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本日　５月23日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「私の履歴書」

西村　美香 会員

次週　５月30日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「私の履歴書」

川端信一郎 会員

第2377回　例会報告／平成30年５月16日　天候　曇

◇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。
今日は、たくさんの方に
出席していただきありが
とうございます。沖縄で
はもう梅雨入りだそうで
す。じめじめする時季は

もうすぐです。
　先週は、竹村会員のお父様がご逝去され、
葬儀にはたくさんの会員が参列されました。
　本日は、３月22日から25日まで開催された
RYLAセミナーに参加した２名の方に来てい
ただいています。後ほど報告をお願いします。
　先日、８ＲＣの会長・幹事会が開催され、
北ＲＣは幹事が２年連続で同じ方が務めるそ
うです。当クラブの土居幹事も、本当はあと
２、３年務めたいようですが、残念ながら松
本さんが待っています。
　この会長・幹事会には大島ガバナー補佐も
出席されており、香長ＲＣも、もっと勉強し
たいのでこの会にオブザーバーで参加させて
欲しいとの要請がありました。検討の結果、
オブザーバーであればということで承認され
ました。来年度は高知ＲＣが幹事クラブにな
ります。
　米山翁は1920（大正９）年、52歳のとき、
日本初の東京ＲＣを創設します。その後、ロ
ータリークラブは日本全国に広がりますが、

米山翁は戦後すぐに亡くなっています。日本
のロータリーが国際ロータリーに復帰したの
は、米山翁が亡くなった後ですので、彼は戦
後のロータリーの隆盛を知らないというのは
残念なことだと思います。
　米山翁は18歳のとき、東京英和学校（現・
青山学院）でアメリカ人講師のもとで英語を
学んでいます。19歳で渡米し、８年間アメリ
カで学んで27歳で帰国します。その後、大正
10年、青山学院の校友会長に就任。米山翁は、
人間の教育は小学校のときからという思いを
持っていたので、青山学院の阿部義宗院長
の、幼い心の柔らかいうちから教育をという
考えに賛同し、私財をなげうって、1937（昭
和12）年、青山学院緑岡小学校を開設します。
米山翁は、温かい雰囲気の中で正しくのびの
びと、信頼できる人間教育をしたいと校長に
もなっています。そして「人々にして欲しい
とあなたが望むことを、あなたも人々にしな
さい」という言葉を残しています。
　今日の卓話は、別役重具会員の青少年奉仕
委員会の報告です。よろしくお願いします。
◇竹村克彦会員挨拶
　先日の父の葬儀に際しましては、大勢の皆
さまのご会葬をいただきましたこと、また、
たくさんの方からご厚志をいただきましたこ
とを、この場をお借りしてお礼申し上げます。
　３月１日には90歳の誕生日を迎え、免許の
更新もできたと喜んでいた父でしたが、ちょ
っとふらついた勢いで後頭部を打ち、脳内出
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血で脳の機能が停止したようで、危篤と言わ
れてから30分ほどで、糸がほつれるように
逝ってしまいました。人の世話になりたくな
いと言っていた父が潔く逝ったんだと思いま
す。
　りっぱに生涯を閉じた父を目標に、これか
らも頑張っていきたいと思います。よろしく
お願いいたします。
◇創立50周年記念実行委員会より
　本日より「未来に育む」という新しい垂れ
幕もでき、50周年もいよいよ５ヵ月後に迫っ
てまいりました。
　先週の理事会で二つのことが承認されまし
たのでご報告します。一つは、講演会の講師
は門田隆将さんに決定しました。門田さんは

安芸市出身のノンフィクション作家で、最近
の著書「奇跡の歌：戦争と望郷とペギー葉
山」の中には、当クラブの別役重具さんの名
前も出てきますので、ぜひご覧ください。
　もう一つは、記念事業として「みんなで育
むコンサート」を９月30日、当ホテルにて開
催します。詳細は、後日お知らせしますが、
皆さんのご協力をよろしくお願いします。
◇幹　事　報　告
・来週は、現新引き継ぎのクラブ協議会を行

います。引き継ぎ文書の用意をお願いしま
す。

・本日例会終了後、50周年実行委員会を行い
ます。
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　今日は、私の卓話と合わせて、RYLAセミ
ナーの受講生、お二人に受講報告をしていた
だきます。
　青少年奉仕委員会は、大きくはインターア
クトクラブ、ローターアクトクラブ、RYLA
セミナーの三つの部門があり、それ以外は、
新世代奉仕委員会という小委員会で取り扱う
ことになっています。
　インターアクトは、四国の中では19クラブ。
高知県は、南クラブが提唱する土佐中高のイ
ンターアクトと仁淀クラブが提唱している明
徳中高のインターアクトの２クラブしかあり
ません。ですから、直接的な支援はほとんど
できません。
　ローターアクトは、四国内に８クラブ。高
知県は西ＲＡＣ一つだけです。東クラブも五
つの提唱クラブに入っていますが、ほとんど
西クラブにおんぶに抱っこの状態です。西Ｒ
ＡＣの例会は高知大神宮で行っています。今
年は、西ＲＡＣが地区の会長職や幹事職を引

き受けており、支援しなければいけないと思
いながらほとんどできていませんので、お詫
びしたいと思います。
　うちのクラブが昔から力を入れているのが
RYLAセミナーです。毎年、皆さん方のご支
援により、２名の受講生を送っています。私
は15年ほど前からRYLAセミナーに関わって
きましたが、会長職を受けたのを機会に、森
田さんに後を引き継いでいただきました。
　RYLAのＲはロータリー、Ｙはユース、Ｌ
はリーダーシップ、Ａはアワード、青少年指
導者養成講座、いわゆるリーダーを育てるた
めの講座です。2680地区と2670地区の共催で
開催され、毎年交替で主導しています。この
セミナーは飲食を共にしますので、受講生は
原則20歳以上、上限は決めていません。
　両地区から約60名が集まり、受講生は４つ
の班に分かれます。カウンセラー制度をとっ
ており、各班には男性カウンセラーがお父さ
ん、女性カウンセラーがお母さんとしてつき

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
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45,149円

1,655,239円

チビニコ 合　計

５月16日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
５月30日㈬　役員会
５月30日㈬　奉仕プロジェクト研究会
　　　　　　（城西館）
６月６日㈬　委員会活動実績報告、定例理事会
６月10日㈰　野外レクリエーション
　　　　　　（西条、新居浜）
６月13日㈬　委員会活動実績報告
６月20日㈬　ガバナー補佐訪問
６月27日㈬　最終夜間例会
　　　　　　（ザ クラウンパレス）
７月４日㈬　会長クラブ運営方針発表
　　　　　　臨時総会、定例理事会
７月10日㈫～13日㈮　短期交換留学生受入
７月11日㈬　ガバナー訪問
７月18日㈬　各委員会発表
７月25日㈬　各委員会発表

■例会変更のお知らせ
高知南ＲＣ　　６月７日㈭　日時計例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　６月12日㈫　17日㈰職場例会に変更
高知西ＲＣ　　６月15日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　６月18日㈪　夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　６月19日㈫　夜間例会
高知中央ＲＣ　６月21日㈭　夜間例会
仁淀ＲＣ　　　６月21日㈭　夜間例会
高知西ＲＣ　　６月22日㈮　最終夜間例会
高知北ＲＣ　　６月25日㈪　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　６月26日㈫　あじさい夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　６月26日㈫　ロータリー休日
香長ＲＣ　　　６月26日㈫　役員交代夜間例会
高知南ＲＣ　　６月28日㈭　年度末夜間例会
高知中央ＲＣ　６月28日㈭　ロータリー休日
仁淀ＲＣ　　　７月26日㈭　夜間例会
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◇出席率報告

 ● 柳澤光秋　18・19・20日は福岡。21日は東
京、24・25日は余島、26日は髙松、27・28日
はつくば市と日程がつんでます。
 ● 土居祐三　残念、東クラブは幹事かわりま
す。
 ● 寺尾正生　先日、新旧８クラブ会長、幹事
会に出席させていただきました。時間よ止ま
れの心境です。本日は早退させていただきま
す。すみません。
 ● 水上　元　植物画展の開幕が近づいてきま
した。入園券と観覧券がセットになった前売
り券を東クラブの会員の皆さまとご家族には
1,400円のところを1,000円で提供できること
になりました。水上までお申し付けください。
なお、高校生以下と県内在住の65歳以上の方
は、このチケットの対象ではありませんので
ご注意ください。

 ● 沖　卓史　前回、間違ってニコニコ箱の金
額を少なく入れてしまいました。申しわけあ
りません。首はお陰様で少しずつよくなって
います。
 ● 早瀬源慶　４月10日、人工関節手術を受け
てきました。術後３日目から地獄のリハビリ
屈伸を続けて、その甲斐ありか５週間目、５
月15日退院。お陰様で杖なしで歩行ができる
ようになりました。長期欠席お詫び申します。
 ● 松﨑郷輔　皆勤出席の図書カードを当方で
お買い上げいただきありがとうございます。
今後ともよろしく。
 ● 山村一正　入会記念ありがとうございます。
 ● 別役重具　入会記念日、結婚記念日祝い御
礼。入会以来30数年になりました。
 ● 山本庸平　本日は社員が参加させていただ
きありがとうございました。RYLAに参加さ
せていただいたことと重ねてお礼申し上げま
す。　　
 ● サロンイースト協力金として　いつもあり
がとうございます。
◇遅刻・早退　２件

「青少年奉仕委員会より報告」

◇会員スピーチ 青少年奉仕委員会  別役　重具 会員

ます。社内や組織で期待される受講生に対し
て、ハイレベルな講義、テーマが与えられ、
答えを見つけ出していくという内容の濃い話
し合い（バズセッション）を行い、答えを発
表する場（フォーラム）。そして、一人一人
が思索にふける時間を設けています。
　RYLAセミナーは全国で行われています
が、３泊４日という期間は、我々のセミナー
だけです。亡くなった今井鎮雄先生たちが、
長く指導者として行ってきました。現在も、
2680地区のパストガバナーの方たちが、熱心
に運営等に関わっておられる姿には感服する
ところです。
　当クラブとしても、今後とも受講生を送る
よう進めていきたいと思いますので、皆さん
のご協力をよろしくお願いします。
◎林　翼さん（東海東京証券㈱）
　このセミナーの一つのテーマであった
「リーダーシップ」を本当に学ばせていただ
いたセミナーだったと思っています。
　私どもはＡ班で11人。フォーラムの内容
の、長年倒せなかった鬼を桃太郎たちがどう
いうふうに倒したのかといったことを話し合
いました。最初の１時間半ぐらいは、どうい
うふうに決めていくか話し合ったのですが、
全く決まらない。休憩のとき、私はリーダー
がいないことに注目しました。そこで、せっ
かくの機会だから、勇気を振り絞って私が
リーダーになることを提案しました。する
と、前半で何も決まらなかったことがわずか
10分で決まってしまいました。
　11人の中には、こういうストーリーにした
い。発表で１番になりたいという意見もあり
ましたが、私のコンセプトとしては、みんな
が納得できるストーリーになれば、それでい
いんじゃないかということで進めていきまし
た。
　私はこの経験を通して、それぞれの考えを
まとめるリーダー、リーダーシップというの

は、本当に重要なのだということを学びまし
た。ありがとうございました。
◎西野　通修さん（㈱酒井建設）
　４日間、講習も非常に興味深く聞かせてい
ただきましたが、やはり印象的だったのは班
で行った討論です。私の班は20代の方が多く
て30代は僕を入れて３人。若干のジェネレー
ションギャップを感じました。僕が年上で営
業職ですので、どうしても話の主導権を握っ
てしまいます。これはよくないんじゃないか
と感じて、途中からは少し発言を控えつつ、
みんなの話を聞いていたのですが、そうなる
となかなか話がまとまらない。
　僕たちの班は、まずどのように討論を進め
ていくかルールや目的を決めた上で、一番面
白いもの、どこの班もしないような発表をし
ようということで、話を肉付けしていきまし
た。主な話は３、４時間で決まったように思
います。
　発表が終わって、他の班の方やロータリア
ンの方から面白い発表だったと声をかけてい
ただきました。これは、反対意見が出ること
を想定しつつ、みんなで考えて、作ってきた
結果だと思います。みんなで一つのものを作
り上げていくという、非常にいい経験ができ
ました。
　さらに、全てが終わった後の打ち上げで、
お酒を飲みながら各メンバーの個人的な悩み
の相談に乗ったり、アドバイスをしたり。普
通では出会えない人たちと交流を深めて、そ
の人たちの考えを知ることができたことは、
今回のセミナーで最も価値のあることだった
と思います。今後も、こういったセミナーに
参加させていただいて、自分の知識や経験を
深めていきたいと思います。ありがとうござ
いました。
◇林　翼さんと西野通修さんに
　RYLAセミナー修了証をお渡ししました。
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事務局・河野さん
「フィレンツェのワンコ Vol.4」

事務局・河野さん
「フィレンツェのワンコ Vol.4」

みち　のぶ

　東京から長野新幹線で飯山市に入った。レンタカーを借りてまず最初に飯山市のお寺をま
わった。お寺の多い町で20余りある。その中で正受庵が有名。
正受庵
　白砂庭園の厳かで質素な庵であった。前にある賽銭箱
は真田六文銭の文字が刻まれている。ここの住人、正受
老人は真田幸村の兄、信之の子と云われ19歳で出家して
厳しい修行を重ねて、臨済宗名僧　恵端禅師として高名
であった。後、飯山に引きこもり正受庵に生母と一緒に
余生を過ごした。庵の隣に二人の墓が並んでいる。
サンクゼール
　千曲川に沿ってワインメーカーが４、５軒ある。その
ひとつサンクゼールを訪れた。建物は大きくないが周囲
はワイン畑が広がっている。そこでシャブリを５本買っ
た。
赤倉観光ホテル
　それから国道を上って峠を越すと上越に入る。標高
1,000メートルの妙高高原が広がり赤倉観光ホテルが赤い
屋根、白い壁のしゃれた姿を見せていた。

赤倉・野沢温泉（2017年10月）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関　淑公

　大倉財閥が建てた開業75年の古い伝統あるリゾートホテルである。私どもは新館の露天風
呂付の部屋でゆっくりした。そこから雲の下に広がる平原、赤く染まった紅葉の林が見られ
る。また露天風呂からも温泉に浸りながら眺めた。翌朝の
朝食の時も眼下の景色を楽しんだ。
赤倉山のロープウェイ
　ホテルの近くにあり、そこはスキー客がケーブルカーで
上がってスキーを楽しむ所である。私どもはケーブルカー
で上まで上がって広々とした雄大な高原を眺めた。降りる
途中も眺めが素晴らしく紅葉の林が広がっている。
　去る１月25日、この妙高高原で吹雪でスキー客の親子が
遭難し亡くなったニュースがあった。私はここだろうかと
思ったが妙高山のスキー場の近くだった。
いもり池
　車ですぐ近くにある。
　そこから越後富士と呼ばれる妙高山が池にも姿を映して
いた。ここが一番人を集めていた。その後信州に戻り、野
沢温泉を訪れた。
野沢温泉
　常磐屋は300年の歴史を誇る旅館で町中にある。近くに
源泉の一つ、麻窯がもうもうと煙を噴き出していた。また
町外れにロータリーソングに使われる唱歌「故郷」の作詞
家　高野辰之の記念館がある。先生は近くの中野町の出身
で東京で活躍し、ここ野沢温泉に別荘を持っていた。
　晩は各旅館から集まったお客さんと一緒にバスで裏山に
上がり夕日を眺めた。そして、旅館でゆっくり風呂に入っ
た。熱くもない穏やかな温泉であった。料理も質素なもの
で名物の野沢菜の漬物が出た。あっさりした味であった。
野沢温泉の周囲は野沢菜の畑が多い。翌朝、漬物を買いに
土産物店を廻った。大きな町ではないが、オーストラリア
人が少なからず目に入る。近くに大きなスキー場が３ヶ所
あり、長野オリンピックがここで行われた。オーストラリ
ア人は毎年、冬が近づ
くと30人ぐらい来る。
現地の人と結婚した者
もいる。今年は韓国の
平昌でオリンピックが
行われた。
　それから道の駅に寄
ったりして、飯山駅に
戻った。新幹線で東京
に戻り、羽田から帰高
した。

正受庵正受庵

サンクゼールサンクゼール

麻釜麻釜

妙高山妙高山

赤倉山のケーブルカー赤倉山のケーブルカー

妙高平原妙高平原

赤倉観光ホテル赤倉観光ホテル

野沢菜の畑野沢菜の畑

常盤屋常盤屋

夕日夕日
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本日　５月23日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「私の履歴書」

西村　美香 会員

次週　５月30日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「私の履歴書」

川端信一郎 会員

第2377回　例会報告／平成30年５月16日　天候　曇

◇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。
今日は、たくさんの方に
出席していただきありが
とうございます。沖縄で
はもう梅雨入りだそうで
す。じめじめする時季は

もうすぐです。
　先週は、竹村会員のお父様がご逝去され、
葬儀にはたくさんの会員が参列されました。
　本日は、３月22日から25日まで開催された
RYLAセミナーに参加した２名の方に来てい
ただいています。後ほど報告をお願いします。
　先日、８ＲＣの会長・幹事会が開催され、
北ＲＣは幹事が２年連続で同じ方が務めるそ
うです。当クラブの土居幹事も、本当はあと
２、３年務めたいようですが、残念ながら松
本さんが待っています。
　この会長・幹事会には大島ガバナー補佐も
出席されており、香長ＲＣも、もっと勉強し
たいのでこの会にオブザーバーで参加させて
欲しいとの要請がありました。検討の結果、
オブザーバーであればということで承認され
ました。来年度は高知ＲＣが幹事クラブにな
ります。
　米山翁は1920（大正９）年、52歳のとき、
日本初の東京ＲＣを創設します。その後、ロ
ータリークラブは日本全国に広がりますが、

米山翁は戦後すぐに亡くなっています。日本
のロータリーが国際ロータリーに復帰したの
は、米山翁が亡くなった後ですので、彼は戦
後のロータリーの隆盛を知らないというのは
残念なことだと思います。
　米山翁は18歳のとき、東京英和学校（現・
青山学院）でアメリカ人講師のもとで英語を
学んでいます。19歳で渡米し、８年間アメリ
カで学んで27歳で帰国します。その後、大正
10年、青山学院の校友会長に就任。米山翁は、
人間の教育は小学校のときからという思いを
持っていたので、青山学院の阿部義宗院長
の、幼い心の柔らかいうちから教育をという
考えに賛同し、私財をなげうって、1937（昭
和12）年、青山学院緑岡小学校を開設します。
米山翁は、温かい雰囲気の中で正しくのびの
びと、信頼できる人間教育をしたいと校長に
もなっています。そして「人々にして欲しい
とあなたが望むことを、あなたも人々にしな
さい」という言葉を残しています。
　今日の卓話は、別役重具会員の青少年奉仕
委員会の報告です。よろしくお願いします。
◇竹村克彦会員挨拶
　先日の父の葬儀に際しましては、大勢の皆
さまのご会葬をいただきましたこと、また、
たくさんの方からご厚志をいただきましたこ
とを、この場をお借りしてお礼申し上げます。
　３月１日には90歳の誕生日を迎え、免許の
更新もできたと喜んでいた父でしたが、ちょ
っとふらついた勢いで後頭部を打ち、脳内出

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
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血で脳の機能が停止したようで、危篤と言わ
れてから30分ほどで、糸がほつれるように
逝ってしまいました。人の世話になりたくな
いと言っていた父が潔く逝ったんだと思いま
す。
　りっぱに生涯を閉じた父を目標に、これか
らも頑張っていきたいと思います。よろしく
お願いいたします。
◇創立50周年記念実行委員会より
　本日より「未来に育む」という新しい垂れ
幕もでき、50周年もいよいよ５ヵ月後に迫っ
てまいりました。
　先週の理事会で二つのことが承認されまし
たのでご報告します。一つは、講演会の講師
は門田隆将さんに決定しました。門田さんは

安芸市出身のノンフィクション作家で、最近
の著書「奇跡の歌：戦争と望郷とペギー葉
山」の中には、当クラブの別役重具さんの名
前も出てきますので、ぜひご覧ください。
　もう一つは、記念事業として「みんなで育
むコンサート」を９月30日、当ホテルにて開
催します。詳細は、後日お知らせしますが、
皆さんのご協力をよろしくお願いします。
◇幹　事　報　告
・来週は、現新引き継ぎのクラブ協議会を行

います。引き継ぎ文書の用意をお願いしま
す。

・本日例会終了後、50周年実行委員会を行い
ます。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

　今日は、私の卓話と合わせて、RYLAセミ
ナーの受講生、お二人に受講報告をしていた
だきます。
　青少年奉仕委員会は、大きくはインターア
クトクラブ、ローターアクトクラブ、RYLA
セミナーの三つの部門があり、それ以外は、
新世代奉仕委員会という小委員会で取り扱う
ことになっています。
　インターアクトは、四国の中では19クラブ。
高知県は、南クラブが提唱する土佐中高のイ
ンターアクトと仁淀クラブが提唱している明
徳中高のインターアクトの２クラブしかあり
ません。ですから、直接的な支援はほとんど
できません。
　ローターアクトは、四国内に８クラブ。高
知県は西ＲＡＣ一つだけです。東クラブも五
つの提唱クラブに入っていますが、ほとんど
西クラブにおんぶに抱っこの状態です。西Ｒ
ＡＣの例会は高知大神宮で行っています。今
年は、西ＲＡＣが地区の会長職や幹事職を引

き受けており、支援しなければいけないと思
いながらほとんどできていませんので、お詫
びしたいと思います。
　うちのクラブが昔から力を入れているのが
RYLAセミナーです。毎年、皆さん方のご支
援により、２名の受講生を送っています。私
は15年ほど前からRYLAセミナーに関わって
きましたが、会長職を受けたのを機会に、森
田さんに後を引き継いでいただきました。
　RYLAのＲはロータリー、Ｙはユース、Ｌ
はリーダーシップ、Ａはアワード、青少年指
導者養成講座、いわゆるリーダーを育てるた
めの講座です。2680地区と2670地区の共催で
開催され、毎年交替で主導しています。この
セミナーは飲食を共にしますので、受講生は
原則20歳以上、上限は決めていません。
　両地区から約60名が集まり、受講生は４つ
の班に分かれます。カウンセラー制度をとっ
ており、各班には男性カウンセラーがお父さ
ん、女性カウンセラーがお母さんとしてつき

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ

1,593,210円

44,750円

1,637,960円

16,880円

399円

17,279円

1,610,090円

45,149円

1,655,239円

チビニコ 合　計

５月16日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
５月30日㈬　役員会
５月30日㈬　奉仕プロジェクト研究会
　　　　　　（城西館）
６月６日㈬　委員会活動実績報告、定例理事会
６月10日㈰　野外レクリエーション
　　　　　　（西条、新居浜）
６月13日㈬　委員会活動実績報告
６月20日㈬　ガバナー補佐訪問
６月27日㈬　最終夜間例会
　　　　　　（ザ クラウンパレス）
７月４日㈬　会長クラブ運営方針発表
　　　　　　臨時総会、定例理事会
７月10日㈫～13日㈮　短期交換留学生受入
７月11日㈬　ガバナー訪問
７月18日㈬　各委員会発表
７月25日㈬　各委員会発表

■例会変更のお知らせ
高知南ＲＣ　　６月７日㈭　日時計例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　６月12日㈫　17日㈰職場例会に変更
高知西ＲＣ　　６月15日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　６月18日㈪　夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　６月19日㈫　夜間例会
高知中央ＲＣ　６月21日㈭　夜間例会
仁淀ＲＣ　　　６月21日㈭　夜間例会
高知西ＲＣ　　６月22日㈮　最終夜間例会
高知北ＲＣ　　６月25日㈪　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　６月26日㈫　あじさい夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　６月26日㈫　ロータリー休日
香長ＲＣ　　　６月26日㈫　役員交代夜間例会
高知南ＲＣ　　６月28日㈭　年度末夜間例会
高知中央ＲＣ　６月28日㈭　ロータリー休日
仁淀ＲＣ　　　７月26日㈭　夜間例会
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◇出席率報告

 ● 柳澤光秋　18・19・20日は福岡。21日は東
京、24・25日は余島、26日は髙松、27・28日
はつくば市と日程がつんでます。
 ● 土居祐三　残念、東クラブは幹事かわりま
す。
 ● 寺尾正生　先日、新旧８クラブ会長、幹事
会に出席させていただきました。時間よ止ま
れの心境です。本日は早退させていただきま
す。すみません。
 ● 水上　元　植物画展の開幕が近づいてきま
した。入園券と観覧券がセットになった前売
り券を東クラブの会員の皆さまとご家族には
1,400円のところを1,000円で提供できること
になりました。水上までお申し付けください。
なお、高校生以下と県内在住の65歳以上の方
は、このチケットの対象ではありませんので
ご注意ください。

 ● 沖　卓史　前回、間違ってニコニコ箱の金
額を少なく入れてしまいました。申しわけあ
りません。首はお陰様で少しずつよくなって
います。
 ● 早瀬源慶　４月10日、人工関節手術を受け
てきました。術後３日目から地獄のリハビリ
屈伸を続けて、その甲斐ありか５週間目、５
月15日退院。お陰様で杖なしで歩行ができる
ようになりました。長期欠席お詫び申します。
 ● 松﨑郷輔　皆勤出席の図書カードを当方で
お買い上げいただきありがとうございます。
今後ともよろしく。
 ● 山村一正　入会記念ありがとうございます。
 ● 別役重具　入会記念日、結婚記念日祝い御
礼。入会以来30数年になりました。
 ● 山本庸平　本日は社員が参加させていただ
きありがとうございました。RYLAに参加さ
せていただいたことと重ねてお礼申し上げま
す。　　
 ● サロンイースト協力金として　いつもあり
がとうございます。
◇遅刻・早退　２件

「青少年奉仕委員会より報告」

◇会員スピーチ 青少年奉仕委員会  別役　重具 会員

ます。社内や組織で期待される受講生に対し
て、ハイレベルな講義、テーマが与えられ、
答えを見つけ出していくという内容の濃い話
し合い（バズセッション）を行い、答えを発
表する場（フォーラム）。そして、一人一人
が思索にふける時間を設けています。
　RYLAセミナーは全国で行われています
が、３泊４日という期間は、我々のセミナー
だけです。亡くなった今井鎮雄先生たちが、
長く指導者として行ってきました。現在も、
2680地区のパストガバナーの方たちが、熱心
に運営等に関わっておられる姿には感服する
ところです。
　当クラブとしても、今後とも受講生を送る
よう進めていきたいと思いますので、皆さん
のご協力をよろしくお願いします。
◎林　翼さん（東海東京証券㈱）
　このセミナーの一つのテーマであった
「リーダーシップ」を本当に学ばせていただ
いたセミナーだったと思っています。
　私どもはＡ班で11人。フォーラムの内容
の、長年倒せなかった鬼を桃太郎たちがどう
いうふうに倒したのかといったことを話し合
いました。最初の１時間半ぐらいは、どうい
うふうに決めていくか話し合ったのですが、
全く決まらない。休憩のとき、私はリーダー
がいないことに注目しました。そこで、せっ
かくの機会だから、勇気を振り絞って私が
リーダーになることを提案しました。する
と、前半で何も決まらなかったことがわずか
10分で決まってしまいました。
　11人の中には、こういうストーリーにした
い。発表で１番になりたいという意見もあり
ましたが、私のコンセプトとしては、みんな
が納得できるストーリーになれば、それでい
いんじゃないかということで進めていきまし
た。
　私はこの経験を通して、それぞれの考えを
まとめるリーダー、リーダーシップというの

は、本当に重要なのだということを学びまし
た。ありがとうございました。
◎西野　通修さん（㈱酒井建設）
　４日間、講習も非常に興味深く聞かせてい
ただきましたが、やはり印象的だったのは班
で行った討論です。私の班は20代の方が多く
て30代は僕を入れて３人。若干のジェネレー
ションギャップを感じました。僕が年上で営
業職ですので、どうしても話の主導権を握っ
てしまいます。これはよくないんじゃないか
と感じて、途中からは少し発言を控えつつ、
みんなの話を聞いていたのですが、そうなる
となかなか話がまとまらない。
　僕たちの班は、まずどのように討論を進め
ていくかルールや目的を決めた上で、一番面
白いもの、どこの班もしないような発表をし
ようということで、話を肉付けしていきまし
た。主な話は３、４時間で決まったように思
います。
　発表が終わって、他の班の方やロータリア
ンの方から面白い発表だったと声をかけてい
ただきました。これは、反対意見が出ること
を想定しつつ、みんなで考えて、作ってきた
結果だと思います。みんなで一つのものを作
り上げていくという、非常にいい経験ができ
ました。
　さらに、全てが終わった後の打ち上げで、
お酒を飲みながら各メンバーの個人的な悩み
の相談に乗ったり、アドバイスをしたり。普
通では出会えない人たちと交流を深めて、そ
の人たちの考えを知ることができたことは、
今回のセミナーで最も価値のあることだった
と思います。今後も、こういったセミナーに
参加させていただいて、自分の知識や経験を
深めていきたいと思います。ありがとうござ
いました。
◇林　翼さんと西野通修さんに
　RYLAセミナー修了証をお渡ししました。

５月16日

５月２日

総数
－3 56

出席
45

欠席
4

メイク
アップ HC出席率

80.36％

出席率
92.45％4

ロータリー休日

事務局・河野さん
「フィレンツェのワンコ Vol.4」

事務局・河野さん
「フィレンツェのワンコ Vol.4」

みち　のぶ

　東京から長野新幹線で飯山市に入った。レンタカーを借りてまず最初に飯山市のお寺をま
わった。お寺の多い町で20余りある。その中で正受庵が有名。
正受庵
　白砂庭園の厳かで質素な庵であった。前にある賽銭箱
は真田六文銭の文字が刻まれている。ここの住人、正受
老人は真田幸村の兄、信之の子と云われ19歳で出家して
厳しい修行を重ねて、臨済宗名僧　恵端禅師として高名
であった。後、飯山に引きこもり正受庵に生母と一緒に
余生を過ごした。庵の隣に二人の墓が並んでいる。
サンクゼール
　千曲川に沿ってワインメーカーが４、５軒ある。その
ひとつサンクゼールを訪れた。建物は大きくないが周囲
はワイン畑が広がっている。そこでシャブリを５本買っ
た。
赤倉観光ホテル
　それから国道を上って峠を越すと上越に入る。標高
1,000メートルの妙高高原が広がり赤倉観光ホテルが赤い
屋根、白い壁のしゃれた姿を見せていた。

赤倉・野沢温泉（2017年10月）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関　淑公

　大倉財閥が建てた開業75年の古い伝統あるリゾートホテルである。私どもは新館の露天風
呂付の部屋でゆっくりした。そこから雲の下に広がる平原、赤く染まった紅葉の林が見られ
る。また露天風呂からも温泉に浸りながら眺めた。翌朝の
朝食の時も眼下の景色を楽しんだ。
赤倉山のロープウェイ
　ホテルの近くにあり、そこはスキー客がケーブルカーで
上がってスキーを楽しむ所である。私どもはケーブルカー
で上まで上がって広々とした雄大な高原を眺めた。降りる
途中も眺めが素晴らしく紅葉の林が広がっている。
　去る１月25日、この妙高高原で吹雪でスキー客の親子が
遭難し亡くなったニュースがあった。私はここだろうかと
思ったが妙高山のスキー場の近くだった。
いもり池
　車ですぐ近くにある。
　そこから越後富士と呼ばれる妙高山が池にも姿を映して
いた。ここが一番人を集めていた。その後信州に戻り、野
沢温泉を訪れた。
野沢温泉
　常磐屋は300年の歴史を誇る旅館で町中にある。近くに
源泉の一つ、麻窯がもうもうと煙を噴き出していた。また
町外れにロータリーソングに使われる唱歌「故郷」の作詞
家　高野辰之の記念館がある。先生は近くの中野町の出身
で東京で活躍し、ここ野沢温泉に別荘を持っていた。
　晩は各旅館から集まったお客さんと一緒にバスで裏山に
上がり夕日を眺めた。そして、旅館でゆっくり風呂に入っ
た。熱くもない穏やかな温泉であった。料理も質素なもの
で名物の野沢菜の漬物が出た。あっさりした味であった。
野沢温泉の周囲は野沢菜の畑が多い。翌朝、漬物を買いに
土産物店を廻った。大きな町ではないが、オーストラリア
人が少なからず目に入る。近くに大きなスキー場が３ヶ所
あり、長野オリンピックがここで行われた。オーストラリ
ア人は毎年、冬が近づ
くと30人ぐらい来る。
現地の人と結婚した者
もいる。今年は韓国の
平昌でオリンピックが
行われた。
　それから道の駅に寄
ったりして、飯山駅に
戻った。新幹線で東京
に戻り、羽田から帰高
した。

正受庵正受庵

サンクゼールサンクゼール

麻釜麻釜

妙高山妙高山

赤倉山のケーブルカー赤倉山のケーブルカー

妙高平原妙高平原

赤倉観光ホテル赤倉観光ホテル

野沢菜の畑野沢菜の畑

常盤屋常盤屋

夕日夕日



高知東ロータリークラブ週報
第2330号

050月23日.2018

本日　５月23日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「私の履歴書」

西村　美香 会員

次週　５月30日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「私の履歴書」

川端信一郎 会員

第2377回　例会報告／平成30年５月16日　天候　曇

◇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。
今日は、たくさんの方に
出席していただきありが
とうございます。沖縄で
はもう梅雨入りだそうで
す。じめじめする時季は

もうすぐです。
　先週は、竹村会員のお父様がご逝去され、
葬儀にはたくさんの会員が参列されました。
　本日は、３月22日から25日まで開催された
RYLAセミナーに参加した２名の方に来てい
ただいています。後ほど報告をお願いします。
　先日、８ＲＣの会長・幹事会が開催され、
北ＲＣは幹事が２年連続で同じ方が務めるそ
うです。当クラブの土居幹事も、本当はあと
２、３年務めたいようですが、残念ながら松
本さんが待っています。
　この会長・幹事会には大島ガバナー補佐も
出席されており、香長ＲＣも、もっと勉強し
たいのでこの会にオブザーバーで参加させて
欲しいとの要請がありました。検討の結果、
オブザーバーであればということで承認され
ました。来年度は高知ＲＣが幹事クラブにな
ります。
　米山翁は1920（大正９）年、52歳のとき、
日本初の東京ＲＣを創設します。その後、ロ
ータリークラブは日本全国に広がりますが、

米山翁は戦後すぐに亡くなっています。日本
のロータリーが国際ロータリーに復帰したの
は、米山翁が亡くなった後ですので、彼は戦
後のロータリーの隆盛を知らないというのは
残念なことだと思います。
　米山翁は18歳のとき、東京英和学校（現・
青山学院）でアメリカ人講師のもとで英語を
学んでいます。19歳で渡米し、８年間アメリ
カで学んで27歳で帰国します。その後、大正
10年、青山学院の校友会長に就任。米山翁は、
人間の教育は小学校のときからという思いを
持っていたので、青山学院の阿部義宗院長
の、幼い心の柔らかいうちから教育をという
考えに賛同し、私財をなげうって、1937（昭
和12）年、青山学院緑岡小学校を開設します。
米山翁は、温かい雰囲気の中で正しくのびの
びと、信頼できる人間教育をしたいと校長に
もなっています。そして「人々にして欲しい
とあなたが望むことを、あなたも人々にしな
さい」という言葉を残しています。
　今日の卓話は、別役重具会員の青少年奉仕
委員会の報告です。よろしくお願いします。
◇竹村克彦会員挨拶
　先日の父の葬儀に際しましては、大勢の皆
さまのご会葬をいただきましたこと、また、
たくさんの方からご厚志をいただきましたこ
とを、この場をお借りしてお礼申し上げます。
　３月１日には90歳の誕生日を迎え、免許の
更新もできたと喜んでいた父でしたが、ちょ
っとふらついた勢いで後頭部を打ち、脳内出

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

血で脳の機能が停止したようで、危篤と言わ
れてから30分ほどで、糸がほつれるように
逝ってしまいました。人の世話になりたくな
いと言っていた父が潔く逝ったんだと思いま
す。
　りっぱに生涯を閉じた父を目標に、これか
らも頑張っていきたいと思います。よろしく
お願いいたします。
◇創立50周年記念実行委員会より
　本日より「未来に育む」という新しい垂れ
幕もでき、50周年もいよいよ５ヵ月後に迫っ
てまいりました。
　先週の理事会で二つのことが承認されまし
たのでご報告します。一つは、講演会の講師
は門田隆将さんに決定しました。門田さんは

安芸市出身のノンフィクション作家で、最近
の著書「奇跡の歌：戦争と望郷とペギー葉
山」の中には、当クラブの別役重具さんの名
前も出てきますので、ぜひご覧ください。
　もう一つは、記念事業として「みんなで育
むコンサート」を９月30日、当ホテルにて開
催します。詳細は、後日お知らせしますが、
皆さんのご協力をよろしくお願いします。
◇幹　事　報　告
・来週は、現新引き継ぎのクラブ協議会を行

います。引き継ぎ文書の用意をお願いしま
す。

・本日例会終了後、50周年実行委員会を行い
ます。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

　今日は、私の卓話と合わせて、RYLAセミ
ナーの受講生、お二人に受講報告をしていた
だきます。
　青少年奉仕委員会は、大きくはインターア
クトクラブ、ローターアクトクラブ、RYLA
セミナーの三つの部門があり、それ以外は、
新世代奉仕委員会という小委員会で取り扱う
ことになっています。
　インターアクトは、四国の中では19クラブ。
高知県は、南クラブが提唱する土佐中高のイ
ンターアクトと仁淀クラブが提唱している明
徳中高のインターアクトの２クラブしかあり
ません。ですから、直接的な支援はほとんど
できません。
　ローターアクトは、四国内に８クラブ。高
知県は西ＲＡＣ一つだけです。東クラブも五
つの提唱クラブに入っていますが、ほとんど
西クラブにおんぶに抱っこの状態です。西Ｒ
ＡＣの例会は高知大神宮で行っています。今
年は、西ＲＡＣが地区の会長職や幹事職を引

き受けており、支援しなければいけないと思
いながらほとんどできていませんので、お詫
びしたいと思います。
　うちのクラブが昔から力を入れているのが
RYLAセミナーです。毎年、皆さん方のご支
援により、２名の受講生を送っています。私
は15年ほど前からRYLAセミナーに関わって
きましたが、会長職を受けたのを機会に、森
田さんに後を引き継いでいただきました。
　RYLAのＲはロータリー、Ｙはユース、Ｌ
はリーダーシップ、Ａはアワード、青少年指
導者養成講座、いわゆるリーダーを育てるた
めの講座です。2680地区と2670地区の共催で
開催され、毎年交替で主導しています。この
セミナーは飲食を共にしますので、受講生は
原則20歳以上、上限は決めていません。
　両地区から約60名が集まり、受講生は４つ
の班に分かれます。カウンセラー制度をとっ
ており、各班には男性カウンセラーがお父さ
ん、女性カウンセラーがお母さんとしてつき

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ

1,593,210円

44,750円

1,637,960円

16,880円

399円

17,279円

1,610,090円

45,149円

1,655,239円

チビニコ 合　計

５月16日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
５月30日㈬　役員会
５月30日㈬　奉仕プロジェクト研究会
　　　　　　（城西館）
６月６日㈬　委員会活動実績報告、定例理事会
６月10日㈰　野外レクリエーション
　　　　　　（西条、新居浜）
６月13日㈬　委員会活動実績報告
６月20日㈬　ガバナー補佐訪問
６月27日㈬　最終夜間例会
　　　　　　（ザ クラウンパレス）
７月４日㈬　会長クラブ運営方針発表
　　　　　　臨時総会、定例理事会
７月10日㈫～13日㈮　短期交換留学生受入
７月11日㈬　ガバナー訪問
７月18日㈬　各委員会発表
７月25日㈬　各委員会発表

■例会変更のお知らせ
高知南ＲＣ　　６月７日㈭　日時計例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　６月12日㈫　17日㈰職場例会に変更
高知西ＲＣ　　６月15日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　６月18日㈪　夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　６月19日㈫　夜間例会
高知中央ＲＣ　６月21日㈭　夜間例会
仁淀ＲＣ　　　６月21日㈭　夜間例会
高知西ＲＣ　　６月22日㈮　最終夜間例会
高知北ＲＣ　　６月25日㈪　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　６月26日㈫　あじさい夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　６月26日㈫　ロータリー休日
香長ＲＣ　　　６月26日㈫　役員交代夜間例会
高知南ＲＣ　　６月28日㈭　年度末夜間例会
高知中央ＲＣ　６月28日㈭　ロータリー休日
仁淀ＲＣ　　　７月26日㈭　夜間例会
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◇出席率報告

 ● 柳澤光秋　18・19・20日は福岡。21日は東
京、24・25日は余島、26日は髙松、27・28日
はつくば市と日程がつんでます。
 ● 土居祐三　残念、東クラブは幹事かわりま
す。
 ● 寺尾正生　先日、新旧８クラブ会長、幹事
会に出席させていただきました。時間よ止ま
れの心境です。本日は早退させていただきま
す。すみません。
 ● 水上　元　植物画展の開幕が近づいてきま
した。入園券と観覧券がセットになった前売
り券を東クラブの会員の皆さまとご家族には
1,400円のところを1,000円で提供できること
になりました。水上までお申し付けください。
なお、高校生以下と県内在住の65歳以上の方
は、このチケットの対象ではありませんので
ご注意ください。

 ● 沖　卓史　前回、間違ってニコニコ箱の金
額を少なく入れてしまいました。申しわけあ
りません。首はお陰様で少しずつよくなって
います。
 ● 早瀬源慶　４月10日、人工関節手術を受け
てきました。術後３日目から地獄のリハビリ
屈伸を続けて、その甲斐ありか５週間目、５
月15日退院。お陰様で杖なしで歩行ができる
ようになりました。長期欠席お詫び申します。
 ● 松﨑郷輔　皆勤出席の図書カードを当方で
お買い上げいただきありがとうございます。
今後ともよろしく。
 ● 山村一正　入会記念ありがとうございます。
 ● 別役重具　入会記念日、結婚記念日祝い御
礼。入会以来30数年になりました。
 ● 山本庸平　本日は社員が参加させていただ
きありがとうございました。RYLAに参加さ
せていただいたことと重ねてお礼申し上げま
す。　　
 ● サロンイースト協力金として　いつもあり
がとうございます。
◇遅刻・早退　２件

「青少年奉仕委員会より報告」

◇会員スピーチ 青少年奉仕委員会  別役　重具 会員

ます。社内や組織で期待される受講生に対し
て、ハイレベルな講義、テーマが与えられ、
答えを見つけ出していくという内容の濃い話
し合い（バズセッション）を行い、答えを発
表する場（フォーラム）。そして、一人一人
が思索にふける時間を設けています。
　RYLAセミナーは全国で行われています
が、３泊４日という期間は、我々のセミナー
だけです。亡くなった今井鎮雄先生たちが、
長く指導者として行ってきました。現在も、
2680地区のパストガバナーの方たちが、熱心
に運営等に関わっておられる姿には感服する
ところです。
　当クラブとしても、今後とも受講生を送る
よう進めていきたいと思いますので、皆さん
のご協力をよろしくお願いします。
◎林　翼さん（東海東京証券㈱）
　このセミナーの一つのテーマであった
「リーダーシップ」を本当に学ばせていただ
いたセミナーだったと思っています。
　私どもはＡ班で11人。フォーラムの内容
の、長年倒せなかった鬼を桃太郎たちがどう
いうふうに倒したのかといったことを話し合
いました。最初の１時間半ぐらいは、どうい
うふうに決めていくか話し合ったのですが、
全く決まらない。休憩のとき、私はリーダー
がいないことに注目しました。そこで、せっ
かくの機会だから、勇気を振り絞って私が
リーダーになることを提案しました。する
と、前半で何も決まらなかったことがわずか
10分で決まってしまいました。
　11人の中には、こういうストーリーにした
い。発表で１番になりたいという意見もあり
ましたが、私のコンセプトとしては、みんな
が納得できるストーリーになれば、それでい
いんじゃないかということで進めていきまし
た。
　私はこの経験を通して、それぞれの考えを
まとめるリーダー、リーダーシップというの

は、本当に重要なのだということを学びまし
た。ありがとうございました。
◎西野　通修さん（㈱酒井建設）
　４日間、講習も非常に興味深く聞かせてい
ただきましたが、やはり印象的だったのは班
で行った討論です。私の班は20代の方が多く
て30代は僕を入れて３人。若干のジェネレー
ションギャップを感じました。僕が年上で営
業職ですので、どうしても話の主導権を握っ
てしまいます。これはよくないんじゃないか
と感じて、途中からは少し発言を控えつつ、
みんなの話を聞いていたのですが、そうなる
となかなか話がまとまらない。
　僕たちの班は、まずどのように討論を進め
ていくかルールや目的を決めた上で、一番面
白いもの、どこの班もしないような発表をし
ようということで、話を肉付けしていきまし
た。主な話は３、４時間で決まったように思
います。
　発表が終わって、他の班の方やロータリア
ンの方から面白い発表だったと声をかけてい
ただきました。これは、反対意見が出ること
を想定しつつ、みんなで考えて、作ってきた
結果だと思います。みんなで一つのものを作
り上げていくという、非常にいい経験ができ
ました。
　さらに、全てが終わった後の打ち上げで、
お酒を飲みながら各メンバーの個人的な悩み
の相談に乗ったり、アドバイスをしたり。普
通では出会えない人たちと交流を深めて、そ
の人たちの考えを知ることができたことは、
今回のセミナーで最も価値のあることだった
と思います。今後も、こういったセミナーに
参加させていただいて、自分の知識や経験を
深めていきたいと思います。ありがとうござ
いました。
◇林　翼さんと西野通修さんに
　RYLAセミナー修了証をお渡ししました。

５月16日

５月２日

総数
－3 56

出席
45

欠席
4

メイク
アップ HC出席率

80.36％

出席率
92.45％4

ロータリー休日

事務局・河野さん
「フィレンツェのワンコ Vol.4」

事務局・河野さん
「フィレンツェのワンコ Vol.4」

みち　のぶ

　東京から長野新幹線で飯山市に入った。レンタカーを借りてまず最初に飯山市のお寺をま
わった。お寺の多い町で20余りある。その中で正受庵が有名。
正受庵
　白砂庭園の厳かで質素な庵であった。前にある賽銭箱
は真田六文銭の文字が刻まれている。ここの住人、正受
老人は真田幸村の兄、信之の子と云われ19歳で出家して
厳しい修行を重ねて、臨済宗名僧　恵端禅師として高名
であった。後、飯山に引きこもり正受庵に生母と一緒に
余生を過ごした。庵の隣に二人の墓が並んでいる。
サンクゼール
　千曲川に沿ってワインメーカーが４、５軒ある。その
ひとつサンクゼールを訪れた。建物は大きくないが周囲
はワイン畑が広がっている。そこでシャブリを５本買っ
た。
赤倉観光ホテル
　それから国道を上って峠を越すと上越に入る。標高
1,000メートルの妙高高原が広がり赤倉観光ホテルが赤い
屋根、白い壁のしゃれた姿を見せていた。

赤倉・野沢温泉（2017年10月）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関　淑公

　大倉財閥が建てた開業75年の古い伝統あるリゾートホテルである。私どもは新館の露天風
呂付の部屋でゆっくりした。そこから雲の下に広がる平原、赤く染まった紅葉の林が見られ
る。また露天風呂からも温泉に浸りながら眺めた。翌朝の
朝食の時も眼下の景色を楽しんだ。
赤倉山のロープウェイ
　ホテルの近くにあり、そこはスキー客がケーブルカーで
上がってスキーを楽しむ所である。私どもはケーブルカー
で上まで上がって広々とした雄大な高原を眺めた。降りる
途中も眺めが素晴らしく紅葉の林が広がっている。
　去る１月25日、この妙高高原で吹雪でスキー客の親子が
遭難し亡くなったニュースがあった。私はここだろうかと
思ったが妙高山のスキー場の近くだった。
いもり池
　車ですぐ近くにある。
　そこから越後富士と呼ばれる妙高山が池にも姿を映して
いた。ここが一番人を集めていた。その後信州に戻り、野
沢温泉を訪れた。
野沢温泉
　常磐屋は300年の歴史を誇る旅館で町中にある。近くに
源泉の一つ、麻窯がもうもうと煙を噴き出していた。また
町外れにロータリーソングに使われる唱歌「故郷」の作詞
家　高野辰之の記念館がある。先生は近くの中野町の出身
で東京で活躍し、ここ野沢温泉に別荘を持っていた。
　晩は各旅館から集まったお客さんと一緒にバスで裏山に
上がり夕日を眺めた。そして、旅館でゆっくり風呂に入っ
た。熱くもない穏やかな温泉であった。料理も質素なもの
で名物の野沢菜の漬物が出た。あっさりした味であった。
野沢温泉の周囲は野沢菜の畑が多い。翌朝、漬物を買いに
土産物店を廻った。大きな町ではないが、オーストラリア
人が少なからず目に入る。近くに大きなスキー場が３ヶ所
あり、長野オリンピックがここで行われた。オーストラリ
ア人は毎年、冬が近づ
くと30人ぐらい来る。
現地の人と結婚した者
もいる。今年は韓国の
平昌でオリンピックが
行われた。
　それから道の駅に寄
ったりして、飯山駅に
戻った。新幹線で東京
に戻り、羽田から帰高
した。

正受庵正受庵

サンクゼールサンクゼール

麻釜麻釜

妙高山妙高山

赤倉山のケーブルカー赤倉山のケーブルカー

妙高平原妙高平原

赤倉観光ホテル赤倉観光ホテル

野沢菜の畑野沢菜の畑

常盤屋常盤屋

夕日夕日
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本日　５月23日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「私の履歴書」

西村　美香 会員

次週　５月30日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「私の履歴書」

川端信一郎 会員

第2377回　例会報告／平成30年５月16日　天候　曇

◇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。
今日は、たくさんの方に
出席していただきありが
とうございます。沖縄で
はもう梅雨入りだそうで
す。じめじめする時季は

もうすぐです。
　先週は、竹村会員のお父様がご逝去され、
葬儀にはたくさんの会員が参列されました。
　本日は、３月22日から25日まで開催された
RYLAセミナーに参加した２名の方に来てい
ただいています。後ほど報告をお願いします。
　先日、８ＲＣの会長・幹事会が開催され、
北ＲＣは幹事が２年連続で同じ方が務めるそ
うです。当クラブの土居幹事も、本当はあと
２、３年務めたいようですが、残念ながら松
本さんが待っています。
　この会長・幹事会には大島ガバナー補佐も
出席されており、香長ＲＣも、もっと勉強し
たいのでこの会にオブザーバーで参加させて
欲しいとの要請がありました。検討の結果、
オブザーバーであればということで承認され
ました。来年度は高知ＲＣが幹事クラブにな
ります。
　米山翁は1920（大正９）年、52歳のとき、
日本初の東京ＲＣを創設します。その後、ロ
ータリークラブは日本全国に広がりますが、

米山翁は戦後すぐに亡くなっています。日本
のロータリーが国際ロータリーに復帰したの
は、米山翁が亡くなった後ですので、彼は戦
後のロータリーの隆盛を知らないというのは
残念なことだと思います。
　米山翁は18歳のとき、東京英和学校（現・
青山学院）でアメリカ人講師のもとで英語を
学んでいます。19歳で渡米し、８年間アメリ
カで学んで27歳で帰国します。その後、大正
10年、青山学院の校友会長に就任。米山翁は、
人間の教育は小学校のときからという思いを
持っていたので、青山学院の阿部義宗院長
の、幼い心の柔らかいうちから教育をという
考えに賛同し、私財をなげうって、1937（昭
和12）年、青山学院緑岡小学校を開設します。
米山翁は、温かい雰囲気の中で正しくのびの
びと、信頼できる人間教育をしたいと校長に
もなっています。そして「人々にして欲しい
とあなたが望むことを、あなたも人々にしな
さい」という言葉を残しています。
　今日の卓話は、別役重具会員の青少年奉仕
委員会の報告です。よろしくお願いします。
◇竹村克彦会員挨拶
　先日の父の葬儀に際しましては、大勢の皆
さまのご会葬をいただきましたこと、また、
たくさんの方からご厚志をいただきましたこ
とを、この場をお借りしてお礼申し上げます。
　３月１日には90歳の誕生日を迎え、免許の
更新もできたと喜んでいた父でしたが、ちょ
っとふらついた勢いで後頭部を打ち、脳内出

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
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血で脳の機能が停止したようで、危篤と言わ
れてから30分ほどで、糸がほつれるように
逝ってしまいました。人の世話になりたくな
いと言っていた父が潔く逝ったんだと思いま
す。
　りっぱに生涯を閉じた父を目標に、これか
らも頑張っていきたいと思います。よろしく
お願いいたします。
◇創立50周年記念実行委員会より
　本日より「未来に育む」という新しい垂れ
幕もでき、50周年もいよいよ５ヵ月後に迫っ
てまいりました。
　先週の理事会で二つのことが承認されまし
たのでご報告します。一つは、講演会の講師
は門田隆将さんに決定しました。門田さんは

安芸市出身のノンフィクション作家で、最近
の著書「奇跡の歌：戦争と望郷とペギー葉
山」の中には、当クラブの別役重具さんの名
前も出てきますので、ぜひご覧ください。
　もう一つは、記念事業として「みんなで育
むコンサート」を９月30日、当ホテルにて開
催します。詳細は、後日お知らせしますが、
皆さんのご協力をよろしくお願いします。
◇幹　事　報　告
・来週は、現新引き継ぎのクラブ協議会を行

います。引き継ぎ文書の用意をお願いしま
す。

・本日例会終了後、50周年実行委員会を行い
ます。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

　今日は、私の卓話と合わせて、RYLAセミ
ナーの受講生、お二人に受講報告をしていた
だきます。
　青少年奉仕委員会は、大きくはインターア
クトクラブ、ローターアクトクラブ、RYLA
セミナーの三つの部門があり、それ以外は、
新世代奉仕委員会という小委員会で取り扱う
ことになっています。
　インターアクトは、四国の中では19クラブ。
高知県は、南クラブが提唱する土佐中高のイ
ンターアクトと仁淀クラブが提唱している明
徳中高のインターアクトの２クラブしかあり
ません。ですから、直接的な支援はほとんど
できません。
　ローターアクトは、四国内に８クラブ。高
知県は西ＲＡＣ一つだけです。東クラブも五
つの提唱クラブに入っていますが、ほとんど
西クラブにおんぶに抱っこの状態です。西Ｒ
ＡＣの例会は高知大神宮で行っています。今
年は、西ＲＡＣが地区の会長職や幹事職を引

き受けており、支援しなければいけないと思
いながらほとんどできていませんので、お詫
びしたいと思います。
　うちのクラブが昔から力を入れているのが
RYLAセミナーです。毎年、皆さん方のご支
援により、２名の受講生を送っています。私
は15年ほど前からRYLAセミナーに関わって
きましたが、会長職を受けたのを機会に、森
田さんに後を引き継いでいただきました。
　RYLAのＲはロータリー、Ｙはユース、Ｌ
はリーダーシップ、Ａはアワード、青少年指
導者養成講座、いわゆるリーダーを育てるた
めの講座です。2680地区と2670地区の共催で
開催され、毎年交替で主導しています。この
セミナーは飲食を共にしますので、受講生は
原則20歳以上、上限は決めていません。
　両地区から約60名が集まり、受講生は４つ
の班に分かれます。カウンセラー制度をとっ
ており、各班には男性カウンセラーがお父さ
ん、女性カウンセラーがお母さんとしてつき

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ

1,593,210円

44,750円

1,637,960円

16,880円

399円

17,279円

1,610,090円

45,149円

1,655,239円

チビニコ 合　計

５月16日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
５月30日㈬　役員会
５月30日㈬　奉仕プロジェクト研究会
　　　　　　（城西館）
６月６日㈬　委員会活動実績報告、定例理事会
６月10日㈰　野外レクリエーション
　　　　　　（西条、新居浜）
６月13日㈬　委員会活動実績報告
６月20日㈬　ガバナー補佐訪問
６月27日㈬　最終夜間例会
　　　　　　（ザ クラウンパレス）
７月４日㈬　会長クラブ運営方針発表
　　　　　　臨時総会、定例理事会
７月10日㈫～13日㈮　短期交換留学生受入
７月11日㈬　ガバナー訪問
７月18日㈬　各委員会発表
７月25日㈬　各委員会発表

■例会変更のお知らせ
高知南ＲＣ　　６月７日㈭　日時計例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　６月12日㈫　17日㈰職場例会に変更
高知西ＲＣ　　６月15日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　６月18日㈪　夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　６月19日㈫　夜間例会
高知中央ＲＣ　６月21日㈭　夜間例会
仁淀ＲＣ　　　６月21日㈭　夜間例会
高知西ＲＣ　　６月22日㈮　最終夜間例会
高知北ＲＣ　　６月25日㈪　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　６月26日㈫　あじさい夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　６月26日㈫　ロータリー休日
香長ＲＣ　　　６月26日㈫　役員交代夜間例会
高知南ＲＣ　　６月28日㈭　年度末夜間例会
高知中央ＲＣ　６月28日㈭　ロータリー休日
仁淀ＲＣ　　　７月26日㈭　夜間例会
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◇出席率報告

 ● 柳澤光秋　18・19・20日は福岡。21日は東
京、24・25日は余島、26日は髙松、27・28日
はつくば市と日程がつんでます。
 ● 土居祐三　残念、東クラブは幹事かわりま
す。
 ● 寺尾正生　先日、新旧８クラブ会長、幹事
会に出席させていただきました。時間よ止ま
れの心境です。本日は早退させていただきま
す。すみません。
 ● 水上　元　植物画展の開幕が近づいてきま
した。入園券と観覧券がセットになった前売
り券を東クラブの会員の皆さまとご家族には
1,400円のところを1,000円で提供できること
になりました。水上までお申し付けください。
なお、高校生以下と県内在住の65歳以上の方
は、このチケットの対象ではありませんので
ご注意ください。

 ● 沖　卓史　前回、間違ってニコニコ箱の金
額を少なく入れてしまいました。申しわけあ
りません。首はお陰様で少しずつよくなって
います。
 ● 早瀬源慶　４月10日、人工関節手術を受け
てきました。術後３日目から地獄のリハビリ
屈伸を続けて、その甲斐ありか５週間目、５
月15日退院。お陰様で杖なしで歩行ができる
ようになりました。長期欠席お詫び申します。
 ● 松﨑郷輔　皆勤出席の図書カードを当方で
お買い上げいただきありがとうございます。
今後ともよろしく。
 ● 山村一正　入会記念ありがとうございます。
 ● 別役重具　入会記念日、結婚記念日祝い御
礼。入会以来30数年になりました。
 ● 山本庸平　本日は社員が参加させていただ
きありがとうございました。RYLAに参加さ
せていただいたことと重ねてお礼申し上げま
す。　　
 ● サロンイースト協力金として　いつもあり
がとうございます。
◇遅刻・早退　２件

「青少年奉仕委員会より報告」

◇会員スピーチ 青少年奉仕委員会  別役　重具 会員

ます。社内や組織で期待される受講生に対し
て、ハイレベルな講義、テーマが与えられ、
答えを見つけ出していくという内容の濃い話
し合い（バズセッション）を行い、答えを発
表する場（フォーラム）。そして、一人一人
が思索にふける時間を設けています。
　RYLAセミナーは全国で行われています
が、３泊４日という期間は、我々のセミナー
だけです。亡くなった今井鎮雄先生たちが、
長く指導者として行ってきました。現在も、
2680地区のパストガバナーの方たちが、熱心
に運営等に関わっておられる姿には感服する
ところです。
　当クラブとしても、今後とも受講生を送る
よう進めていきたいと思いますので、皆さん
のご協力をよろしくお願いします。
◎林　翼さん（東海東京証券㈱）
　このセミナーの一つのテーマであった
「リーダーシップ」を本当に学ばせていただ
いたセミナーだったと思っています。
　私どもはＡ班で11人。フォーラムの内容
の、長年倒せなかった鬼を桃太郎たちがどう
いうふうに倒したのかといったことを話し合
いました。最初の１時間半ぐらいは、どうい
うふうに決めていくか話し合ったのですが、
全く決まらない。休憩のとき、私はリーダー
がいないことに注目しました。そこで、せっ
かくの機会だから、勇気を振り絞って私が
リーダーになることを提案しました。する
と、前半で何も決まらなかったことがわずか
10分で決まってしまいました。
　11人の中には、こういうストーリーにした
い。発表で１番になりたいという意見もあり
ましたが、私のコンセプトとしては、みんな
が納得できるストーリーになれば、それでい
いんじゃないかということで進めていきまし
た。
　私はこの経験を通して、それぞれの考えを
まとめるリーダー、リーダーシップというの

は、本当に重要なのだということを学びまし
た。ありがとうございました。
◎西野　通修さん（㈱酒井建設）
　４日間、講習も非常に興味深く聞かせてい
ただきましたが、やはり印象的だったのは班
で行った討論です。私の班は20代の方が多く
て30代は僕を入れて３人。若干のジェネレー
ションギャップを感じました。僕が年上で営
業職ですので、どうしても話の主導権を握っ
てしまいます。これはよくないんじゃないか
と感じて、途中からは少し発言を控えつつ、
みんなの話を聞いていたのですが、そうなる
となかなか話がまとまらない。
　僕たちの班は、まずどのように討論を進め
ていくかルールや目的を決めた上で、一番面
白いもの、どこの班もしないような発表をし
ようということで、話を肉付けしていきまし
た。主な話は３、４時間で決まったように思
います。
　発表が終わって、他の班の方やロータリア
ンの方から面白い発表だったと声をかけてい
ただきました。これは、反対意見が出ること
を想定しつつ、みんなで考えて、作ってきた
結果だと思います。みんなで一つのものを作
り上げていくという、非常にいい経験ができ
ました。
　さらに、全てが終わった後の打ち上げで、
お酒を飲みながら各メンバーの個人的な悩み
の相談に乗ったり、アドバイスをしたり。普
通では出会えない人たちと交流を深めて、そ
の人たちの考えを知ることができたことは、
今回のセミナーで最も価値のあることだった
と思います。今後も、こういったセミナーに
参加させていただいて、自分の知識や経験を
深めていきたいと思います。ありがとうござ
いました。
◇林　翼さんと西野通修さんに
　RYLAセミナー修了証をお渡ししました。

５月16日

５月２日

総数
－3 56

出席
45

欠席
4

メイク
アップ HC出席率

80.36％

出席率
92.45％4

ロータリー休日

事務局・河野さん
「フィレンツェのワンコ Vol.4」

事務局・河野さん
「フィレンツェのワンコ Vol.4」

みち　のぶ

　東京から長野新幹線で飯山市に入った。レンタカーを借りてまず最初に飯山市のお寺をま
わった。お寺の多い町で20余りある。その中で正受庵が有名。
正受庵
　白砂庭園の厳かで質素な庵であった。前にある賽銭箱
は真田六文銭の文字が刻まれている。ここの住人、正受
老人は真田幸村の兄、信之の子と云われ19歳で出家して
厳しい修行を重ねて、臨済宗名僧　恵端禅師として高名
であった。後、飯山に引きこもり正受庵に生母と一緒に
余生を過ごした。庵の隣に二人の墓が並んでいる。
サンクゼール
　千曲川に沿ってワインメーカーが４、５軒ある。その
ひとつサンクゼールを訪れた。建物は大きくないが周囲
はワイン畑が広がっている。そこでシャブリを５本買っ
た。
赤倉観光ホテル
　それから国道を上って峠を越すと上越に入る。標高
1,000メートルの妙高高原が広がり赤倉観光ホテルが赤い
屋根、白い壁のしゃれた姿を見せていた。

赤倉・野沢温泉（2017年10月）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関　淑公

　大倉財閥が建てた開業75年の古い伝統あるリゾートホテルである。私どもは新館の露天風
呂付の部屋でゆっくりした。そこから雲の下に広がる平原、赤く染まった紅葉の林が見られ
る。また露天風呂からも温泉に浸りながら眺めた。翌朝の
朝食の時も眼下の景色を楽しんだ。
赤倉山のロープウェイ
　ホテルの近くにあり、そこはスキー客がケーブルカーで
上がってスキーを楽しむ所である。私どもはケーブルカー
で上まで上がって広々とした雄大な高原を眺めた。降りる
途中も眺めが素晴らしく紅葉の林が広がっている。
　去る１月25日、この妙高高原で吹雪でスキー客の親子が
遭難し亡くなったニュースがあった。私はここだろうかと
思ったが妙高山のスキー場の近くだった。
いもり池
　車ですぐ近くにある。
　そこから越後富士と呼ばれる妙高山が池にも姿を映して
いた。ここが一番人を集めていた。その後信州に戻り、野
沢温泉を訪れた。
野沢温泉
　常磐屋は300年の歴史を誇る旅館で町中にある。近くに
源泉の一つ、麻窯がもうもうと煙を噴き出していた。また
町外れにロータリーソングに使われる唱歌「故郷」の作詞
家　高野辰之の記念館がある。先生は近くの中野町の出身
で東京で活躍し、ここ野沢温泉に別荘を持っていた。
　晩は各旅館から集まったお客さんと一緒にバスで裏山に
上がり夕日を眺めた。そして、旅館でゆっくり風呂に入っ
た。熱くもない穏やかな温泉であった。料理も質素なもの
で名物の野沢菜の漬物が出た。あっさりした味であった。
野沢温泉の周囲は野沢菜の畑が多い。翌朝、漬物を買いに
土産物店を廻った。大きな町ではないが、オーストラリア
人が少なからず目に入る。近くに大きなスキー場が３ヶ所
あり、長野オリンピックがここで行われた。オーストラリ
ア人は毎年、冬が近づ
くと30人ぐらい来る。
現地の人と結婚した者
もいる。今年は韓国の
平昌でオリンピックが
行われた。
　それから道の駅に寄
ったりして、飯山駅に
戻った。新幹線で東京
に戻り、羽田から帰高
した。

正受庵正受庵

サンクゼールサンクゼール

麻釜麻釜

妙高山妙高山

赤倉山のケーブルカー赤倉山のケーブルカー

妙高平原妙高平原

赤倉観光ホテル赤倉観光ホテル

野沢菜の畑野沢菜の畑

常盤屋常盤屋

夕日夕日
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本日　５月23日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「私の履歴書」

西村　美香 会員

次週　５月30日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「私の履歴書」

川端信一郎 会員

第2377回　例会報告／平成30年５月16日　天候　曇

◇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。
今日は、たくさんの方に
出席していただきありが
とうございます。沖縄で
はもう梅雨入りだそうで
す。じめじめする時季は

もうすぐです。
　先週は、竹村会員のお父様がご逝去され、
葬儀にはたくさんの会員が参列されました。
　本日は、３月22日から25日まで開催された
RYLAセミナーに参加した２名の方に来てい
ただいています。後ほど報告をお願いします。
　先日、８ＲＣの会長・幹事会が開催され、
北ＲＣは幹事が２年連続で同じ方が務めるそ
うです。当クラブの土居幹事も、本当はあと
２、３年務めたいようですが、残念ながら松
本さんが待っています。
　この会長・幹事会には大島ガバナー補佐も
出席されており、香長ＲＣも、もっと勉強し
たいのでこの会にオブザーバーで参加させて
欲しいとの要請がありました。検討の結果、
オブザーバーであればということで承認され
ました。来年度は高知ＲＣが幹事クラブにな
ります。
　米山翁は1920（大正９）年、52歳のとき、
日本初の東京ＲＣを創設します。その後、ロ
ータリークラブは日本全国に広がりますが、

米山翁は戦後すぐに亡くなっています。日本
のロータリーが国際ロータリーに復帰したの
は、米山翁が亡くなった後ですので、彼は戦
後のロータリーの隆盛を知らないというのは
残念なことだと思います。
　米山翁は18歳のとき、東京英和学校（現・
青山学院）でアメリカ人講師のもとで英語を
学んでいます。19歳で渡米し、８年間アメリ
カで学んで27歳で帰国します。その後、大正
10年、青山学院の校友会長に就任。米山翁は、
人間の教育は小学校のときからという思いを
持っていたので、青山学院の阿部義宗院長
の、幼い心の柔らかいうちから教育をという
考えに賛同し、私財をなげうって、1937（昭
和12）年、青山学院緑岡小学校を開設します。
米山翁は、温かい雰囲気の中で正しくのびの
びと、信頼できる人間教育をしたいと校長に
もなっています。そして「人々にして欲しい
とあなたが望むことを、あなたも人々にしな
さい」という言葉を残しています。
　今日の卓話は、別役重具会員の青少年奉仕
委員会の報告です。よろしくお願いします。
◇竹村克彦会員挨拶
　先日の父の葬儀に際しましては、大勢の皆
さまのご会葬をいただきましたこと、また、
たくさんの方からご厚志をいただきましたこ
とを、この場をお借りしてお礼申し上げます。
　３月１日には90歳の誕生日を迎え、免許の
更新もできたと喜んでいた父でしたが、ちょ
っとふらついた勢いで後頭部を打ち、脳内出

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

血で脳の機能が停止したようで、危篤と言わ
れてから30分ほどで、糸がほつれるように
逝ってしまいました。人の世話になりたくな
いと言っていた父が潔く逝ったんだと思いま
す。
　りっぱに生涯を閉じた父を目標に、これか
らも頑張っていきたいと思います。よろしく
お願いいたします。
◇創立50周年記念実行委員会より
　本日より「未来に育む」という新しい垂れ
幕もでき、50周年もいよいよ５ヵ月後に迫っ
てまいりました。
　先週の理事会で二つのことが承認されまし
たのでご報告します。一つは、講演会の講師
は門田隆将さんに決定しました。門田さんは

安芸市出身のノンフィクション作家で、最近
の著書「奇跡の歌：戦争と望郷とペギー葉
山」の中には、当クラブの別役重具さんの名
前も出てきますので、ぜひご覧ください。
　もう一つは、記念事業として「みんなで育
むコンサート」を９月30日、当ホテルにて開
催します。詳細は、後日お知らせしますが、
皆さんのご協力をよろしくお願いします。
◇幹　事　報　告
・来週は、現新引き継ぎのクラブ協議会を行

います。引き継ぎ文書の用意をお願いしま
す。

・本日例会終了後、50周年実行委員会を行い
ます。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

　今日は、私の卓話と合わせて、RYLAセミ
ナーの受講生、お二人に受講報告をしていた
だきます。
　青少年奉仕委員会は、大きくはインターア
クトクラブ、ローターアクトクラブ、RYLA
セミナーの三つの部門があり、それ以外は、
新世代奉仕委員会という小委員会で取り扱う
ことになっています。
　インターアクトは、四国の中では19クラブ。
高知県は、南クラブが提唱する土佐中高のイ
ンターアクトと仁淀クラブが提唱している明
徳中高のインターアクトの２クラブしかあり
ません。ですから、直接的な支援はほとんど
できません。
　ローターアクトは、四国内に８クラブ。高
知県は西ＲＡＣ一つだけです。東クラブも五
つの提唱クラブに入っていますが、ほとんど
西クラブにおんぶに抱っこの状態です。西Ｒ
ＡＣの例会は高知大神宮で行っています。今
年は、西ＲＡＣが地区の会長職や幹事職を引

き受けており、支援しなければいけないと思
いながらほとんどできていませんので、お詫
びしたいと思います。
　うちのクラブが昔から力を入れているのが
RYLAセミナーです。毎年、皆さん方のご支
援により、２名の受講生を送っています。私
は15年ほど前からRYLAセミナーに関わって
きましたが、会長職を受けたのを機会に、森
田さんに後を引き継いでいただきました。
　RYLAのＲはロータリー、Ｙはユース、Ｌ
はリーダーシップ、Ａはアワード、青少年指
導者養成講座、いわゆるリーダーを育てるた
めの講座です。2680地区と2670地区の共催で
開催され、毎年交替で主導しています。この
セミナーは飲食を共にしますので、受講生は
原則20歳以上、上限は決めていません。
　両地区から約60名が集まり、受講生は４つ
の班に分かれます。カウンセラー制度をとっ
ており、各班には男性カウンセラーがお父さ
ん、女性カウンセラーがお母さんとしてつき

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ

1,593,210円

44,750円

1,637,960円

16,880円

399円

17,279円

1,610,090円

45,149円

1,655,239円

チビニコ 合　計

５月16日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
５月30日㈬　役員会
５月30日㈬　奉仕プロジェクト研究会
　　　　　　（城西館）
６月６日㈬　委員会活動実績報告、定例理事会
６月10日㈰　野外レクリエーション
　　　　　　（西条、新居浜）
６月13日㈬　委員会活動実績報告
６月20日㈬　ガバナー補佐訪問
６月27日㈬　最終夜間例会
　　　　　　（ザ クラウンパレス）
７月４日㈬　会長クラブ運営方針発表
　　　　　　臨時総会、定例理事会
７月10日㈫～13日㈮　短期交換留学生受入
７月11日㈬　ガバナー訪問
７月18日㈬　各委員会発表
７月25日㈬　各委員会発表

■例会変更のお知らせ
高知南ＲＣ　　６月７日㈭　日時計例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　６月12日㈫　17日㈰職場例会に変更
高知西ＲＣ　　６月15日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　６月18日㈪　夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　６月19日㈫　夜間例会
高知中央ＲＣ　６月21日㈭　夜間例会
仁淀ＲＣ　　　６月21日㈭　夜間例会
高知西ＲＣ　　６月22日㈮　最終夜間例会
高知北ＲＣ　　６月25日㈪　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　６月26日㈫　あじさい夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　６月26日㈫　ロータリー休日
香長ＲＣ　　　６月26日㈫　役員交代夜間例会
高知南ＲＣ　　６月28日㈭　年度末夜間例会
高知中央ＲＣ　６月28日㈭　ロータリー休日
仁淀ＲＣ　　　７月26日㈭　夜間例会
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◇出席率報告

 ● 柳澤光秋　18・19・20日は福岡。21日は東
京、24・25日は余島、26日は髙松、27・28日
はつくば市と日程がつんでます。
 ● 土居祐三　残念、東クラブは幹事かわりま
す。
 ● 寺尾正生　先日、新旧８クラブ会長、幹事
会に出席させていただきました。時間よ止ま
れの心境です。本日は早退させていただきま
す。すみません。
 ● 水上　元　植物画展の開幕が近づいてきま
した。入園券と観覧券がセットになった前売
り券を東クラブの会員の皆さまとご家族には
1,400円のところを1,000円で提供できること
になりました。水上までお申し付けください。
なお、高校生以下と県内在住の65歳以上の方
は、このチケットの対象ではありませんので
ご注意ください。

 ● 沖　卓史　前回、間違ってニコニコ箱の金
額を少なく入れてしまいました。申しわけあ
りません。首はお陰様で少しずつよくなって
います。
 ● 早瀬源慶　４月10日、人工関節手術を受け
てきました。術後３日目から地獄のリハビリ
屈伸を続けて、その甲斐ありか５週間目、５
月15日退院。お陰様で杖なしで歩行ができる
ようになりました。長期欠席お詫び申します。
 ● 松﨑郷輔　皆勤出席の図書カードを当方で
お買い上げいただきありがとうございます。
今後ともよろしく。
 ● 山村一正　入会記念ありがとうございます。
 ● 別役重具　入会記念日、結婚記念日祝い御
礼。入会以来30数年になりました。
 ● 山本庸平　本日は社員が参加させていただ
きありがとうございました。RYLAに参加さ
せていただいたことと重ねてお礼申し上げま
す。　　
 ● サロンイースト協力金として　いつもあり
がとうございます。
◇遅刻・早退　２件

「青少年奉仕委員会より報告」

◇会員スピーチ 青少年奉仕委員会  別役　重具 会員

ます。社内や組織で期待される受講生に対し
て、ハイレベルな講義、テーマが与えられ、
答えを見つけ出していくという内容の濃い話
し合い（バズセッション）を行い、答えを発
表する場（フォーラム）。そして、一人一人
が思索にふける時間を設けています。
　RYLAセミナーは全国で行われています
が、３泊４日という期間は、我々のセミナー
だけです。亡くなった今井鎮雄先生たちが、
長く指導者として行ってきました。現在も、
2680地区のパストガバナーの方たちが、熱心
に運営等に関わっておられる姿には感服する
ところです。
　当クラブとしても、今後とも受講生を送る
よう進めていきたいと思いますので、皆さん
のご協力をよろしくお願いします。
◎林　翼さん（東海東京証券㈱）
　このセミナーの一つのテーマであった
「リーダーシップ」を本当に学ばせていただ
いたセミナーだったと思っています。
　私どもはＡ班で11人。フォーラムの内容
の、長年倒せなかった鬼を桃太郎たちがどう
いうふうに倒したのかといったことを話し合
いました。最初の１時間半ぐらいは、どうい
うふうに決めていくか話し合ったのですが、
全く決まらない。休憩のとき、私はリーダー
がいないことに注目しました。そこで、せっ
かくの機会だから、勇気を振り絞って私が
リーダーになることを提案しました。する
と、前半で何も決まらなかったことがわずか
10分で決まってしまいました。
　11人の中には、こういうストーリーにした
い。発表で１番になりたいという意見もあり
ましたが、私のコンセプトとしては、みんな
が納得できるストーリーになれば、それでい
いんじゃないかということで進めていきまし
た。
　私はこの経験を通して、それぞれの考えを
まとめるリーダー、リーダーシップというの

は、本当に重要なのだということを学びまし
た。ありがとうございました。
◎西野　通修さん（㈱酒井建設）
　４日間、講習も非常に興味深く聞かせてい
ただきましたが、やはり印象的だったのは班
で行った討論です。私の班は20代の方が多く
て30代は僕を入れて３人。若干のジェネレー
ションギャップを感じました。僕が年上で営
業職ですので、どうしても話の主導権を握っ
てしまいます。これはよくないんじゃないか
と感じて、途中からは少し発言を控えつつ、
みんなの話を聞いていたのですが、そうなる
となかなか話がまとまらない。
　僕たちの班は、まずどのように討論を進め
ていくかルールや目的を決めた上で、一番面
白いもの、どこの班もしないような発表をし
ようということで、話を肉付けしていきまし
た。主な話は３、４時間で決まったように思
います。
　発表が終わって、他の班の方やロータリア
ンの方から面白い発表だったと声をかけてい
ただきました。これは、反対意見が出ること
を想定しつつ、みんなで考えて、作ってきた
結果だと思います。みんなで一つのものを作
り上げていくという、非常にいい経験ができ
ました。
　さらに、全てが終わった後の打ち上げで、
お酒を飲みながら各メンバーの個人的な悩み
の相談に乗ったり、アドバイスをしたり。普
通では出会えない人たちと交流を深めて、そ
の人たちの考えを知ることができたことは、
今回のセミナーで最も価値のあることだった
と思います。今後も、こういったセミナーに
参加させていただいて、自分の知識や経験を
深めていきたいと思います。ありがとうござ
いました。
◇林　翼さんと西野通修さんに
　RYLAセミナー修了証をお渡ししました。

５月16日

５月２日

総数
－3 56

出席
45

欠席
4

メイク
アップ HC出席率

80.36％

出席率
92.45％4

ロータリー休日

事務局・河野さん
「フィレンツェのワンコ Vol.4」

事務局・河野さん
「フィレンツェのワンコ Vol.4」

みち　のぶ

　東京から長野新幹線で飯山市に入った。レンタカーを借りてまず最初に飯山市のお寺をま
わった。お寺の多い町で20余りある。その中で正受庵が有名。
正受庵
　白砂庭園の厳かで質素な庵であった。前にある賽銭箱
は真田六文銭の文字が刻まれている。ここの住人、正受
老人は真田幸村の兄、信之の子と云われ19歳で出家して
厳しい修行を重ねて、臨済宗名僧　恵端禅師として高名
であった。後、飯山に引きこもり正受庵に生母と一緒に
余生を過ごした。庵の隣に二人の墓が並んでいる。
サンクゼール
　千曲川に沿ってワインメーカーが４、５軒ある。その
ひとつサンクゼールを訪れた。建物は大きくないが周囲
はワイン畑が広がっている。そこでシャブリを５本買っ
た。
赤倉観光ホテル
　それから国道を上って峠を越すと上越に入る。標高
1,000メートルの妙高高原が広がり赤倉観光ホテルが赤い
屋根、白い壁のしゃれた姿を見せていた。

赤倉・野沢温泉（2017年10月）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関　淑公

　大倉財閥が建てた開業75年の古い伝統あるリゾートホテルである。私どもは新館の露天風
呂付の部屋でゆっくりした。そこから雲の下に広がる平原、赤く染まった紅葉の林が見られ
る。また露天風呂からも温泉に浸りながら眺めた。翌朝の
朝食の時も眼下の景色を楽しんだ。
赤倉山のロープウェイ
　ホテルの近くにあり、そこはスキー客がケーブルカーで
上がってスキーを楽しむ所である。私どもはケーブルカー
で上まで上がって広々とした雄大な高原を眺めた。降りる
途中も眺めが素晴らしく紅葉の林が広がっている。
　去る１月25日、この妙高高原で吹雪でスキー客の親子が
遭難し亡くなったニュースがあった。私はここだろうかと
思ったが妙高山のスキー場の近くだった。
いもり池
　車ですぐ近くにある。
　そこから越後富士と呼ばれる妙高山が池にも姿を映して
いた。ここが一番人を集めていた。その後信州に戻り、野
沢温泉を訪れた。
野沢温泉
　常磐屋は300年の歴史を誇る旅館で町中にある。近くに
源泉の一つ、麻窯がもうもうと煙を噴き出していた。また
町外れにロータリーソングに使われる唱歌「故郷」の作詞
家　高野辰之の記念館がある。先生は近くの中野町の出身
で東京で活躍し、ここ野沢温泉に別荘を持っていた。
　晩は各旅館から集まったお客さんと一緒にバスで裏山に
上がり夕日を眺めた。そして、旅館でゆっくり風呂に入っ
た。熱くもない穏やかな温泉であった。料理も質素なもの
で名物の野沢菜の漬物が出た。あっさりした味であった。
野沢温泉の周囲は野沢菜の畑が多い。翌朝、漬物を買いに
土産物店を廻った。大きな町ではないが、オーストラリア
人が少なからず目に入る。近くに大きなスキー場が３ヶ所
あり、長野オリンピックがここで行われた。オーストラリ
ア人は毎年、冬が近づ
くと30人ぐらい来る。
現地の人と結婚した者
もいる。今年は韓国の
平昌でオリンピックが
行われた。
　それから道の駅に寄
ったりして、飯山駅に
戻った。新幹線で東京
に戻り、羽田から帰高
した。

正受庵正受庵

サンクゼールサンクゼール

麻釜麻釜

妙高山妙高山

赤倉山のケーブルカー赤倉山のケーブルカー

妙高平原妙高平原

赤倉観光ホテル赤倉観光ホテル

野沢菜の畑野沢菜の畑

常盤屋常盤屋

夕日夕日
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本日　５月23日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「私の履歴書」

西村　美香 会員

次週　５月30日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「私の履歴書」

川端信一郎 会員

第2377回　例会報告／平成30年５月16日　天候　曇

◇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。
今日は、たくさんの方に
出席していただきありが
とうございます。沖縄で
はもう梅雨入りだそうで
す。じめじめする時季は

もうすぐです。
　先週は、竹村会員のお父様がご逝去され、
葬儀にはたくさんの会員が参列されました。
　本日は、３月22日から25日まで開催された
RYLAセミナーに参加した２名の方に来てい
ただいています。後ほど報告をお願いします。
　先日、８ＲＣの会長・幹事会が開催され、
北ＲＣは幹事が２年連続で同じ方が務めるそ
うです。当クラブの土居幹事も、本当はあと
２、３年務めたいようですが、残念ながら松
本さんが待っています。
　この会長・幹事会には大島ガバナー補佐も
出席されており、香長ＲＣも、もっと勉強し
たいのでこの会にオブザーバーで参加させて
欲しいとの要請がありました。検討の結果、
オブザーバーであればということで承認され
ました。来年度は高知ＲＣが幹事クラブにな
ります。
　米山翁は1920（大正９）年、52歳のとき、
日本初の東京ＲＣを創設します。その後、ロ
ータリークラブは日本全国に広がりますが、

米山翁は戦後すぐに亡くなっています。日本
のロータリーが国際ロータリーに復帰したの
は、米山翁が亡くなった後ですので、彼は戦
後のロータリーの隆盛を知らないというのは
残念なことだと思います。
　米山翁は18歳のとき、東京英和学校（現・
青山学院）でアメリカ人講師のもとで英語を
学んでいます。19歳で渡米し、８年間アメリ
カで学んで27歳で帰国します。その後、大正
10年、青山学院の校友会長に就任。米山翁は、
人間の教育は小学校のときからという思いを
持っていたので、青山学院の阿部義宗院長
の、幼い心の柔らかいうちから教育をという
考えに賛同し、私財をなげうって、1937（昭
和12）年、青山学院緑岡小学校を開設します。
米山翁は、温かい雰囲気の中で正しくのびの
びと、信頼できる人間教育をしたいと校長に
もなっています。そして「人々にして欲しい
とあなたが望むことを、あなたも人々にしな
さい」という言葉を残しています。
　今日の卓話は、別役重具会員の青少年奉仕
委員会の報告です。よろしくお願いします。
◇竹村克彦会員挨拶
　先日の父の葬儀に際しましては、大勢の皆
さまのご会葬をいただきましたこと、また、
たくさんの方からご厚志をいただきましたこ
とを、この場をお借りしてお礼申し上げます。
　３月１日には90歳の誕生日を迎え、免許の
更新もできたと喜んでいた父でしたが、ちょ
っとふらついた勢いで後頭部を打ち、脳内出

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

血で脳の機能が停止したようで、危篤と言わ
れてから30分ほどで、糸がほつれるように
逝ってしまいました。人の世話になりたくな
いと言っていた父が潔く逝ったんだと思いま
す。
　りっぱに生涯を閉じた父を目標に、これか
らも頑張っていきたいと思います。よろしく
お願いいたします。
◇創立50周年記念実行委員会より
　本日より「未来に育む」という新しい垂れ
幕もでき、50周年もいよいよ５ヵ月後に迫っ
てまいりました。
　先週の理事会で二つのことが承認されまし
たのでご報告します。一つは、講演会の講師
は門田隆将さんに決定しました。門田さんは

安芸市出身のノンフィクション作家で、最近
の著書「奇跡の歌：戦争と望郷とペギー葉
山」の中には、当クラブの別役重具さんの名
前も出てきますので、ぜひご覧ください。
　もう一つは、記念事業として「みんなで育
むコンサート」を９月30日、当ホテルにて開
催します。詳細は、後日お知らせしますが、
皆さんのご協力をよろしくお願いします。
◇幹　事　報　告
・来週は、現新引き継ぎのクラブ協議会を行

います。引き継ぎ文書の用意をお願いしま
す。

・本日例会終了後、50周年実行委員会を行い
ます。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

　今日は、私の卓話と合わせて、RYLAセミ
ナーの受講生、お二人に受講報告をしていた
だきます。
　青少年奉仕委員会は、大きくはインターア
クトクラブ、ローターアクトクラブ、RYLA
セミナーの三つの部門があり、それ以外は、
新世代奉仕委員会という小委員会で取り扱う
ことになっています。
　インターアクトは、四国の中では19クラブ。
高知県は、南クラブが提唱する土佐中高のイ
ンターアクトと仁淀クラブが提唱している明
徳中高のインターアクトの２クラブしかあり
ません。ですから、直接的な支援はほとんど
できません。
　ローターアクトは、四国内に８クラブ。高
知県は西ＲＡＣ一つだけです。東クラブも五
つの提唱クラブに入っていますが、ほとんど
西クラブにおんぶに抱っこの状態です。西Ｒ
ＡＣの例会は高知大神宮で行っています。今
年は、西ＲＡＣが地区の会長職や幹事職を引

き受けており、支援しなければいけないと思
いながらほとんどできていませんので、お詫
びしたいと思います。
　うちのクラブが昔から力を入れているのが
RYLAセミナーです。毎年、皆さん方のご支
援により、２名の受講生を送っています。私
は15年ほど前からRYLAセミナーに関わって
きましたが、会長職を受けたのを機会に、森
田さんに後を引き継いでいただきました。
　RYLAのＲはロータリー、Ｙはユース、Ｌ
はリーダーシップ、Ａはアワード、青少年指
導者養成講座、いわゆるリーダーを育てるた
めの講座です。2680地区と2670地区の共催で
開催され、毎年交替で主導しています。この
セミナーは飲食を共にしますので、受講生は
原則20歳以上、上限は決めていません。
　両地区から約60名が集まり、受講生は４つ
の班に分かれます。カウンセラー制度をとっ
ており、各班には男性カウンセラーがお父さ
ん、女性カウンセラーがお母さんとしてつき

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ

1,593,210円

44,750円

1,637,960円

16,880円

399円

17,279円

1,610,090円

45,149円

1,655,239円

チビニコ 合　計

５月16日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
５月30日㈬　役員会
５月30日㈬　奉仕プロジェクト研究会
　　　　　　（城西館）
６月６日㈬　委員会活動実績報告、定例理事会
６月10日㈰　野外レクリエーション
　　　　　　（西条、新居浜）
６月13日㈬　委員会活動実績報告
６月20日㈬　ガバナー補佐訪問
６月27日㈬　最終夜間例会
　　　　　　（ザ クラウンパレス）
７月４日㈬　会長クラブ運営方針発表
　　　　　　臨時総会、定例理事会
７月10日㈫～13日㈮　短期交換留学生受入
７月11日㈬　ガバナー訪問
７月18日㈬　各委員会発表
７月25日㈬　各委員会発表

■例会変更のお知らせ
高知南ＲＣ　　６月７日㈭　日時計例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　６月12日㈫　17日㈰職場例会に変更
高知西ＲＣ　　６月15日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　６月18日㈪　夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　６月19日㈫　夜間例会
高知中央ＲＣ　６月21日㈭　夜間例会
仁淀ＲＣ　　　６月21日㈭　夜間例会
高知西ＲＣ　　６月22日㈮　最終夜間例会
高知北ＲＣ　　６月25日㈪　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　６月26日㈫　あじさい夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　６月26日㈫　ロータリー休日
香長ＲＣ　　　６月26日㈫　役員交代夜間例会
高知南ＲＣ　　６月28日㈭　年度末夜間例会
高知中央ＲＣ　６月28日㈭　ロータリー休日
仁淀ＲＣ　　　７月26日㈭　夜間例会
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◇出席率報告

 ● 柳澤光秋　18・19・20日は福岡。21日は東
京、24・25日は余島、26日は髙松、27・28日
はつくば市と日程がつんでます。
 ● 土居祐三　残念、東クラブは幹事かわりま
す。
 ● 寺尾正生　先日、新旧８クラブ会長、幹事
会に出席させていただきました。時間よ止ま
れの心境です。本日は早退させていただきま
す。すみません。
 ● 水上　元　植物画展の開幕が近づいてきま
した。入園券と観覧券がセットになった前売
り券を東クラブの会員の皆さまとご家族には
1,400円のところを1,000円で提供できること
になりました。水上までお申し付けください。
なお、高校生以下と県内在住の65歳以上の方
は、このチケットの対象ではありませんので
ご注意ください。

 ● 沖　卓史　前回、間違ってニコニコ箱の金
額を少なく入れてしまいました。申しわけあ
りません。首はお陰様で少しずつよくなって
います。
 ● 早瀬源慶　４月10日、人工関節手術を受け
てきました。術後３日目から地獄のリハビリ
屈伸を続けて、その甲斐ありか５週間目、５
月15日退院。お陰様で杖なしで歩行ができる
ようになりました。長期欠席お詫び申します。
 ● 松﨑郷輔　皆勤出席の図書カードを当方で
お買い上げいただきありがとうございます。
今後ともよろしく。
 ● 山村一正　入会記念ありがとうございます。
 ● 別役重具　入会記念日、結婚記念日祝い御
礼。入会以来30数年になりました。
 ● 山本庸平　本日は社員が参加させていただ
きありがとうございました。RYLAに参加さ
せていただいたことと重ねてお礼申し上げま
す。　　
 ● サロンイースト協力金として　いつもあり
がとうございます。
◇遅刻・早退　２件

「青少年奉仕委員会より報告」

◇会員スピーチ 青少年奉仕委員会  別役　重具 会員

ます。社内や組織で期待される受講生に対し
て、ハイレベルな講義、テーマが与えられ、
答えを見つけ出していくという内容の濃い話
し合い（バズセッション）を行い、答えを発
表する場（フォーラム）。そして、一人一人
が思索にふける時間を設けています。
　RYLAセミナーは全国で行われています
が、３泊４日という期間は、我々のセミナー
だけです。亡くなった今井鎮雄先生たちが、
長く指導者として行ってきました。現在も、
2680地区のパストガバナーの方たちが、熱心
に運営等に関わっておられる姿には感服する
ところです。
　当クラブとしても、今後とも受講生を送る
よう進めていきたいと思いますので、皆さん
のご協力をよろしくお願いします。
◎林　翼さん（東海東京証券㈱）
　このセミナーの一つのテーマであった
「リーダーシップ」を本当に学ばせていただ
いたセミナーだったと思っています。
　私どもはＡ班で11人。フォーラムの内容
の、長年倒せなかった鬼を桃太郎たちがどう
いうふうに倒したのかといったことを話し合
いました。最初の１時間半ぐらいは、どうい
うふうに決めていくか話し合ったのですが、
全く決まらない。休憩のとき、私はリーダー
がいないことに注目しました。そこで、せっ
かくの機会だから、勇気を振り絞って私が
リーダーになることを提案しました。する
と、前半で何も決まらなかったことがわずか
10分で決まってしまいました。
　11人の中には、こういうストーリーにした
い。発表で１番になりたいという意見もあり
ましたが、私のコンセプトとしては、みんな
が納得できるストーリーになれば、それでい
いんじゃないかということで進めていきまし
た。
　私はこの経験を通して、それぞれの考えを
まとめるリーダー、リーダーシップというの

は、本当に重要なのだということを学びまし
た。ありがとうございました。
◎西野　通修さん（㈱酒井建設）
　４日間、講習も非常に興味深く聞かせてい
ただきましたが、やはり印象的だったのは班
で行った討論です。私の班は20代の方が多く
て30代は僕を入れて３人。若干のジェネレー
ションギャップを感じました。僕が年上で営
業職ですので、どうしても話の主導権を握っ
てしまいます。これはよくないんじゃないか
と感じて、途中からは少し発言を控えつつ、
みんなの話を聞いていたのですが、そうなる
となかなか話がまとまらない。
　僕たちの班は、まずどのように討論を進め
ていくかルールや目的を決めた上で、一番面
白いもの、どこの班もしないような発表をし
ようということで、話を肉付けしていきまし
た。主な話は３、４時間で決まったように思
います。
　発表が終わって、他の班の方やロータリア
ンの方から面白い発表だったと声をかけてい
ただきました。これは、反対意見が出ること
を想定しつつ、みんなで考えて、作ってきた
結果だと思います。みんなで一つのものを作
り上げていくという、非常にいい経験ができ
ました。
　さらに、全てが終わった後の打ち上げで、
お酒を飲みながら各メンバーの個人的な悩み
の相談に乗ったり、アドバイスをしたり。普
通では出会えない人たちと交流を深めて、そ
の人たちの考えを知ることができたことは、
今回のセミナーで最も価値のあることだった
と思います。今後も、こういったセミナーに
参加させていただいて、自分の知識や経験を
深めていきたいと思います。ありがとうござ
いました。
◇林　翼さんと西野通修さんに
　RYLAセミナー修了証をお渡ししました。

５月16日

５月２日

総数
－3 56

出席
45

欠席
4

メイク
アップ HC出席率

80.36％

出席率
92.45％4

ロータリー休日

事務局・河野さん
「フィレンツェのワンコ Vol.4」

事務局・河野さん
「フィレンツェのワンコ Vol.4」

みち　のぶ

　東京から長野新幹線で飯山市に入った。レンタカーを借りてまず最初に飯山市のお寺をま
わった。お寺の多い町で20余りある。その中で正受庵が有名。
正受庵
　白砂庭園の厳かで質素な庵であった。前にある賽銭箱
は真田六文銭の文字が刻まれている。ここの住人、正受
老人は真田幸村の兄、信之の子と云われ19歳で出家して
厳しい修行を重ねて、臨済宗名僧　恵端禅師として高名
であった。後、飯山に引きこもり正受庵に生母と一緒に
余生を過ごした。庵の隣に二人の墓が並んでいる。
サンクゼール
　千曲川に沿ってワインメーカーが４、５軒ある。その
ひとつサンクゼールを訪れた。建物は大きくないが周囲
はワイン畑が広がっている。そこでシャブリを５本買っ
た。
赤倉観光ホテル
　それから国道を上って峠を越すと上越に入る。標高
1,000メートルの妙高高原が広がり赤倉観光ホテルが赤い
屋根、白い壁のしゃれた姿を見せていた。

赤倉・野沢温泉（2017年10月）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関　淑公

　大倉財閥が建てた開業75年の古い伝統あるリゾートホテルである。私どもは新館の露天風
呂付の部屋でゆっくりした。そこから雲の下に広がる平原、赤く染まった紅葉の林が見られ
る。また露天風呂からも温泉に浸りながら眺めた。翌朝の
朝食の時も眼下の景色を楽しんだ。
赤倉山のロープウェイ
　ホテルの近くにあり、そこはスキー客がケーブルカーで
上がってスキーを楽しむ所である。私どもはケーブルカー
で上まで上がって広々とした雄大な高原を眺めた。降りる
途中も眺めが素晴らしく紅葉の林が広がっている。
　去る１月25日、この妙高高原で吹雪でスキー客の親子が
遭難し亡くなったニュースがあった。私はここだろうかと
思ったが妙高山のスキー場の近くだった。
いもり池
　車ですぐ近くにある。
　そこから越後富士と呼ばれる妙高山が池にも姿を映して
いた。ここが一番人を集めていた。その後信州に戻り、野
沢温泉を訪れた。
野沢温泉
　常磐屋は300年の歴史を誇る旅館で町中にある。近くに
源泉の一つ、麻窯がもうもうと煙を噴き出していた。また
町外れにロータリーソングに使われる唱歌「故郷」の作詞
家　高野辰之の記念館がある。先生は近くの中野町の出身
で東京で活躍し、ここ野沢温泉に別荘を持っていた。
　晩は各旅館から集まったお客さんと一緒にバスで裏山に
上がり夕日を眺めた。そして、旅館でゆっくり風呂に入っ
た。熱くもない穏やかな温泉であった。料理も質素なもの
で名物の野沢菜の漬物が出た。あっさりした味であった。
野沢温泉の周囲は野沢菜の畑が多い。翌朝、漬物を買いに
土産物店を廻った。大きな町ではないが、オーストラリア
人が少なからず目に入る。近くに大きなスキー場が３ヶ所
あり、長野オリンピックがここで行われた。オーストラリ
ア人は毎年、冬が近づ
くと30人ぐらい来る。
現地の人と結婚した者
もいる。今年は韓国の
平昌でオリンピックが
行われた。
　それから道の駅に寄
ったりして、飯山駅に
戻った。新幹線で東京
に戻り、羽田から帰高
した。

正受庵正受庵

サンクゼールサンクゼール

麻釜麻釜

妙高山妙高山

赤倉山のケーブルカー赤倉山のケーブルカー

妙高平原妙高平原

赤倉観光ホテル赤倉観光ホテル

野沢菜の畑野沢菜の畑

常盤屋常盤屋

夕日夕日


