロータリーは横文字が多すぎて覚えにくい
のですが、たった一つだけは覚えておいてく
ださい。ＡＲＰＩＣ、アシスタント・ロータ
リー・パブリック・イメージ・コーディネー
ター。皆さんもご覧になったと思いますが、
前田直前ガバナーがアニメでロータリーを紹
介したビデオが日本中の評判になったもので
すから、この７月１日から前田直前ガバナー
がこのコーディネーターに就任しました。
2670地区からコーディネーターもしくは研修
リーダーが出る、活躍されるというのは非常
に珍しい話です。認知度向上に非常に役立つ

と思いますので、この言葉だけでも覚えてお
いていただけると幸いです。
　ロータリーでは、先日の会員増強セミナー
でも言われましたが、「ロータリーがしかる
べき運命を切り開くには、常に進化し、時に
は革命的にならなければなりません」という
ポール・ハリスの言葉がすぐ出てきますが、
僕は次の４つの言葉を覚えておいて欲しいと
思います。
　１つはコネクト・絆を築く。この東ＲＣは
来年50周年を迎えます。長いいい歴史があり
ます。雰囲気も非常にいいクラブです。この
クラブがこれからますます明るい未来を持つ
ためには、皆さんの絆を築いていっていただ
きたいと思います。アーサー･シェルドンが
「ロータリアンは楽観的主義、明るい未来を
持つ。明日は今日よりよくなるに違いない」
と明るい未来を予言しています。２つめがエ
ンドポリオ。ＲＩはポリオが撲滅できたら、
新しいテーマを出すといいますけどポリオは
撲滅できません。一昨年の「ロータリーの
友」11月号を読めば、いかにポリオが撲滅で

きないことが分かります。ということは新し
いテーマがまだ出ないということにほかなり
ません。３つ目がトランスポート・変革。５
年後、10年後のクラブの状態を考えていただ
いたら、どういう変化をしなくてはいけない
か。東ＲＣの皆さんが矜持を持っていけば、
必ず新しい未来が開けてくると思います。そ
して４つ目がインスパイア・鼓舞するという
言葉。2670地区はどこのクラブも疲弊して運
営に苦慮していますが、この東ＲＣはみんな
で明るい未来をつくろうと鼓舞するのが、僕
の役目です。
　そして、僕が最後に言いたいのは、1923年
にポール・ハリスが述べている言葉です。

「ロータリーは思い出に浸る組織ではありま
せん。どちらかというと、過去の業績よりむ
しろ未来の活動に価値と目的を置く組織です」
　高知東ＲＣの、これからの明るいクラブ、
ロータリアンを目指して、そしていい年を迎
えるように、インスパイアして私の話を終わ
らせていただきます。ご清聴ありがとうござ
いました。

◇出席率報告

 ● 柳澤光秋ガバナー　ニコニコへ。
 ● 石川　健　本日は、柳澤ガバナー公式訪問
していただきましてありがとうございました。
74クラブ最後の公式訪問、本当にお疲れさま
でした。　　　
 ● 土居祐三　柳澤ガバナー、大島ガバナー補
佐、本日はありがとうございました。窪田さ
ん、リンゴありがとうございました。
 ● 佐野博三　アナポリスから孫の手紙がオリ
バー先生経由で届きました。古代ギリシャの
グレイトブックを勉強しているそうです。便
りがあるときは、すべてオリバー先生経由で
す。
 ● 西森良文　柳澤ガバナー、大島ガバナー補
佐、本日はありがとうございました。本日で

公式訪問全て終了となりました。会員の皆さ
まには随行にご協力いただき、誠にありがと
うございました。感謝、感謝です。
 ● 福岡満喜子　本日は、柳澤ガバナー様、当
クラブへの訪問ありがとうございました。70
余クラブ訪問を終えられてお疲れ様でした。
随行の皆さま、ご苦労様でした。
 ● 前川美智子　2019－20年度の会長のご承認
をいただき、誠にありがとうございます。ど
うかよろしくお願いいたします。
 ● 髙橋卓弥　入会記念、ありがとうございま
した。今後ともよろしくお願いします。
 ● 近森淳二　お誕生日ありがとうございまし
た。
 ● 中越貴宣　妻の誕生祝いありがとうござい
ます。
 ● 別役修平　妻の誕生日祝いありがとうござ
います。11月23日に、双子の娘と孫４人に、
私と妻の古希祝いをしてもらいました。働い
ている娘に代わって、毎日、孫達の夕食、風
呂、宿題の世話をしている妻に感謝です。私
もかなり世話になっています。ありがとう！

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
976,390円

44,250円

1,020,640円

11,538円

546円

12,084円

987,928円

44,796円

1,032,724円

チビニコ 合　計

12月13日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
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
２月７日㈬　観梅夜間例会
　　　　　　定例理事会
２月14日㈬　ロータリー休日
２月23日㈮　国際ロータリー創立記念日
　　　　　　　及び世界理解と平和の日
２月25日㈰　PETS・DTTS
　　　　　　（新居浜ＲＣ・

　　　　　　　リーガロイヤルホテル新居浜）
２月28日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
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
高知ＲＣ　　　１月２日㈫　法定休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　１月２日㈫　法定休日
高知南ＲＣ　　１月４日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　１月４日㈭　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　１月９日㈫　新年夜間例会
高知中央ＲＣ　１月11日㈭　夜間例会
高知西ＲＣ　　１月12日㈮　新年夜間例会
高知南ＲＣ　　１月18日㈭　新年夜間例会
高知北ＲＣ　　１月22日㈪　新年夜間例会
高知ＲＣ　　　１月23日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　１月25日㈭　職場例会
高知北ＲＣ　　１月29日㈪　鳥取北RC例会・IMに振替
高知ロイヤルＲＣ　　
　　　　　　　１月30日㈫　IMに振替
高知中央ＲＣ　２月１日㈭　創立記念夜間例会
高知ロイヤルＲＣ　
　　　　　　　２月６日㈫　観梅夜間例会
高知西ＲＣ　　２月９日㈮　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　２月15日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　２月15日㈭　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　２月22日㈭　夜間例会
高知西ＲＣ　　２月23日㈮　夜間例会
高知ＲＣ　　　２月27日㈫　夜間例会

◇ガバナーアドレス 第2670地区ガバナー  柳澤　光秋 氏 （高知東ＲＣ）

12月13日

11月29日

総数
－4 59
－2 59

出席
48
41

欠席
1
0

メイク
アップ HC出席率

81.36％

69.49％

出席率
98.36％

100％

6
16

 ● 宇津木達也　結婚記念日のお礼。24年の結
婚記念のお祝いの品ありがとうございました。
１ヵ月例会のお休みのお詫び、すみませんで
した。
 ● 鬼頭愼一　誕生祝い、入会祝いありがとう

ございます。
 ● 永野正将　いつもニコニコへのご協力あり
がとうございます。もう少しで大台にのりま
す。来週よろしくお願いします。　　
 ● サロンイースト協力金として

事務局・河野さん「旅先のワンコ」事務局・河野さん「旅先のワンコ」

西森  大 新入会員 歓迎会
2017年12月13日㈬　於：マンダリンコート

年末 振り込め詐欺防止キャンペーン
2017年12月15日㈮　於：帯屋町
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本日　12月20日㈬ 18：30  ラ・ヴィータ

　　　 　忘　　年　　夜　　間　　例　　会

次週　12月27日㈬ 

　　　 　ロ　　ー　　タ　　リ　　ー　　休　　日

第2361回　例会報告／平成29年12月13日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
本日は柳澤ガバナーをお
迎えして公式訪問例会で
す。
　以前から、少しお話し
ています米山梅吉さんに

ついて、生まれは1868年２月４日。20歳でア
メリカに渡り、向こうで８年間勉強し、明治
28年一度日本に帰国。新聞記者になるのが希
望でしたが、アメリカで書き上げた「提督ペ
リー」を出版。明治29年10月、米山家に入り、
娘のはるこさんと郷里で結婚。文章を書いて
いたのではなかなか生活ができないというこ
とで、日本鉄道会社に入社。その間、勝海舟
のところに出入りをしていたようです。鉄道
会社も給料が安く、上司や旧友などに相談の
結果、明治30年、30歳で三井銀行に入行。
　銀行に入ったものの、ソロバンも簿記も分
からなかったのですが、懸命に金融の勉強を
して勤めた結果、上役に認められ、優秀な３
人に選ばれて２年間、欧米の銀行に学びに行
きます。この３人でまとめた報告書は、三井
銀行ばかりでなく、それまでの日本の銀行の
やり方を改めることとなります。50歳のとき、
政府の一員に選ばれて再び渡米し、このとき
にロータリークラブと出会ったということで
す。

　テーブルの上に、例会回数のアンケート
（無記名）を置いています。これによって決
定するといったものではありませんが、ご協
力をお願いします。
　本日は、柳澤ガバナー、アドレスをよろし
くお願いいたします。
◇来訪ロータリアン
　第2670地区ガバナー
　　柳澤光秋氏（高知東ＲＣ）
　高知第Ⅰ分区ガバナー補佐
　　大島　仁氏（香長ＲＣ）
　随行員　八田聡子氏（高知東ＲＣ）
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
◇国際奉仕委員会より
　書き損じハガキキャンペーンの協力のお願
いが届いています。来年２月14日までに、事
務局までお願いします。
◇ロータリー財団委員会より
　企画していたシンポジウムが、12月16日に
迫ってきました。当日の役割分担表をお配り
しましたが、お手伝いくださる皆さまには感
謝申し上げます。よろしくお願いいたします。
◇青少年奉仕委員会より
　LYRAセミナーが３月22日から25日まで開
催されます。参加申し込みの締切は１月28日
です。例年２名の推薦をしていますので、で
きれば今年中に、推薦をよろしくお願いいた
します。

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

◇幹　事　報　告
・来週は忘年夜間例会ですが、その前、６時

から臨時理事会を行います。
・インターアクトの年次大会の報告ＤＶＤが

届いています。ご覧になりたい方は事務局

まで。
・金曜日、社会奉仕委員会の街頭パトロール

を行います。
・例会終了後、写真撮影を行います。

　皆さん、こんにちは。国際ロータリー第
2670地区2017－18年度ガバナーの柳澤光秋で
す。７月から始まった公式訪問、所属する高
知東ＲＣ、これで2670地区74クラブ最後のク
ラブです。今まで随行の皆さま、ガバナー事
務所の皆さま、クラブの皆さま、応援ありが
とうございます。今日この公式訪問で終わり
ですが、30数人の随行員の皆さま、本当にあ
りがとうございました。
　この公式訪問の配分をした西森委員長さん
が、年内に終わらせた方がいいですよという
話で、非常に窮屈な日程でしたけども、今朝
の新聞を見ると、昨日、大豊と川越で雪のた
めに高速が通行止め。まだこれからも委員会
とか壮行会がありますけども、やはり12月か
ら１月、２月になると気候の問題があります
ので、いいときに公式訪問を終わって良かっ
たと納得したところです。普通ではできない
経験をさせていただき、本当にありがとうご
ざいました。
　これは、これからの僕の生涯の糧にしてい
きたいと思います。何かありましたら僕は、
クラブのために使えることは全部尽くすつも
りです。そのときはまた皆さまよろしくお願
いいたします。
　まだはっきり言えない話ですが、昨日の高
知ロイヤルＲＣの訪問で、７、８年先の明る
い見通しのできる話ができましたので、とり
あえずその話を会長幹事会で報告させていた
だきました。年が明けたらその辺は判明する

と思います。
　今年は、年２回の地区大会で、各クラブに
非常にご迷惑をかけたのですが、僕の聞いた
話では、1998人の登録、非常にありがたい話
です。年２回の開催で、僕自身は良かったと
考えています。日本の34地区、ほとんどの地
区が前半年度に地区大会を開催しています。
後半年度に開催するのは少数派です。
　サンディエゴで1月15日の朝9時、その年の
テーマが初めて発表されます。新しいテーマ
ができたのに、その年度に古いテーマでの地
区大会を開催する。これはやはり考えもの
で、新しいテーマが出たら早い時期に地区大
会をする。皆さんにお骨折りいただきました
が、11月17日から19日の開催で良かったと実
感しています。皆さん大変だったと思います
が、無事に終わりましたので、これでよしと
していただければ幸いです。
　ロータリーの2016年度規定審議会は、すご
い改革です。今年のテーマは「変化をもたら
す」これから先、ロータリーはどうやって生
き残るか。将来に対してどうするか。テーマ
が決まった後、７月のガバナー会、９月の
ロータリー研究会でも、どこのクラブもどこ
の地区でも、これからどうしようか、みんな
悩んだところです。皆さん、お困りになった
ことと思います。例えば、「should」という
言葉にしても、しなければならない、すべき
であると言うけれども、しなくてもいいと、
そういう解釈にも取れる、非常に微妙なとこ

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

ろです。僕は、こういう潮目の変わった時代
には、やはりそのクラブのいいところ、特徴
あるところ、歴史を胸を張って進むことが一
番かと思いまして、「特性を生かそう」とい
うテーマにしたんですけども、１月15日のＲ
Ｉのテーマを見て、これで良かったと感じて
います。
　これから先、単年度事業はもうしないで長
期戦略、長期計画をどうするか。それが問題
になってくると思います。今までの単年度政
策、果たしてそれは、それなりのことをして
いたのか。価値あることをしていたのか。そ
れを見直すという条件で、四国４県みんなが
大きな意味合いの継続してできる事業を考え
なくてはいけない。そういう時期になってい
るのだと思います。そこで、僕なりに八十
八ヵ所のことを取り上げたりしましたが、実
際に回ってみると、お寺さん同士の問題とか
88＋１という考え方があったりして、なかな
か世界遺産の登録もできない。2670地区の
テーマとしてはまだ確立されないことだと思
います。74クラブでできる活動を考えなくて
はいけない時期になっているのではないかと
思います。
　また、クラブのサポートと強化が言われて
いますが、これは会員数の問題であることに
間違いありません。2670地区は74クラブ、そ
のうちの27クラブが30人未満です。会員数が
少ないのは、この地区だけではなくて日本全
国でも言える話です。日本のロータリークラ
ブの中で会員数30人未満のクラブが40％。60
歳以上が47％を占めています。この数は毎年
増えて、しかも在籍10年以上が55％。いか
に、在籍年数が長くて年を取った会員が多い
か。逆に言うと若い会員が少ない。入ってき
てもやめていく。これを如実に表していま
す。皆さんが５年、10年先のクラブの在り様
を自分のこととして捉えていただければ、こ
れから先、ロータリーは容易ならざるものだ
とお分かりいただけると思います。
　2670地区は1997年に3,962人、これが最高
で、２、３年前から3,000人を割って、現在
は何とか3,040人。ただ、これが地区だけの
問題だといいのですが、日本全体にこの問題
が表れてきます。全世界のロータリアンの数
が増えて増えて120万になった。そこでＲＩ

はＤＬＰなんていう仕組みを導入しました。
その後、会員数は横ばい状態で増えません。
増えない状態が続いたためにＣＬＰを導入し
て維持してきましたが、その中で問題になる
のは、会員の中身です。アメリカ、イギリ
ス、日本などの会員が減り、台湾、韓国、ブ
ラジルなどの数が増えてきた。ということ
は、ＲＩにおける日本の理事が減り、世界に
おける日本の発言力が低下したということで
す。今度、日本の理事は２人です。ますます
日本の意見が通らなくなります。
　こういう時代にどうするかというと、台湾
やタイなど日本と友好関係が結べる国と友好
関係を結んで、日本の意見が少しでも通るよ
うにしないと、ＲＩにおける日本の発言力は
低下する一方で、日本のロータリアンとして
やりにくい状態が続くと思います。
　その他にも影響があり、日本は第１、第
２、第３ゾーンがありますが、第１ゾーンに
バングラデッシュ、インドネシア、パキスタ
ンが入ってきました。第３ゾーンは11地区で
すが、ここに第２ゾーンの2630地区が入って
きました。そういう日本のゾーンの新しい編
成がなされること。こういったことが、これ
からの大きな問題ではないかと思います。
　高知東ＲＣとしては、定款は規定審議会の
改革どおりしなければいけませんが、細則は
クラブ独自の問題で、これが一番肝心です。
例会の問題、入会の問題にしても細則をしっ
かりしていただければ、裁量権、自治権は守
られています。僕の立場で、ＲＩの意向に沿
わない話をしても、細則がしっかりしていれ
ば、その細則が優先されますので、改正をお
願いします。
　ロータリーは横文字が多すぎて覚えにくい
のですが、たった一つだけは覚えておいてく
ださい。ＡＲＰＩＣ、アシスタント・ロータ
リー・パブリック・イメージ・コーディネー
ター。皆さんもご覧になったと思いますが、
前田直前ガバナーがアニメでロータリーを紹
介したビデオが日本中の評判になったもので
すから、この７月１日から前田直前ガバナー
がこのコーディネーターに就任しました。
2670地区からコーディネーターもしくは研修
リーダーが出る、活躍されるというのは非常
に珍しい話です。認知度向上に非常に役立つ

と思いますので、この言葉だけでも覚えてお
いていただけると幸いです。
　ロータリーでは、先日の会員増強セミナー
でも言われましたが、「ロータリーがしかる
べき運命を切り開くには、常に進化し、時に
は革命的にならなければなりません」という
ポール・ハリスの言葉がすぐ出てきますが、
僕は次の４つの言葉を覚えておいて欲しいと
思います。
　１つはコネクト・絆を築く。この東ＲＣは
来年50周年を迎えます。長いいい歴史があり
ます。雰囲気も非常にいいクラブです。この
クラブがこれからますます明るい未来を持つ
ためには、皆さんの絆を築いていっていただ
きたいと思います。アーサー･シェルドンが
「ロータリアンは楽観的主義、明るい未来を
持つ。明日は今日よりよくなるに違いない」
と明るい未来を予言しています。２つめがエ
ンドポリオ。ＲＩはポリオが撲滅できたら、
新しいテーマを出すといいますけどポリオは
撲滅できません。一昨年の「ロータリーの
友」11月号を読めば、いかにポリオが撲滅で

きないことが分かります。ということは新し
いテーマがまだ出ないということにほかなり
ません。３つ目がトランスポート・変革。５
年後、10年後のクラブの状態を考えていただ
いたら、どういう変化をしなくてはいけない
か。東ＲＣの皆さんが矜持を持っていけば、
必ず新しい未来が開けてくると思います。そ
して４つ目がインスパイア・鼓舞するという
言葉。2670地区はどこのクラブも疲弊して運
営に苦慮していますが、この東ＲＣはみんな
で明るい未来をつくろうと鼓舞するのが、僕
の役目です。
　そして、僕が最後に言いたいのは、1923年
にポール・ハリスが述べている言葉です。

「ロータリーは思い出に浸る組織ではありま
せん。どちらかというと、過去の業績よりむ
しろ未来の活動に価値と目的を置く組織です」
　高知東ＲＣの、これからの明るいクラブ、
ロータリアンを目指して、そしていい年を迎
えるように、インスパイアして私の話を終わ
らせていただきます。ご清聴ありがとうござ
いました。

◇出席率報告

 ● 柳澤光秋ガバナー　ニコニコへ。
 ● 石川　健　本日は、柳澤ガバナー公式訪問
していただきましてありがとうございました。
74クラブ最後の公式訪問、本当にお疲れさま
でした。　　　
 ● 土居祐三　柳澤ガバナー、大島ガバナー補
佐、本日はありがとうございました。窪田さ
ん、リンゴありがとうございました。
 ● 佐野博三　アナポリスから孫の手紙がオリ
バー先生経由で届きました。古代ギリシャの
グレイトブックを勉強しているそうです。便
りがあるときは、すべてオリバー先生経由で
す。
 ● 西森良文　柳澤ガバナー、大島ガバナー補
佐、本日はありがとうございました。本日で

公式訪問全て終了となりました。会員の皆さ
まには随行にご協力いただき、誠にありがと
うございました。感謝、感謝です。
 ● 福岡満喜子　本日は、柳澤ガバナー様、当
クラブへの訪問ありがとうございました。70
余クラブ訪問を終えられてお疲れ様でした。
随行の皆さま、ご苦労様でした。
 ● 前川美智子　2019－20年度の会長のご承認
をいただき、誠にありがとうございます。ど
うかよろしくお願いいたします。
 ● 髙橋卓弥　入会記念、ありがとうございま
した。今後ともよろしくお願いします。
 ● 近森淳二　お誕生日ありがとうございまし
た。
 ● 中越貴宣　妻の誕生祝いありがとうござい
ます。
 ● 別役修平　妻の誕生日祝いありがとうござ
います。11月23日に、双子の娘と孫４人に、
私と妻の古希祝いをしてもらいました。働い
ている娘に代わって、毎日、孫達の夕食、風
呂、宿題の世話をしている妻に感謝です。私
もかなり世話になっています。ありがとう！

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
976,390円

44,250円

1,020,640円

11,538円

546円

12,084円

987,928円

44,796円

1,032,724円

チビニコ 合　計

12月13日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
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
２月７日㈬　観梅夜間例会
　　　　　　定例理事会
２月14日㈬　ロータリー休日
２月23日㈮　国際ロータリー創立記念日
　　　　　　　及び世界理解と平和の日
２月25日㈰　PETS・DTTS
　　　　　　（新居浜ＲＣ・

　　　　　　　リーガロイヤルホテル新居浜）
２月28日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
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
高知ＲＣ　　　１月２日㈫　法定休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　１月２日㈫　法定休日
高知南ＲＣ　　１月４日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　１月４日㈭　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　１月９日㈫　新年夜間例会
高知中央ＲＣ　１月11日㈭　夜間例会
高知西ＲＣ　　１月12日㈮　新年夜間例会
高知南ＲＣ　　１月18日㈭　新年夜間例会
高知北ＲＣ　　１月22日㈪　新年夜間例会
高知ＲＣ　　　１月23日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　１月25日㈭　職場例会
高知北ＲＣ　　１月29日㈪　鳥取北RC例会・IMに振替
高知ロイヤルＲＣ　　
　　　　　　　１月30日㈫　IMに振替
高知中央ＲＣ　２月１日㈭　創立記念夜間例会
高知ロイヤルＲＣ　
　　　　　　　２月６日㈫　観梅夜間例会
高知西ＲＣ　　２月９日㈮　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　２月15日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　２月15日㈭　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　２月22日㈭　夜間例会
高知西ＲＣ　　２月23日㈮　夜間例会
高知ＲＣ　　　２月27日㈫　夜間例会

◇ガバナーアドレス 第2670地区ガバナー  柳澤　光秋 氏 （高知東ＲＣ）
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 ● 宇津木達也　結婚記念日のお礼。24年の結
婚記念のお祝いの品ありがとうございました。
１ヵ月例会のお休みのお詫び、すみませんで
した。
 ● 鬼頭愼一　誕生祝い、入会祝いありがとう

ございます。
 ● 永野正将　いつもニコニコへのご協力あり
がとうございます。もう少しで大台にのりま
す。来週よろしくお願いします。　　
 ● サロンイースト協力金として

事務局・河野さん「旅先のワンコ」事務局・河野さん「旅先のワンコ」

西森  大 新入会員 歓迎会
2017年12月13日㈬　於：マンダリンコート

年末 振り込め詐欺防止キャンペーン
2017年12月15日㈮　於：帯屋町
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本日　12月20日㈬ 18：30  ラ・ヴィータ

　　　 　忘　　年　　夜　　間　　例　　会

次週　12月27日㈬ 

　　　 　ロ　　ー　　タ　　リ　　ー　　休　　日

第2361回　例会報告／平成29年12月13日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
本日は柳澤ガバナーをお
迎えして公式訪問例会で
す。
　以前から、少しお話し
ています米山梅吉さんに

ついて、生まれは1868年２月４日。20歳でア
メリカに渡り、向こうで８年間勉強し、明治
28年一度日本に帰国。新聞記者になるのが希
望でしたが、アメリカで書き上げた「提督ペ
リー」を出版。明治29年10月、米山家に入り、
娘のはるこさんと郷里で結婚。文章を書いて
いたのではなかなか生活ができないというこ
とで、日本鉄道会社に入社。その間、勝海舟
のところに出入りをしていたようです。鉄道
会社も給料が安く、上司や旧友などに相談の
結果、明治30年、30歳で三井銀行に入行。
　銀行に入ったものの、ソロバンも簿記も分
からなかったのですが、懸命に金融の勉強を
して勤めた結果、上役に認められ、優秀な３
人に選ばれて２年間、欧米の銀行に学びに行
きます。この３人でまとめた報告書は、三井
銀行ばかりでなく、それまでの日本の銀行の
やり方を改めることとなります。50歳のとき、
政府の一員に選ばれて再び渡米し、このとき
にロータリークラブと出会ったということで
す。

　テーブルの上に、例会回数のアンケート
（無記名）を置いています。これによって決
定するといったものではありませんが、ご協
力をお願いします。
　本日は、柳澤ガバナー、アドレスをよろし
くお願いいたします。
◇来訪ロータリアン
　第2670地区ガバナー
　　柳澤光秋氏（高知東ＲＣ）
　高知第Ⅰ分区ガバナー補佐
　　大島　仁氏（香長ＲＣ）
　随行員　八田聡子氏（高知東ＲＣ）
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
◇国際奉仕委員会より
　書き損じハガキキャンペーンの協力のお願
いが届いています。来年２月14日までに、事
務局までお願いします。
◇ロータリー財団委員会より
　企画していたシンポジウムが、12月16日に
迫ってきました。当日の役割分担表をお配り
しましたが、お手伝いくださる皆さまには感
謝申し上げます。よろしくお願いいたします。
◇青少年奉仕委員会より
　LYRAセミナーが３月22日から25日まで開
催されます。参加申し込みの締切は１月28日
です。例年２名の推薦をしていますので、で
きれば今年中に、推薦をよろしくお願いいた
します。

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

◇幹　事　報　告
・来週は忘年夜間例会ですが、その前、６時

から臨時理事会を行います。
・インターアクトの年次大会の報告ＤＶＤが

届いています。ご覧になりたい方は事務局

まで。
・金曜日、社会奉仕委員会の街頭パトロール

を行います。
・例会終了後、写真撮影を行います。

　皆さん、こんにちは。国際ロータリー第
2670地区2017－18年度ガバナーの柳澤光秋で
す。７月から始まった公式訪問、所属する高
知東ＲＣ、これで2670地区74クラブ最後のク
ラブです。今まで随行の皆さま、ガバナー事
務所の皆さま、クラブの皆さま、応援ありが
とうございます。今日この公式訪問で終わり
ですが、30数人の随行員の皆さま、本当にあ
りがとうございました。
　この公式訪問の配分をした西森委員長さん
が、年内に終わらせた方がいいですよという
話で、非常に窮屈な日程でしたけども、今朝
の新聞を見ると、昨日、大豊と川越で雪のた
めに高速が通行止め。まだこれからも委員会
とか壮行会がありますけども、やはり12月か
ら１月、２月になると気候の問題があります
ので、いいときに公式訪問を終わって良かっ
たと納得したところです。普通ではできない
経験をさせていただき、本当にありがとうご
ざいました。
　これは、これからの僕の生涯の糧にしてい
きたいと思います。何かありましたら僕は、
クラブのために使えることは全部尽くすつも
りです。そのときはまた皆さまよろしくお願
いいたします。
　まだはっきり言えない話ですが、昨日の高
知ロイヤルＲＣの訪問で、７、８年先の明る
い見通しのできる話ができましたので、とり
あえずその話を会長幹事会で報告させていた
だきました。年が明けたらその辺は判明する

と思います。
　今年は、年２回の地区大会で、各クラブに
非常にご迷惑をかけたのですが、僕の聞いた
話では、1998人の登録、非常にありがたい話
です。年２回の開催で、僕自身は良かったと
考えています。日本の34地区、ほとんどの地
区が前半年度に地区大会を開催しています。
後半年度に開催するのは少数派です。
　サンディエゴで1月15日の朝9時、その年の
テーマが初めて発表されます。新しいテーマ
ができたのに、その年度に古いテーマでの地
区大会を開催する。これはやはり考えもの
で、新しいテーマが出たら早い時期に地区大
会をする。皆さんにお骨折りいただきました
が、11月17日から19日の開催で良かったと実
感しています。皆さん大変だったと思います
が、無事に終わりましたので、これでよしと
していただければ幸いです。
　ロータリーの2016年度規定審議会は、すご
い改革です。今年のテーマは「変化をもたら
す」これから先、ロータリーはどうやって生
き残るか。将来に対してどうするか。テーマ
が決まった後、７月のガバナー会、９月の
ロータリー研究会でも、どこのクラブもどこ
の地区でも、これからどうしようか、みんな
悩んだところです。皆さん、お困りになった
ことと思います。例えば、「should」という
言葉にしても、しなければならない、すべき
であると言うけれども、しなくてもいいと、
そういう解釈にも取れる、非常に微妙なとこ

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

ろです。僕は、こういう潮目の変わった時代
には、やはりそのクラブのいいところ、特徴
あるところ、歴史を胸を張って進むことが一
番かと思いまして、「特性を生かそう」とい
うテーマにしたんですけども、１月15日のＲ
Ｉのテーマを見て、これで良かったと感じて
います。
　これから先、単年度事業はもうしないで長
期戦略、長期計画をどうするか。それが問題
になってくると思います。今までの単年度政
策、果たしてそれは、それなりのことをして
いたのか。価値あることをしていたのか。そ
れを見直すという条件で、四国４県みんなが
大きな意味合いの継続してできる事業を考え
なくてはいけない。そういう時期になってい
るのだと思います。そこで、僕なりに八十
八ヵ所のことを取り上げたりしましたが、実
際に回ってみると、お寺さん同士の問題とか
88＋１という考え方があったりして、なかな
か世界遺産の登録もできない。2670地区の
テーマとしてはまだ確立されないことだと思
います。74クラブでできる活動を考えなくて
はいけない時期になっているのではないかと
思います。
　また、クラブのサポートと強化が言われて
いますが、これは会員数の問題であることに
間違いありません。2670地区は74クラブ、そ
のうちの27クラブが30人未満です。会員数が
少ないのは、この地区だけではなくて日本全
国でも言える話です。日本のロータリークラ
ブの中で会員数30人未満のクラブが40％。60
歳以上が47％を占めています。この数は毎年
増えて、しかも在籍10年以上が55％。いか
に、在籍年数が長くて年を取った会員が多い
か。逆に言うと若い会員が少ない。入ってき
てもやめていく。これを如実に表していま
す。皆さんが５年、10年先のクラブの在り様
を自分のこととして捉えていただければ、こ
れから先、ロータリーは容易ならざるものだ
とお分かりいただけると思います。
　2670地区は1997年に3,962人、これが最高
で、２、３年前から3,000人を割って、現在
は何とか3,040人。ただ、これが地区だけの
問題だといいのですが、日本全体にこの問題
が表れてきます。全世界のロータリアンの数
が増えて増えて120万になった。そこでＲＩ

はＤＬＰなんていう仕組みを導入しました。
その後、会員数は横ばい状態で増えません。
増えない状態が続いたためにＣＬＰを導入し
て維持してきましたが、その中で問題になる
のは、会員の中身です。アメリカ、イギリ
ス、日本などの会員が減り、台湾、韓国、ブ
ラジルなどの数が増えてきた。ということ
は、ＲＩにおける日本の理事が減り、世界に
おける日本の発言力が低下したということで
す。今度、日本の理事は２人です。ますます
日本の意見が通らなくなります。
　こういう時代にどうするかというと、台湾
やタイなど日本と友好関係が結べる国と友好
関係を結んで、日本の意見が少しでも通るよ
うにしないと、ＲＩにおける日本の発言力は
低下する一方で、日本のロータリアンとして
やりにくい状態が続くと思います。
　その他にも影響があり、日本は第１、第
２、第３ゾーンがありますが、第１ゾーンに
バングラデッシュ、インドネシア、パキスタ
ンが入ってきました。第３ゾーンは11地区で
すが、ここに第２ゾーンの2630地区が入って
きました。そういう日本のゾーンの新しい編
成がなされること。こういったことが、これ
からの大きな問題ではないかと思います。
　高知東ＲＣとしては、定款は規定審議会の
改革どおりしなければいけませんが、細則は
クラブ独自の問題で、これが一番肝心です。
例会の問題、入会の問題にしても細則をしっ
かりしていただければ、裁量権、自治権は守
られています。僕の立場で、ＲＩの意向に沿
わない話をしても、細則がしっかりしていれ
ば、その細則が優先されますので、改正をお
願いします。
　ロータリーは横文字が多すぎて覚えにくい
のですが、たった一つだけは覚えておいてく
ださい。ＡＲＰＩＣ、アシスタント・ロータ
リー・パブリック・イメージ・コーディネー
ター。皆さんもご覧になったと思いますが、
前田直前ガバナーがアニメでロータリーを紹
介したビデオが日本中の評判になったもので
すから、この７月１日から前田直前ガバナー
がこのコーディネーターに就任しました。
2670地区からコーディネーターもしくは研修
リーダーが出る、活躍されるというのは非常
に珍しい話です。認知度向上に非常に役立つ

と思いますので、この言葉だけでも覚えてお
いていただけると幸いです。
　ロータリーでは、先日の会員増強セミナー
でも言われましたが、「ロータリーがしかる
べき運命を切り開くには、常に進化し、時に
は革命的にならなければなりません」という
ポール・ハリスの言葉がすぐ出てきますが、
僕は次の４つの言葉を覚えておいて欲しいと
思います。
　１つはコネクト・絆を築く。この東ＲＣは
来年50周年を迎えます。長いいい歴史があり
ます。雰囲気も非常にいいクラブです。この
クラブがこれからますます明るい未来を持つ
ためには、皆さんの絆を築いていっていただ
きたいと思います。アーサー･シェルドンが
「ロータリアンは楽観的主義、明るい未来を
持つ。明日は今日よりよくなるに違いない」
と明るい未来を予言しています。２つめがエ
ンドポリオ。ＲＩはポリオが撲滅できたら、
新しいテーマを出すといいますけどポリオは
撲滅できません。一昨年の「ロータリーの
友」11月号を読めば、いかにポリオが撲滅で

きないことが分かります。ということは新し
いテーマがまだ出ないということにほかなり
ません。３つ目がトランスポート・変革。５
年後、10年後のクラブの状態を考えていただ
いたら、どういう変化をしなくてはいけない
か。東ＲＣの皆さんが矜持を持っていけば、
必ず新しい未来が開けてくると思います。そ
して４つ目がインスパイア・鼓舞するという
言葉。2670地区はどこのクラブも疲弊して運
営に苦慮していますが、この東ＲＣはみんな
で明るい未来をつくろうと鼓舞するのが、僕
の役目です。
　そして、僕が最後に言いたいのは、1923年
にポール・ハリスが述べている言葉です。

「ロータリーは思い出に浸る組織ではありま
せん。どちらかというと、過去の業績よりむ
しろ未来の活動に価値と目的を置く組織です」
　高知東ＲＣの、これからの明るいクラブ、
ロータリアンを目指して、そしていい年を迎
えるように、インスパイアして私の話を終わ
らせていただきます。ご清聴ありがとうござ
いました。

◇出席率報告

 ● 柳澤光秋ガバナー　ニコニコへ。
 ● 石川　健　本日は、柳澤ガバナー公式訪問
していただきましてありがとうございました。
74クラブ最後の公式訪問、本当にお疲れさま
でした。　　　
 ● 土居祐三　柳澤ガバナー、大島ガバナー補
佐、本日はありがとうございました。窪田さ
ん、リンゴありがとうございました。
 ● 佐野博三　アナポリスから孫の手紙がオリ
バー先生経由で届きました。古代ギリシャの
グレイトブックを勉強しているそうです。便
りがあるときは、すべてオリバー先生経由で
す。
 ● 西森良文　柳澤ガバナー、大島ガバナー補
佐、本日はありがとうございました。本日で

公式訪問全て終了となりました。会員の皆さ
まには随行にご協力いただき、誠にありがと
うございました。感謝、感謝です。
 ● 福岡満喜子　本日は、柳澤ガバナー様、当
クラブへの訪問ありがとうございました。70
余クラブ訪問を終えられてお疲れ様でした。
随行の皆さま、ご苦労様でした。
 ● 前川美智子　2019－20年度の会長のご承認
をいただき、誠にありがとうございます。ど
うかよろしくお願いいたします。
 ● 髙橋卓弥　入会記念、ありがとうございま
した。今後ともよろしくお願いします。
 ● 近森淳二　お誕生日ありがとうございまし
た。
 ● 中越貴宣　妻の誕生祝いありがとうござい
ます。
 ● 別役修平　妻の誕生日祝いありがとうござ
います。11月23日に、双子の娘と孫４人に、
私と妻の古希祝いをしてもらいました。働い
ている娘に代わって、毎日、孫達の夕食、風
呂、宿題の世話をしている妻に感謝です。私
もかなり世話になっています。ありがとう！

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
976,390円

44,250円

1,020,640円

11,538円

546円

12,084円

987,928円

44,796円

1,032,724円

チビニコ 合　計

12月13日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
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
２月７日㈬　観梅夜間例会
　　　　　　定例理事会
２月14日㈬　ロータリー休日
２月23日㈮　国際ロータリー創立記念日
　　　　　　　及び世界理解と平和の日
２月25日㈰　PETS・DTTS
　　　　　　（新居浜ＲＣ・

　　　　　　　リーガロイヤルホテル新居浜）
２月28日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
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
高知ＲＣ　　　１月２日㈫　法定休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　１月２日㈫　法定休日
高知南ＲＣ　　１月４日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　１月４日㈭　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　１月９日㈫　新年夜間例会
高知中央ＲＣ　１月11日㈭　夜間例会
高知西ＲＣ　　１月12日㈮　新年夜間例会
高知南ＲＣ　　１月18日㈭　新年夜間例会
高知北ＲＣ　　１月22日㈪　新年夜間例会
高知ＲＣ　　　１月23日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　１月25日㈭　職場例会
高知北ＲＣ　　１月29日㈪　鳥取北RC例会・IMに振替
高知ロイヤルＲＣ　　
　　　　　　　１月30日㈫　IMに振替
高知中央ＲＣ　２月１日㈭　創立記念夜間例会
高知ロイヤルＲＣ　
　　　　　　　２月６日㈫　観梅夜間例会
高知西ＲＣ　　２月９日㈮　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　２月15日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　２月15日㈭　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　２月22日㈭　夜間例会
高知西ＲＣ　　２月23日㈮　夜間例会
高知ＲＣ　　　２月27日㈫　夜間例会

◇ガバナーアドレス 第2670地区ガバナー  柳澤　光秋 氏 （高知東ＲＣ）

12月13日

11月29日

総数
－4 59
－2 59

出席
48
41

欠席
1
0

メイク
アップ HC出席率

81.36％

69.49％

出席率
98.36％

100％

6
16

 ● 宇津木達也　結婚記念日のお礼。24年の結
婚記念のお祝いの品ありがとうございました。
１ヵ月例会のお休みのお詫び、すみませんで
した。
 ● 鬼頭愼一　誕生祝い、入会祝いありがとう

ございます。
 ● 永野正将　いつもニコニコへのご協力あり
がとうございます。もう少しで大台にのりま
す。来週よろしくお願いします。　　
 ● サロンイースト協力金として

事務局・河野さん「旅先のワンコ」事務局・河野さん「旅先のワンコ」

西森  大 新入会員 歓迎会
2017年12月13日㈬　於：マンダリンコート

年末 振り込め詐欺防止キャンペーン
2017年12月15日㈮　於：帯屋町


