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本日　６月13日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　委　員　会　活　動　実　績　報　告

次週　６月20日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　ガ　バ　ナ　ー　補　佐　訪　問

第2380回　例会報告／平成30年６月６日　天候　雨

◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
たくさんの出席ありがと
うございます。６月に入
り、私がここでお話する
のも、あと２、３回とな
りました。嬉しいやら寂

しいやらといった状況です。１年間、私のつ
たない話をお聞きくださって、誠にありがと
うございます。
　今日は、嬉しいことに宇津木さんの後任と
して、第一生命保険㈱の岡本裕史さんが入会
されます。
　４月30日から、私どもに長期交換学生のレ
イチェルが来ています。うちの子どもは下が
もう31歳ですから、20数年ぶりの女子高生で
す。やはりアメリカと日本の生活の違いがあ
り、家内にとっては、いろいろ難しい面もあ
るようですが、第４家族目ですので、日本語
はほとんど通じますし、土佐弁も流ちょうに
使います。今朝も、学校まで車で送りました
が、帰りはどうするか聞くと、歩いて帰りま
すとのことでした。
　私はずっと米山先生のお話をしてきました
が、今月の「ロータリーの友」の22ページか
ら、米山記念奨学事業の50年の歩み。そし

て、今年米山梅吉さん生誕150年を迎えると
いうことで、10代から60代まできれいにまと
めてあります。特に入会３年未満の方は、米
山先生のことを聞かれても答えられるように
していただいたら嬉しく思います。ぜひ、目
を通していただきたいと思います。
　本日は、委員会活動実績報告です。
◇来訪ロータリアン
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
　安芸ＲＣ　　　清岡　豊 氏
　高知南ＲＣ　　加藤敏仁 氏
◇親睦委員会より
　来週の10日㈰に予定している野外レクレー
ション、アサヒビール工場と別子銅山の見学
について、２名のキャンセルが出ました。も
し、都合のつく方があれば、２名の参加をお
願いできれば助かります。私か事務局までご
連絡ください。
◇６月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　川端信一郎
　島村　信一
 ● 配偶者誕生日
　天野いつか　　近森　順子　　近森　東香
　柳澤　順子
 ● 家庭記念日
　永野　正将　　西森　　大　　前川美智子
　野町　和也
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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

 ● 入会記念日
　石川　　健　　大川内孝典　　西村　美香
　岡　今朝男　　島村　信一　　竹村　克彦
　山本　庸平　
◇新入会員紹介
　　　　　　・氏　　名　岡本　裕史
　　　　　　・生年月日　昭和38年12月２日
　　　　　　・職　　業　第一生命保険㈱
　　　　　　　　　　　　高知支社長
　　　　　　・配　偶　者　多美子

・趣　　味　一人旅
・専任アドバイザー　　久松啓一会員
・岡本裕史氏挨拶
　家族は、妻と子ども２人。上が26歳、下が
16歳です。出身は関西、自宅は大阪です。単
身赴任は今期で12年目です。前任が東京、そ
の前が仙台でしたので久々に西に戻ってこれ
ましたが、四国は初めてです。高知に早く慣
れて、何かを見つけていきたいと思っていま
す。ご指導よろしくお願いします。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

◎ＳＡＡ（発表：永野正将）
　会場監督としての責任
を持ち、例会における気
品と風紀を守り、秩序正
しく、なごやかかつ楽し
い運営を行うことができ
ました。ご協力いただい

た会員の皆さま、心より感謝申し上げます。
　内容は、
１．例会における時間と秩序の厳守…会員の

皆さまのご協力のおかげで定められた時間
内に秩序ある運営ができた。

２．ソングリーダーを親睦委員会にお願いす
る…全ての例会において、親睦委員会の皆
さんにソングリーダーを務めていただいた。

３．例会時の座席の配置や食事配分及び内容
に配慮…ザ・クランパレス新阪急高知さん
のご協力のもと、趣向を凝らした座席配置、
食事配分、内容についても最適な配慮がで
きた。

４．会員記念日の記念品として、喜んでもら
えるものを準備…会員誕生日にはペン、配
偶者誕生日にはスリムボトル、家庭記念日
には懐中電灯、入会記念日には磁石式の会
員証を用意し、皆さんに喜んでいただいて
いると思います。

５．サロンイーストを通じて親睦の輪を広げ
ていく…多くの皆さんにサロンイーストを
ご利用いただいた。新入会員を含めまだま
だ周知不足ですが、今後も活用していただ
きたい。

６．ニコニコ、チビニコ箱への協力…ニコニ
コは全会員のご協力を得て、例年同様の実
績を上げることができた。チビニコは例年
と比べると少し減少。来年度に引き継いで
いきたい。

◎職業奉仕委員会（発表：森田康子）
１．四つのテストの推進
　…毎月第１例会で唱和
　した。
２．３名の新入会員に四
　つのテストの綱領とロ
　ータリアンの職業奉仕、

四つの反省を配付した。
３．プログラム委員会と連携し、新入会員

（川端会員、西森会員）に卓話をお願いし
た。

４．２月21日、県立牧野植物園にて職場例会
を開催。多くの会員の出席を得た。

５．職業奉仕の理念について、造詣の深い浦
田会員に卓話をしていただいた。

◎青少年奉仕委員会（発表：別役重具）
　５月16日、青少年委員
会活動報告を兼ねてＲＹ
ＬＡの報告を行いました
ので、週報をご覧くださ
い。
　今年もＲＹＬＡに委員

長として参加し、２名のライラリアンを余島
に送りました。

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ

1,667,270円

76,350円

1,743,620円

17,294円

0円

17,294円

1,684,564円

76,350円

1,760,914円

チビニコ 合　計

６月６日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
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
高知中央ＲＣ　７月５日㈭　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　７月10日㈫　夜間例会
香長ＲＣ　　　７月10日㈫　12日㈭短期交換学生歓迎会に変更
高知西ＲＣ　　７月13日㈮　夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　７月17日㈫　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　７月23日㈪　夜間例会
高知中央ＲＣ　７月26日㈭　夜間例会
仁淀ＲＣ　　　７月26日㈭　夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　７月31日㈫　ロータリー休日

なっていただきありがとうございました。
　このような経験をさせて頂いた石川会長、
土居幹事に感謝申し上げます。
◎親睦委員会（発表：岡　今朝男）

　10名の委員で役割分担
を決め、会長の運営方針
に添えるように例会を中
心に活動してまいりまし
た。
・夜間例会…年５回の家

族夜間例会として開催
　　創立記念夜間例会・10月　11日54名、忘

年夜間例　会・12月20日61名、観　梅夜間
例会・２月７日　42名、花見例会・３月　
28日42名、最終夜間例会・６月27日予定

・野外レクレーション…６月10日アサヒビー
ル工場、ジンギスカン食べ放題、別子銅山
の予定

・趣味の集い…ゴルフ、10月８日12名、３月
12日12名、

・東酔会…１月13日13名
・歓迎会…７月19日（西村会員、島村会員、

山本会員、川端会員）37名、12月13日（西

森会員）
・送別会…２月21日（内田会員）35名、３月

７日（宇津木会員）26名、
・水曜会の活動の後援…１月14日、大丸前の

チャリティバザーを手伝う
◎雑誌・会報委員会（発表：髙橋卓弥）

　例会、その他の各種活
動を記録、掲載した週報
の作成をしました。その
際、広報・ＩＴ委員会と
の連携、他会員の皆さん
のご協力、事務局の河野

さんに多大なご協力をいただき、全ての活動
記録を残せたことを感謝申し上げます。
　週報の校正に関しては、土居幹事がほとん
どしていただきありがとうございました。
　「ロータリーの友」を医療機関の会員の皆
さんに配布し、一般の方々にもロータリーを
知っていただくきっかけづくりができたので
はないかと思います。
　１年間を通じて、写真撮影の際、皆さんか
ら素晴らしい笑顔をいただいたこと、本当に
ありがとうございました。

◎国際奉仕委員会（発表：水上　元）
１．短期交換留学生の受
け入れ…昨年７月16日か
ら18日まで２組を前川会
員、窪田会員の紹介で中
澤様に受け入れていただ
きました。

２．長期交換留学生の受け入れ…現在、４月
30日から６月24日まで、石川会長に受け入
れていただいています。

　　短期・長期ともに親睦委員会のご協力を
得て、歓迎会を開催。

３．短期交換学生の派遣…中澤さんの息子さ
んを派遣

４．231枚の書き損じハガキを回収し、１万
824円を寄付した。

◎ロータリー財団委員会（発表：前川美智子）
１．昨年12月16日、高知
　東ＲＣ地区補助金事業
　として、「高知おむつ
　バンク事業キックオフ
　イベントシンポジウム、
　困っている子どもたち

について考えよう」を高知市立自由民権記
念館で開催。

　　高知おむつバンクとは、各家庭の未使用
紙おむつを困っている子どもたちに寄付す
るシステムで、本事業の柱は
・上記寄付システムをおむつバンクと称し

て提唱するとともに、運営主体となる聖
園ベビーホームに引き継ぐこと。

・キックオフイベントとして、困り事を抱
える子どもたちに関わる専門家、パネリ
ストの意見交換会、シンポジウムを行う。

・おむつバンクの広報支援として、チラシ
やグッズを作成して配布する。

　　翌日の新聞に報道され、新システムの
立ち上げ及び告知という目的を一定果た
すことができた。また2018年４月、おむ
つバンク事業についてラジオ放送でも取
り上げてもらい、４月９日にはラジオ出
演も行った。

２．2018－19年地区補助金については、次期
委員長が活動を進めており、おむつバンク
の広報普及を内容とする地区補助金の申請
が認められた。柳澤ガバナーのおかげで、

1600ドルに200ドルの上乗せをいただいて
います。

３．ロータリー財団への寄付について、年次
寄付120ドルの実施。

４．ロータリー財団月間の12月に、財団につ
いて理解を深める卓話を行いました。

　　３年間、財団委員生活を通じ、ロータ
リーのことを勉強させていただきました。
皆さまのご協力ありがとうございました。

◎米山奨学会委員会（発表：大川内孝典）
　奨学事業の理解の促進、
寄付金増進、奨学生の学
友との交流促進・広報の
３つを柱に活動した結果、
寄付金は、普通寄付金と
特別寄付金の合計63万。

米山功労者は４名。普通寄付金は、会長幹事
の頑張りと皆さまのご理解により、来期より
年１人6,000円にアップします。ありがとう
ございます。米山講は９名の方にご協力いた
だき、特別寄付を行いました。
　米山奨学生３名全員に卓話をしていただき
ました。
◎クラブ奉仕委員会（発表：寺尾正生）

　一度、情報共有をかね
て、８奉仕委員会で集ま
ることを計画していまし
たが、実現できませんで
した。しかし、８奉仕委
員会ともに素晴らしい委

員長のもと、十分な活動をしていただきまし
た。
　お詫びとして、来期は短期交換留学生をお
引き受けいたします。
◎広報・ＩＴ委員会（発表：近森範久）

　基本方針に基づき、当
クラブの例会、奉仕活動、
各種大会への参加、水曜
会の奉仕活動などの報告
を速攻性を重視しつつ、
クラブホームページや

フェイスブックなどを活用し、会員だけでな
く、地域社会の認識と関心を高めるとともに、
公共イメージの向上を図るような広報に努め
てまいりました。
　広報活動において、いろんな方に被写体に
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 ● 石川　健　入会記念のお礼。梅雨の恵みの
雨をありがたくいただきましょう！
 ● 土居祐三　30年度高知県優良建設工事表彰
に申し込みました。今年こそ受賞したいなぁ
～。
 ● 髙橋卓弥　１年間、会報への写真掲載ご協
力ありがとうございました。奉仕プロジェク
ト研究会後の二次会の残りをニコニコへ。
 ● 前川美智子　昨日、新しい生命に出逢いま
した。無事に安産での出産、ありがたくあり
がたく全てに感謝します。幸せで心あたたか
い日を迎えました。結婚記念日のお祝いあり
がとうございます。
 ● 小比賀和弘　お誕生日のプレゼントいただ
きありがとうございます。例会に出れなくて
皆さまにご迷惑をかけてすみません。
 ● 島村信一　誕生日祝いありがとうございま
した。
 ● 川端信一郎　今月誕生月です。プレゼント
ありがとうございます。
 ● 柳澤光秋　家内誕生日お礼。松野さんあり
がとうございました。６月２、３日と京都に
行きました。
 ● 近森淳二　家内誕生祝いありがとうござい
ました。

 ● 近森範久　妻の誕生日プレゼントありがと
うございます。
 ● 天野禎久　妻の誕生祝いありがとうござい
ます。４月から２年ぶりの同居が始まり、よ
うやくペースがつかめてきました。併せて、
先般の次年度親睦委員会と祝賀委員会の打ち
合わせときの会費の余りをニコニコへ。
 ● 西森　大　６月17日は結婚記念日です。17
年続いています。これからも「よろしくお願
いします」と伝えます。
 ● 永野正将　家庭記念品ありがとうございま
す。今日で16年目です。また１年間ＳＡＡに
ご協力いただきありがとうございました。さ
らに、ガバナー年度として、月信や地区大会
関係など、たくさんのお仕事をさせていただ
き本当にありがとうございました。
 ● 西村美香　入会記念ありがとうございます。
１年経ちました。これからもよろしくお願い
します。
 ● 岡　今朝男　入会記念ありがとうございま
した。親睦委員長としても１年間お世話にな
りました。
 ● 竹村克彦　入会記念のお祝いありがとうご
ざいました。
 ● 大川内孝典　入会記念ありがとうございま
した。７年目に入ります。よろしくお願いし
ます。
 ● 山本庸平　入会祝いありがとうございまし
た。　
 ● 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

事務局・河野さん
「エジンバラ・友達発見のワンコ」

事務局・河野さん
「エジンバラ・友達発見のワンコ」

東ＲＣ奉仕プロジェクト研究会
2018年５月30日㈬　於：城西館
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本日　６月13日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　委　員　会　活　動　実　績　報　告

次週　６月20日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　ガ　バ　ナ　ー　補　佐　訪　問

第2380回　例会報告／平成30年６月６日　天候　雨

◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
たくさんの出席ありがと
うございます。６月に入
り、私がここでお話する
のも、あと２、３回とな
りました。嬉しいやら寂

しいやらといった状況です。１年間、私のつ
たない話をお聞きくださって、誠にありがと
うございます。
　今日は、嬉しいことに宇津木さんの後任と
して、第一生命保険㈱の岡本裕史さんが入会
されます。
　４月30日から、私どもに長期交換学生のレ
イチェルが来ています。うちの子どもは下が
もう31歳ですから、20数年ぶりの女子高生で
す。やはりアメリカと日本の生活の違いがあ
り、家内にとっては、いろいろ難しい面もあ
るようですが、第４家族目ですので、日本語
はほとんど通じますし、土佐弁も流ちょうに
使います。今朝も、学校まで車で送りました
が、帰りはどうするか聞くと、歩いて帰りま
すとのことでした。
　私はずっと米山先生のお話をしてきました
が、今月の「ロータリーの友」の22ページか
ら、米山記念奨学事業の50年の歩み。そし

て、今年米山梅吉さん生誕150年を迎えると
いうことで、10代から60代まできれいにまと
めてあります。特に入会３年未満の方は、米
山先生のことを聞かれても答えられるように
していただいたら嬉しく思います。ぜひ、目
を通していただきたいと思います。
　本日は、委員会活動実績報告です。
◇来訪ロータリアン
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
　安芸ＲＣ　　　清岡　豊 氏
　高知南ＲＣ　　加藤敏仁 氏
◇親睦委員会より
　来週の10日㈰に予定している野外レクレー
ション、アサヒビール工場と別子銅山の見学
について、２名のキャンセルが出ました。も
し、都合のつく方があれば、２名の参加をお
願いできれば助かります。私か事務局までご
連絡ください。
◇６月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　川端信一郎
　島村　信一
 ● 配偶者誕生日
　天野いつか　　近森　順子　　近森　東香
　柳澤　順子
 ● 家庭記念日
　永野　正将　　西森　　大　　前川美智子
　野町　和也
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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
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 ● 入会記念日
　石川　　健　　大川内孝典　　西村　美香
　岡　今朝男　　島村　信一　　竹村　克彦
　山本　庸平　
◇新入会員紹介
　　　　　　・氏　　名　岡本　裕史
　　　　　　・生年月日　昭和38年12月２日
　　　　　　・職　　業　第一生命保険㈱
　　　　　　　　　　　　高知支社長
　　　　　　・配　偶　者　多美子

・趣　　味　一人旅
・専任アドバイザー　　久松啓一会員
・岡本裕史氏挨拶
　家族は、妻と子ども２人。上が26歳、下が
16歳です。出身は関西、自宅は大阪です。単
身赴任は今期で12年目です。前任が東京、そ
の前が仙台でしたので久々に西に戻ってこれ
ましたが、四国は初めてです。高知に早く慣
れて、何かを見つけていきたいと思っていま
す。ご指導よろしくお願いします。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

◎ＳＡＡ（発表：永野正将）
　会場監督としての責任
を持ち、例会における気
品と風紀を守り、秩序正
しく、なごやかかつ楽し
い運営を行うことができ
ました。ご協力いただい

た会員の皆さま、心より感謝申し上げます。
　内容は、
１．例会における時間と秩序の厳守…会員の

皆さまのご協力のおかげで定められた時間
内に秩序ある運営ができた。

２．ソングリーダーを親睦委員会にお願いす
る…全ての例会において、親睦委員会の皆
さんにソングリーダーを務めていただいた。

３．例会時の座席の配置や食事配分及び内容
に配慮…ザ・クランパレス新阪急高知さん
のご協力のもと、趣向を凝らした座席配置、
食事配分、内容についても最適な配慮がで
きた。

４．会員記念日の記念品として、喜んでもら
えるものを準備…会員誕生日にはペン、配
偶者誕生日にはスリムボトル、家庭記念日
には懐中電灯、入会記念日には磁石式の会
員証を用意し、皆さんに喜んでいただいて
いると思います。

５．サロンイーストを通じて親睦の輪を広げ
ていく…多くの皆さんにサロンイーストを
ご利用いただいた。新入会員を含めまだま
だ周知不足ですが、今後も活用していただ
きたい。

６．ニコニコ、チビニコ箱への協力…ニコニ
コは全会員のご協力を得て、例年同様の実
績を上げることができた。チビニコは例年
と比べると少し減少。来年度に引き継いで
いきたい。

◎職業奉仕委員会（発表：森田康子）
１．四つのテストの推進
　…毎月第１例会で唱和
　した。
２．３名の新入会員に四
　つのテストの綱領とロ
　ータリアンの職業奉仕、

四つの反省を配付した。
３．プログラム委員会と連携し、新入会員

（川端会員、西森会員）に卓話をお願いし
た。

４．２月21日、県立牧野植物園にて職場例会
を開催。多くの会員の出席を得た。

５．職業奉仕の理念について、造詣の深い浦
田会員に卓話をしていただいた。

◎青少年奉仕委員会（発表：別役重具）
　５月16日、青少年委員
会活動報告を兼ねてＲＹ
ＬＡの報告を行いました
ので、週報をご覧くださ
い。
　今年もＲＹＬＡに委員

長として参加し、２名のライラリアンを余島
に送りました。

● ニコニコ箱 ●

先週まで
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1,667,270円

76,350円
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17,294円
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チビニコ 合　計

６月６日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
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
高知中央ＲＣ　７月５日㈭　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　７月10日㈫　夜間例会
香長ＲＣ　　　７月10日㈫　12日㈭短期交換学生歓迎会に変更
高知西ＲＣ　　７月13日㈮　夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　７月17日㈫　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　７月23日㈪　夜間例会
高知中央ＲＣ　７月26日㈭　夜間例会
仁淀ＲＣ　　　７月26日㈭　夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　７月31日㈫　ロータリー休日

なっていただきありがとうございました。
　このような経験をさせて頂いた石川会長、
土居幹事に感謝申し上げます。
◎親睦委員会（発表：岡　今朝男）

　10名の委員で役割分担
を決め、会長の運営方針
に添えるように例会を中
心に活動してまいりまし
た。
・夜間例会…年５回の家

族夜間例会として開催
　　創立記念夜間例会・10月　11日54名、忘

年夜間例　会・12月20日61名、観　梅夜間
例会・２月７日　42名、花見例会・３月　
28日42名、最終夜間例会・６月27日予定

・野外レクレーション…６月10日アサヒビー
ル工場、ジンギスカン食べ放題、別子銅山
の予定

・趣味の集い…ゴルフ、10月８日12名、３月
12日12名、

・東酔会…１月13日13名
・歓迎会…７月19日（西村会員、島村会員、

山本会員、川端会員）37名、12月13日（西

森会員）
・送別会…２月21日（内田会員）35名、３月

７日（宇津木会員）26名、
・水曜会の活動の後援…１月14日、大丸前の

チャリティバザーを手伝う
◎雑誌・会報委員会（発表：髙橋卓弥）

　例会、その他の各種活
動を記録、掲載した週報
の作成をしました。その
際、広報・ＩＴ委員会と
の連携、他会員の皆さん
のご協力、事務局の河野

さんに多大なご協力をいただき、全ての活動
記録を残せたことを感謝申し上げます。
　週報の校正に関しては、土居幹事がほとん
どしていただきありがとうございました。
　「ロータリーの友」を医療機関の会員の皆
さんに配布し、一般の方々にもロータリーを
知っていただくきっかけづくりができたので
はないかと思います。
　１年間を通じて、写真撮影の際、皆さんか
ら素晴らしい笑顔をいただいたこと、本当に
ありがとうございました。

◎国際奉仕委員会（発表：水上　元）
１．短期交換留学生の受
け入れ…昨年７月16日か
ら18日まで２組を前川会
員、窪田会員の紹介で中
澤様に受け入れていただ
きました。

２．長期交換留学生の受け入れ…現在、４月
30日から６月24日まで、石川会長に受け入
れていただいています。

　　短期・長期ともに親睦委員会のご協力を
得て、歓迎会を開催。

３．短期交換学生の派遣…中澤さんの息子さ
んを派遣

４．231枚の書き損じハガキを回収し、１万
824円を寄付した。

◎ロータリー財団委員会（発表：前川美智子）
１．昨年12月16日、高知
　東ＲＣ地区補助金事業
　として、「高知おむつ
　バンク事業キックオフ
　イベントシンポジウム、
　困っている子どもたち

について考えよう」を高知市立自由民権記
念館で開催。

　　高知おむつバンクとは、各家庭の未使用
紙おむつを困っている子どもたちに寄付す
るシステムで、本事業の柱は
・上記寄付システムをおむつバンクと称し

て提唱するとともに、運営主体となる聖
園ベビーホームに引き継ぐこと。

・キックオフイベントとして、困り事を抱
える子どもたちに関わる専門家、パネリ
ストの意見交換会、シンポジウムを行う。

・おむつバンクの広報支援として、チラシ
やグッズを作成して配布する。

　　翌日の新聞に報道され、新システムの
立ち上げ及び告知という目的を一定果た
すことができた。また2018年４月、おむ
つバンク事業についてラジオ放送でも取
り上げてもらい、４月９日にはラジオ出
演も行った。

２．2018－19年地区補助金については、次期
委員長が活動を進めており、おむつバンク
の広報普及を内容とする地区補助金の申請
が認められた。柳澤ガバナーのおかげで、

1600ドルに200ドルの上乗せをいただいて
います。

３．ロータリー財団への寄付について、年次
寄付120ドルの実施。

４．ロータリー財団月間の12月に、財団につ
いて理解を深める卓話を行いました。

　　３年間、財団委員生活を通じ、ロータ
リーのことを勉強させていただきました。
皆さまのご協力ありがとうございました。

◎米山奨学会委員会（発表：大川内孝典）
　奨学事業の理解の促進、
寄付金増進、奨学生の学
友との交流促進・広報の
３つを柱に活動した結果、
寄付金は、普通寄付金と
特別寄付金の合計63万。

米山功労者は４名。普通寄付金は、会長幹事
の頑張りと皆さまのご理解により、来期より
年１人6,000円にアップします。ありがとう
ございます。米山講は９名の方にご協力いた
だき、特別寄付を行いました。
　米山奨学生３名全員に卓話をしていただき
ました。
◎クラブ奉仕委員会（発表：寺尾正生）

　一度、情報共有をかね
て、８奉仕委員会で集ま
ることを計画していまし
たが、実現できませんで
した。しかし、８奉仕委
員会ともに素晴らしい委

員長のもと、十分な活動をしていただきまし
た。
　お詫びとして、来期は短期交換留学生をお
引き受けいたします。
◎広報・ＩＴ委員会（発表：近森範久）

　基本方針に基づき、当
クラブの例会、奉仕活動、
各種大会への参加、水曜
会の奉仕活動などの報告
を速攻性を重視しつつ、
クラブホームページや

フェイスブックなどを活用し、会員だけでな
く、地域社会の認識と関心を高めるとともに、
公共イメージの向上を図るような広報に努め
てまいりました。
　広報活動において、いろんな方に被写体に
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◇委員会事業報告
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 ● 石川　健　入会記念のお礼。梅雨の恵みの
雨をありがたくいただきましょう！
 ● 土居祐三　30年度高知県優良建設工事表彰
に申し込みました。今年こそ受賞したいなぁ
～。
 ● 髙橋卓弥　１年間、会報への写真掲載ご協
力ありがとうございました。奉仕プロジェク
ト研究会後の二次会の残りをニコニコへ。
 ● 前川美智子　昨日、新しい生命に出逢いま
した。無事に安産での出産、ありがたくあり
がたく全てに感謝します。幸せで心あたたか
い日を迎えました。結婚記念日のお祝いあり
がとうございます。
 ● 小比賀和弘　お誕生日のプレゼントいただ
きありがとうございます。例会に出れなくて
皆さまにご迷惑をかけてすみません。
 ● 島村信一　誕生日祝いありがとうございま
した。
 ● 川端信一郎　今月誕生月です。プレゼント
ありがとうございます。
 ● 柳澤光秋　家内誕生日お礼。松野さんあり
がとうございました。６月２、３日と京都に
行きました。
 ● 近森淳二　家内誕生祝いありがとうござい
ました。

 ● 近森範久　妻の誕生日プレゼントありがと
うございます。
 ● 天野禎久　妻の誕生祝いありがとうござい
ます。４月から２年ぶりの同居が始まり、よ
うやくペースがつかめてきました。併せて、
先般の次年度親睦委員会と祝賀委員会の打ち
合わせときの会費の余りをニコニコへ。
 ● 西森　大　６月17日は結婚記念日です。17
年続いています。これからも「よろしくお願
いします」と伝えます。
 ● 永野正将　家庭記念品ありがとうございま
す。今日で16年目です。また１年間ＳＡＡに
ご協力いただきありがとうございました。さ
らに、ガバナー年度として、月信や地区大会
関係など、たくさんのお仕事をさせていただ
き本当にありがとうございました。
 ● 西村美香　入会記念ありがとうございます。
１年経ちました。これからもよろしくお願い
します。
 ● 岡　今朝男　入会記念ありがとうございま
した。親睦委員長としても１年間お世話にな
りました。
 ● 竹村克彦　入会記念のお祝いありがとうご
ざいました。
 ● 大川内孝典　入会記念ありがとうございま
した。７年目に入ります。よろしくお願いし
ます。
 ● 山本庸平　入会祝いありがとうございまし
た。　
 ● 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

事務局・河野さん
「エジンバラ・友達発見のワンコ」

事務局・河野さん
「エジンバラ・友達発見のワンコ」

東ＲＣ奉仕プロジェクト研究会
2018年５月30日㈬　於：城西館
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◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
たくさんの出席ありがと
うございます。６月に入
り、私がここでお話する
のも、あと２、３回とな
りました。嬉しいやら寂

しいやらといった状況です。１年間、私のつ
たない話をお聞きくださって、誠にありがと
うございます。
　今日は、嬉しいことに宇津木さんの後任と
して、第一生命保険㈱の岡本裕史さんが入会
されます。
　４月30日から、私どもに長期交換学生のレ
イチェルが来ています。うちの子どもは下が
もう31歳ですから、20数年ぶりの女子高生で
す。やはりアメリカと日本の生活の違いがあ
り、家内にとっては、いろいろ難しい面もあ
るようですが、第４家族目ですので、日本語
はほとんど通じますし、土佐弁も流ちょうに
使います。今朝も、学校まで車で送りました
が、帰りはどうするか聞くと、歩いて帰りま
すとのことでした。
　私はずっと米山先生のお話をしてきました
が、今月の「ロータリーの友」の22ページか
ら、米山記念奨学事業の50年の歩み。そし

て、今年米山梅吉さん生誕150年を迎えると
いうことで、10代から60代まできれいにまと
めてあります。特に入会３年未満の方は、米
山先生のことを聞かれても答えられるように
していただいたら嬉しく思います。ぜひ、目
を通していただきたいと思います。
　本日は、委員会活動実績報告です。
◇来訪ロータリアン
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
　安芸ＲＣ　　　清岡　豊 氏
　高知南ＲＣ　　加藤敏仁 氏
◇親睦委員会より
　来週の10日㈰に予定している野外レクレー
ション、アサヒビール工場と別子銅山の見学
について、２名のキャンセルが出ました。も
し、都合のつく方があれば、２名の参加をお
願いできれば助かります。私か事務局までご
連絡ください。
◇６月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　川端信一郎
　島村　信一
 ● 配偶者誕生日
　天野いつか　　近森　順子　　近森　東香
　柳澤　順子
 ● 家庭記念日
　永野　正将　　西森　　大　　前川美智子
　野町　和也

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

 ● 入会記念日
　石川　　健　　大川内孝典　　西村　美香
　岡　今朝男　　島村　信一　　竹村　克彦
　山本　庸平　
◇新入会員紹介
　　　　　　・氏　　名　岡本　裕史
　　　　　　・生年月日　昭和38年12月２日
　　　　　　・職　　業　第一生命保険㈱
　　　　　　　　　　　　高知支社長
　　　　　　・配　偶　者　多美子

・趣　　味　一人旅
・専任アドバイザー　　久松啓一会員
・岡本裕史氏挨拶
　家族は、妻と子ども２人。上が26歳、下が
16歳です。出身は関西、自宅は大阪です。単
身赴任は今期で12年目です。前任が東京、そ
の前が仙台でしたので久々に西に戻ってこれ
ましたが、四国は初めてです。高知に早く慣
れて、何かを見つけていきたいと思っていま
す。ご指導よろしくお願いします。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

◎ＳＡＡ（発表：永野正将）
　会場監督としての責任
を持ち、例会における気
品と風紀を守り、秩序正
しく、なごやかかつ楽し
い運営を行うことができ
ました。ご協力いただい

た会員の皆さま、心より感謝申し上げます。
　内容は、
１．例会における時間と秩序の厳守…会員の

皆さまのご協力のおかげで定められた時間
内に秩序ある運営ができた。

２．ソングリーダーを親睦委員会にお願いす
る…全ての例会において、親睦委員会の皆
さんにソングリーダーを務めていただいた。

３．例会時の座席の配置や食事配分及び内容
に配慮…ザ・クランパレス新阪急高知さん
のご協力のもと、趣向を凝らした座席配置、
食事配分、内容についても最適な配慮がで
きた。

４．会員記念日の記念品として、喜んでもら
えるものを準備…会員誕生日にはペン、配
偶者誕生日にはスリムボトル、家庭記念日
には懐中電灯、入会記念日には磁石式の会
員証を用意し、皆さんに喜んでいただいて
いると思います。

５．サロンイーストを通じて親睦の輪を広げ
ていく…多くの皆さんにサロンイーストを
ご利用いただいた。新入会員を含めまだま
だ周知不足ですが、今後も活用していただ
きたい。

６．ニコニコ、チビニコ箱への協力…ニコニ
コは全会員のご協力を得て、例年同様の実
績を上げることができた。チビニコは例年
と比べると少し減少。来年度に引き継いで
いきたい。

◎職業奉仕委員会（発表：森田康子）
１．四つのテストの推進
　…毎月第１例会で唱和
　した。
２．３名の新入会員に四
　つのテストの綱領とロ
　ータリアンの職業奉仕、

四つの反省を配付した。
３．プログラム委員会と連携し、新入会員

（川端会員、西森会員）に卓話をお願いし
た。

４．２月21日、県立牧野植物園にて職場例会
を開催。多くの会員の出席を得た。

５．職業奉仕の理念について、造詣の深い浦
田会員に卓話をしていただいた。

◎青少年奉仕委員会（発表：別役重具）
　５月16日、青少年委員
会活動報告を兼ねてＲＹ
ＬＡの報告を行いました
ので、週報をご覧くださ
い。
　今年もＲＹＬＡに委員

長として参加し、２名のライラリアンを余島
に送りました。

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ

1,667,270円

76,350円

1,743,620円

17,294円

0円

17,294円

1,684,564円

76,350円

1,760,914円

チビニコ 合　計

６月６日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
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
高知中央ＲＣ　７月５日㈭　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　７月10日㈫　夜間例会
香長ＲＣ　　　７月10日㈫　12日㈭短期交換学生歓迎会に変更
高知西ＲＣ　　７月13日㈮　夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　７月17日㈫　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　７月23日㈪　夜間例会
高知中央ＲＣ　７月26日㈭　夜間例会
仁淀ＲＣ　　　７月26日㈭　夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　７月31日㈫　ロータリー休日

なっていただきありがとうございました。
　このような経験をさせて頂いた石川会長、
土居幹事に感謝申し上げます。
◎親睦委員会（発表：岡　今朝男）

　10名の委員で役割分担
を決め、会長の運営方針
に添えるように例会を中
心に活動してまいりまし
た。
・夜間例会…年５回の家

族夜間例会として開催
　　創立記念夜間例会・10月　11日54名、忘

年夜間例　会・12月20日61名、観　梅夜間
例会・２月７日　42名、花見例会・３月　
28日42名、最終夜間例会・６月27日予定

・野外レクレーション…６月10日アサヒビー
ル工場、ジンギスカン食べ放題、別子銅山
の予定

・趣味の集い…ゴルフ、10月８日12名、３月
12日12名、

・東酔会…１月13日13名
・歓迎会…７月19日（西村会員、島村会員、

山本会員、川端会員）37名、12月13日（西

森会員）
・送別会…２月21日（内田会員）35名、３月

７日（宇津木会員）26名、
・水曜会の活動の後援…１月14日、大丸前の

チャリティバザーを手伝う
◎雑誌・会報委員会（発表：髙橋卓弥）

　例会、その他の各種活
動を記録、掲載した週報
の作成をしました。その
際、広報・ＩＴ委員会と
の連携、他会員の皆さん
のご協力、事務局の河野

さんに多大なご協力をいただき、全ての活動
記録を残せたことを感謝申し上げます。
　週報の校正に関しては、土居幹事がほとん
どしていただきありがとうございました。
　「ロータリーの友」を医療機関の会員の皆
さんに配布し、一般の方々にもロータリーを
知っていただくきっかけづくりができたので
はないかと思います。
　１年間を通じて、写真撮影の際、皆さんか
ら素晴らしい笑顔をいただいたこと、本当に
ありがとうございました。

◎国際奉仕委員会（発表：水上　元）
１．短期交換留学生の受
け入れ…昨年７月16日か
ら18日まで２組を前川会
員、窪田会員の紹介で中
澤様に受け入れていただ
きました。

２．長期交換留学生の受け入れ…現在、４月
30日から６月24日まで、石川会長に受け入
れていただいています。

　　短期・長期ともに親睦委員会のご協力を
得て、歓迎会を開催。

３．短期交換学生の派遣…中澤さんの息子さ
んを派遣

４．231枚の書き損じハガキを回収し、１万
824円を寄付した。

◎ロータリー財団委員会（発表：前川美智子）
１．昨年12月16日、高知
　東ＲＣ地区補助金事業
　として、「高知おむつ
　バンク事業キックオフ
　イベントシンポジウム、
　困っている子どもたち

について考えよう」を高知市立自由民権記
念館で開催。

　　高知おむつバンクとは、各家庭の未使用
紙おむつを困っている子どもたちに寄付す
るシステムで、本事業の柱は
・上記寄付システムをおむつバンクと称し

て提唱するとともに、運営主体となる聖
園ベビーホームに引き継ぐこと。

・キックオフイベントとして、困り事を抱
える子どもたちに関わる専門家、パネリ
ストの意見交換会、シンポジウムを行う。

・おむつバンクの広報支援として、チラシ
やグッズを作成して配布する。

　　翌日の新聞に報道され、新システムの
立ち上げ及び告知という目的を一定果た
すことができた。また2018年４月、おむ
つバンク事業についてラジオ放送でも取
り上げてもらい、４月９日にはラジオ出
演も行った。

２．2018－19年地区補助金については、次期
委員長が活動を進めており、おむつバンク
の広報普及を内容とする地区補助金の申請
が認められた。柳澤ガバナーのおかげで、

1600ドルに200ドルの上乗せをいただいて
います。

３．ロータリー財団への寄付について、年次
寄付120ドルの実施。

４．ロータリー財団月間の12月に、財団につ
いて理解を深める卓話を行いました。

　　３年間、財団委員生活を通じ、ロータ
リーのことを勉強させていただきました。
皆さまのご協力ありがとうございました。

◎米山奨学会委員会（発表：大川内孝典）
　奨学事業の理解の促進、
寄付金増進、奨学生の学
友との交流促進・広報の
３つを柱に活動した結果、
寄付金は、普通寄付金と
特別寄付金の合計63万。

米山功労者は４名。普通寄付金は、会長幹事
の頑張りと皆さまのご理解により、来期より
年１人6,000円にアップします。ありがとう
ございます。米山講は９名の方にご協力いた
だき、特別寄付を行いました。
　米山奨学生３名全員に卓話をしていただき
ました。
◎クラブ奉仕委員会（発表：寺尾正生）

　一度、情報共有をかね
て、８奉仕委員会で集ま
ることを計画していまし
たが、実現できませんで
した。しかし、８奉仕委
員会ともに素晴らしい委

員長のもと、十分な活動をしていただきまし
た。
　お詫びとして、来期は短期交換留学生をお
引き受けいたします。
◎広報・ＩＴ委員会（発表：近森範久）

　基本方針に基づき、当
クラブの例会、奉仕活動、
各種大会への参加、水曜
会の奉仕活動などの報告
を速攻性を重視しつつ、
クラブホームページや

フェイスブックなどを活用し、会員だけでな
く、地域社会の認識と関心を高めるとともに、
公共イメージの向上を図るような広報に努め
てまいりました。
　広報活動において、いろんな方に被写体に

６月６日
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◇委員会事業報告

◇出席率報告

 ● 石川　健　入会記念のお礼。梅雨の恵みの
雨をありがたくいただきましょう！
 ● 土居祐三　30年度高知県優良建設工事表彰
に申し込みました。今年こそ受賞したいなぁ
～。
 ● 髙橋卓弥　１年間、会報への写真掲載ご協
力ありがとうございました。奉仕プロジェク
ト研究会後の二次会の残りをニコニコへ。
 ● 前川美智子　昨日、新しい生命に出逢いま
した。無事に安産での出産、ありがたくあり
がたく全てに感謝します。幸せで心あたたか
い日を迎えました。結婚記念日のお祝いあり
がとうございます。
 ● 小比賀和弘　お誕生日のプレゼントいただ
きありがとうございます。例会に出れなくて
皆さまにご迷惑をかけてすみません。
 ● 島村信一　誕生日祝いありがとうございま
した。
 ● 川端信一郎　今月誕生月です。プレゼント
ありがとうございます。
 ● 柳澤光秋　家内誕生日お礼。松野さんあり
がとうございました。６月２、３日と京都に
行きました。
 ● 近森淳二　家内誕生祝いありがとうござい
ました。

 ● 近森範久　妻の誕生日プレゼントありがと
うございます。
 ● 天野禎久　妻の誕生祝いありがとうござい
ます。４月から２年ぶりの同居が始まり、よ
うやくペースがつかめてきました。併せて、
先般の次年度親睦委員会と祝賀委員会の打ち
合わせときの会費の余りをニコニコへ。
 ● 西森　大　６月17日は結婚記念日です。17
年続いています。これからも「よろしくお願
いします」と伝えます。
 ● 永野正将　家庭記念品ありがとうございま
す。今日で16年目です。また１年間ＳＡＡに
ご協力いただきありがとうございました。さ
らに、ガバナー年度として、月信や地区大会
関係など、たくさんのお仕事をさせていただ
き本当にありがとうございました。
 ● 西村美香　入会記念ありがとうございます。
１年経ちました。これからもよろしくお願い
します。
 ● 岡　今朝男　入会記念ありがとうございま
した。親睦委員長としても１年間お世話にな
りました。
 ● 竹村克彦　入会記念のお祝いありがとうご
ざいました。
 ● 大川内孝典　入会記念ありがとうございま
した。７年目に入ります。よろしくお願いし
ます。
 ● 山本庸平　入会祝いありがとうございまし
た。　
 ● 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

事務局・河野さん
「エジンバラ・友達発見のワンコ」

事務局・河野さん
「エジンバラ・友達発見のワンコ」

東ＲＣ奉仕プロジェクト研究会
2018年５月30日㈬　於：城西館



高知東ロータリークラブ週報
第2333号

060月13日.2018

本日　６月13日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　委　員　会　活　動　実　績　報　告

次週　６月20日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　ガ　バ　ナ　ー　補　佐　訪　問

第2380回　例会報告／平成30年６月６日　天候　雨

◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
たくさんの出席ありがと
うございます。６月に入
り、私がここでお話する
のも、あと２、３回とな
りました。嬉しいやら寂

しいやらといった状況です。１年間、私のつ
たない話をお聞きくださって、誠にありがと
うございます。
　今日は、嬉しいことに宇津木さんの後任と
して、第一生命保険㈱の岡本裕史さんが入会
されます。
　４月30日から、私どもに長期交換学生のレ
イチェルが来ています。うちの子どもは下が
もう31歳ですから、20数年ぶりの女子高生で
す。やはりアメリカと日本の生活の違いがあ
り、家内にとっては、いろいろ難しい面もあ
るようですが、第４家族目ですので、日本語
はほとんど通じますし、土佐弁も流ちょうに
使います。今朝も、学校まで車で送りました
が、帰りはどうするか聞くと、歩いて帰りま
すとのことでした。
　私はずっと米山先生のお話をしてきました
が、今月の「ロータリーの友」の22ページか
ら、米山記念奨学事業の50年の歩み。そし

て、今年米山梅吉さん生誕150年を迎えると
いうことで、10代から60代まできれいにまと
めてあります。特に入会３年未満の方は、米
山先生のことを聞かれても答えられるように
していただいたら嬉しく思います。ぜひ、目
を通していただきたいと思います。
　本日は、委員会活動実績報告です。
◇来訪ロータリアン
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
　安芸ＲＣ　　　清岡　豊 氏
　高知南ＲＣ　　加藤敏仁 氏
◇親睦委員会より
　来週の10日㈰に予定している野外レクレー
ション、アサヒビール工場と別子銅山の見学
について、２名のキャンセルが出ました。も
し、都合のつく方があれば、２名の参加をお
願いできれば助かります。私か事務局までご
連絡ください。
◇６月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　川端信一郎
　島村　信一
 ● 配偶者誕生日
　天野いつか　　近森　順子　　近森　東香
　柳澤　順子
 ● 家庭記念日
　永野　正将　　西森　　大　　前川美智子
　野町　和也

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

 ● 入会記念日
　石川　　健　　大川内孝典　　西村　美香
　岡　今朝男　　島村　信一　　竹村　克彦
　山本　庸平　
◇新入会員紹介
　　　　　　・氏　　名　岡本　裕史
　　　　　　・生年月日　昭和38年12月２日
　　　　　　・職　　業　第一生命保険㈱
　　　　　　　　　　　　高知支社長
　　　　　　・配　偶　者　多美子

・趣　　味　一人旅
・専任アドバイザー　　久松啓一会員
・岡本裕史氏挨拶
　家族は、妻と子ども２人。上が26歳、下が
16歳です。出身は関西、自宅は大阪です。単
身赴任は今期で12年目です。前任が東京、そ
の前が仙台でしたので久々に西に戻ってこれ
ましたが、四国は初めてです。高知に早く慣
れて、何かを見つけていきたいと思っていま
す。ご指導よろしくお願いします。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

◎ＳＡＡ（発表：永野正将）
　会場監督としての責任
を持ち、例会における気
品と風紀を守り、秩序正
しく、なごやかかつ楽し
い運営を行うことができ
ました。ご協力いただい

た会員の皆さま、心より感謝申し上げます。
　内容は、
１．例会における時間と秩序の厳守…会員の

皆さまのご協力のおかげで定められた時間
内に秩序ある運営ができた。

２．ソングリーダーを親睦委員会にお願いす
る…全ての例会において、親睦委員会の皆
さんにソングリーダーを務めていただいた。

３．例会時の座席の配置や食事配分及び内容
に配慮…ザ・クランパレス新阪急高知さん
のご協力のもと、趣向を凝らした座席配置、
食事配分、内容についても最適な配慮がで
きた。

４．会員記念日の記念品として、喜んでもら
えるものを準備…会員誕生日にはペン、配
偶者誕生日にはスリムボトル、家庭記念日
には懐中電灯、入会記念日には磁石式の会
員証を用意し、皆さんに喜んでいただいて
いると思います。

５．サロンイーストを通じて親睦の輪を広げ
ていく…多くの皆さんにサロンイーストを
ご利用いただいた。新入会員を含めまだま
だ周知不足ですが、今後も活用していただ
きたい。

６．ニコニコ、チビニコ箱への協力…ニコニ
コは全会員のご協力を得て、例年同様の実
績を上げることができた。チビニコは例年
と比べると少し減少。来年度に引き継いで
いきたい。

◎職業奉仕委員会（発表：森田康子）
１．四つのテストの推進
　…毎月第１例会で唱和
　した。
２．３名の新入会員に四
　つのテストの綱領とロ
　ータリアンの職業奉仕、

四つの反省を配付した。
３．プログラム委員会と連携し、新入会員

（川端会員、西森会員）に卓話をお願いし
た。

４．２月21日、県立牧野植物園にて職場例会
を開催。多くの会員の出席を得た。

５．職業奉仕の理念について、造詣の深い浦
田会員に卓話をしていただいた。

◎青少年奉仕委員会（発表：別役重具）
　５月16日、青少年委員
会活動報告を兼ねてＲＹ
ＬＡの報告を行いました
ので、週報をご覧くださ
い。
　今年もＲＹＬＡに委員

長として参加し、２名のライラリアンを余島
に送りました。

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ

1,667,270円

76,350円

1,743,620円

17,294円

0円

17,294円

1,684,564円

76,350円

1,760,914円

チビニコ 合　計

６月６日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
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
高知中央ＲＣ　７月５日㈭　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　７月10日㈫　夜間例会
香長ＲＣ　　　７月10日㈫　12日㈭短期交換学生歓迎会に変更
高知西ＲＣ　　７月13日㈮　夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　７月17日㈫　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　７月23日㈪　夜間例会
高知中央ＲＣ　７月26日㈭　夜間例会
仁淀ＲＣ　　　７月26日㈭　夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　７月31日㈫　ロータリー休日

なっていただきありがとうございました。
　このような経験をさせて頂いた石川会長、
土居幹事に感謝申し上げます。
◎親睦委員会（発表：岡　今朝男）

　10名の委員で役割分担
を決め、会長の運営方針
に添えるように例会を中
心に活動してまいりまし
た。
・夜間例会…年５回の家

族夜間例会として開催
　　創立記念夜間例会・10月　11日54名、忘

年夜間例　会・12月20日61名、観　梅夜間
例会・２月７日　42名、花見例会・３月　
28日42名、最終夜間例会・６月27日予定

・野外レクレーション…６月10日アサヒビー
ル工場、ジンギスカン食べ放題、別子銅山
の予定

・趣味の集い…ゴルフ、10月８日12名、３月
12日12名、

・東酔会…１月13日13名
・歓迎会…７月19日（西村会員、島村会員、

山本会員、川端会員）37名、12月13日（西

森会員）
・送別会…２月21日（内田会員）35名、３月

７日（宇津木会員）26名、
・水曜会の活動の後援…１月14日、大丸前の

チャリティバザーを手伝う
◎雑誌・会報委員会（発表：髙橋卓弥）

　例会、その他の各種活
動を記録、掲載した週報
の作成をしました。その
際、広報・ＩＴ委員会と
の連携、他会員の皆さん
のご協力、事務局の河野

さんに多大なご協力をいただき、全ての活動
記録を残せたことを感謝申し上げます。
　週報の校正に関しては、土居幹事がほとん
どしていただきありがとうございました。
　「ロータリーの友」を医療機関の会員の皆
さんに配布し、一般の方々にもロータリーを
知っていただくきっかけづくりができたので
はないかと思います。
　１年間を通じて、写真撮影の際、皆さんか
ら素晴らしい笑顔をいただいたこと、本当に
ありがとうございました。

◎国際奉仕委員会（発表：水上　元）
１．短期交換留学生の受
け入れ…昨年７月16日か
ら18日まで２組を前川会
員、窪田会員の紹介で中
澤様に受け入れていただ
きました。

２．長期交換留学生の受け入れ…現在、４月
30日から６月24日まで、石川会長に受け入
れていただいています。

　　短期・長期ともに親睦委員会のご協力を
得て、歓迎会を開催。

３．短期交換学生の派遣…中澤さんの息子さ
んを派遣

４．231枚の書き損じハガキを回収し、１万
824円を寄付した。

◎ロータリー財団委員会（発表：前川美智子）
１．昨年12月16日、高知
　東ＲＣ地区補助金事業
　として、「高知おむつ
　バンク事業キックオフ
　イベントシンポジウム、
　困っている子どもたち

について考えよう」を高知市立自由民権記
念館で開催。

　　高知おむつバンクとは、各家庭の未使用
紙おむつを困っている子どもたちに寄付す
るシステムで、本事業の柱は
・上記寄付システムをおむつバンクと称し

て提唱するとともに、運営主体となる聖
園ベビーホームに引き継ぐこと。

・キックオフイベントとして、困り事を抱
える子どもたちに関わる専門家、パネリ
ストの意見交換会、シンポジウムを行う。

・おむつバンクの広報支援として、チラシ
やグッズを作成して配布する。

　　翌日の新聞に報道され、新システムの
立ち上げ及び告知という目的を一定果た
すことができた。また2018年４月、おむ
つバンク事業についてラジオ放送でも取
り上げてもらい、４月９日にはラジオ出
演も行った。

２．2018－19年地区補助金については、次期
委員長が活動を進めており、おむつバンク
の広報普及を内容とする地区補助金の申請
が認められた。柳澤ガバナーのおかげで、

1600ドルに200ドルの上乗せをいただいて
います。

３．ロータリー財団への寄付について、年次
寄付120ドルの実施。

４．ロータリー財団月間の12月に、財団につ
いて理解を深める卓話を行いました。

　　３年間、財団委員生活を通じ、ロータ
リーのことを勉強させていただきました。
皆さまのご協力ありがとうございました。

◎米山奨学会委員会（発表：大川内孝典）
　奨学事業の理解の促進、
寄付金増進、奨学生の学
友との交流促進・広報の
３つを柱に活動した結果、
寄付金は、普通寄付金と
特別寄付金の合計63万。

米山功労者は４名。普通寄付金は、会長幹事
の頑張りと皆さまのご理解により、来期より
年１人6,000円にアップします。ありがとう
ございます。米山講は９名の方にご協力いた
だき、特別寄付を行いました。
　米山奨学生３名全員に卓話をしていただき
ました。
◎クラブ奉仕委員会（発表：寺尾正生）

　一度、情報共有をかね
て、８奉仕委員会で集ま
ることを計画していまし
たが、実現できませんで
した。しかし、８奉仕委
員会ともに素晴らしい委

員長のもと、十分な活動をしていただきまし
た。
　お詫びとして、来期は短期交換留学生をお
引き受けいたします。
◎広報・ＩＴ委員会（発表：近森範久）

　基本方針に基づき、当
クラブの例会、奉仕活動、
各種大会への参加、水曜
会の奉仕活動などの報告
を速攻性を重視しつつ、
クラブホームページや

フェイスブックなどを活用し、会員だけでな
く、地域社会の認識と関心を高めるとともに、
公共イメージの向上を図るような広報に努め
てまいりました。
　広報活動において、いろんな方に被写体に

６月６日

５月23日
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◇委員会事業報告

◇出席率報告

 ● 石川　健　入会記念のお礼。梅雨の恵みの
雨をありがたくいただきましょう！
 ● 土居祐三　30年度高知県優良建設工事表彰
に申し込みました。今年こそ受賞したいなぁ
～。
 ● 髙橋卓弥　１年間、会報への写真掲載ご協
力ありがとうございました。奉仕プロジェク
ト研究会後の二次会の残りをニコニコへ。
 ● 前川美智子　昨日、新しい生命に出逢いま
した。無事に安産での出産、ありがたくあり
がたく全てに感謝します。幸せで心あたたか
い日を迎えました。結婚記念日のお祝いあり
がとうございます。
 ● 小比賀和弘　お誕生日のプレゼントいただ
きありがとうございます。例会に出れなくて
皆さまにご迷惑をかけてすみません。
 ● 島村信一　誕生日祝いありがとうございま
した。
 ● 川端信一郎　今月誕生月です。プレゼント
ありがとうございます。
 ● 柳澤光秋　家内誕生日お礼。松野さんあり
がとうございました。６月２、３日と京都に
行きました。
 ● 近森淳二　家内誕生祝いありがとうござい
ました。

 ● 近森範久　妻の誕生日プレゼントありがと
うございます。
 ● 天野禎久　妻の誕生祝いありがとうござい
ます。４月から２年ぶりの同居が始まり、よ
うやくペースがつかめてきました。併せて、
先般の次年度親睦委員会と祝賀委員会の打ち
合わせときの会費の余りをニコニコへ。
 ● 西森　大　６月17日は結婚記念日です。17
年続いています。これからも「よろしくお願
いします」と伝えます。
 ● 永野正将　家庭記念品ありがとうございま
す。今日で16年目です。また１年間ＳＡＡに
ご協力いただきありがとうございました。さ
らに、ガバナー年度として、月信や地区大会
関係など、たくさんのお仕事をさせていただ
き本当にありがとうございました。
 ● 西村美香　入会記念ありがとうございます。
１年経ちました。これからもよろしくお願い
します。
 ● 岡　今朝男　入会記念ありがとうございま
した。親睦委員長としても１年間お世話にな
りました。
 ● 竹村克彦　入会記念のお祝いありがとうご
ざいました。
 ● 大川内孝典　入会記念ありがとうございま
した。７年目に入ります。よろしくお願いし
ます。
 ● 山本庸平　入会祝いありがとうございまし
た。　
 ● 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

事務局・河野さん
「エジンバラ・友達発見のワンコ」

事務局・河野さん
「エジンバラ・友達発見のワンコ」

東ＲＣ奉仕プロジェクト研究会
2018年５月30日㈬　於：城西館
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本日　６月13日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　委　員　会　活　動　実　績　報　告

次週　６月20日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　ガ　バ　ナ　ー　補　佐　訪　問

第2380回　例会報告／平成30年６月６日　天候　雨

◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
たくさんの出席ありがと
うございます。６月に入
り、私がここでお話する
のも、あと２、３回とな
りました。嬉しいやら寂

しいやらといった状況です。１年間、私のつ
たない話をお聞きくださって、誠にありがと
うございます。
　今日は、嬉しいことに宇津木さんの後任と
して、第一生命保険㈱の岡本裕史さんが入会
されます。
　４月30日から、私どもに長期交換学生のレ
イチェルが来ています。うちの子どもは下が
もう31歳ですから、20数年ぶりの女子高生で
す。やはりアメリカと日本の生活の違いがあ
り、家内にとっては、いろいろ難しい面もあ
るようですが、第４家族目ですので、日本語
はほとんど通じますし、土佐弁も流ちょうに
使います。今朝も、学校まで車で送りました
が、帰りはどうするか聞くと、歩いて帰りま
すとのことでした。
　私はずっと米山先生のお話をしてきました
が、今月の「ロータリーの友」の22ページか
ら、米山記念奨学事業の50年の歩み。そし

て、今年米山梅吉さん生誕150年を迎えると
いうことで、10代から60代まできれいにまと
めてあります。特に入会３年未満の方は、米
山先生のことを聞かれても答えられるように
していただいたら嬉しく思います。ぜひ、目
を通していただきたいと思います。
　本日は、委員会活動実績報告です。
◇来訪ロータリアン
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
　安芸ＲＣ　　　清岡　豊 氏
　高知南ＲＣ　　加藤敏仁 氏
◇親睦委員会より
　来週の10日㈰に予定している野外レクレー
ション、アサヒビール工場と別子銅山の見学
について、２名のキャンセルが出ました。も
し、都合のつく方があれば、２名の参加をお
願いできれば助かります。私か事務局までご
連絡ください。
◇６月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　川端信一郎
　島村　信一
 ● 配偶者誕生日
　天野いつか　　近森　順子　　近森　東香
　柳澤　順子
 ● 家庭記念日
　永野　正将　　西森　　大　　前川美智子
　野町　和也

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST
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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

 ● 入会記念日
　石川　　健　　大川内孝典　　西村　美香
　岡　今朝男　　島村　信一　　竹村　克彦
　山本　庸平　
◇新入会員紹介
　　　　　　・氏　　名　岡本　裕史
　　　　　　・生年月日　昭和38年12月２日
　　　　　　・職　　業　第一生命保険㈱
　　　　　　　　　　　　高知支社長
　　　　　　・配　偶　者　多美子

・趣　　味　一人旅
・専任アドバイザー　　久松啓一会員
・岡本裕史氏挨拶
　家族は、妻と子ども２人。上が26歳、下が
16歳です。出身は関西、自宅は大阪です。単
身赴任は今期で12年目です。前任が東京、そ
の前が仙台でしたので久々に西に戻ってこれ
ましたが、四国は初めてです。高知に早く慣
れて、何かを見つけていきたいと思っていま
す。ご指導よろしくお願いします。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

◎ＳＡＡ（発表：永野正将）
　会場監督としての責任
を持ち、例会における気
品と風紀を守り、秩序正
しく、なごやかかつ楽し
い運営を行うことができ
ました。ご協力いただい

た会員の皆さま、心より感謝申し上げます。
　内容は、
１．例会における時間と秩序の厳守…会員の

皆さまのご協力のおかげで定められた時間
内に秩序ある運営ができた。

２．ソングリーダーを親睦委員会にお願いす
る…全ての例会において、親睦委員会の皆
さんにソングリーダーを務めていただいた。

３．例会時の座席の配置や食事配分及び内容
に配慮…ザ・クランパレス新阪急高知さん
のご協力のもと、趣向を凝らした座席配置、
食事配分、内容についても最適な配慮がで
きた。

４．会員記念日の記念品として、喜んでもら
えるものを準備…会員誕生日にはペン、配
偶者誕生日にはスリムボトル、家庭記念日
には懐中電灯、入会記念日には磁石式の会
員証を用意し、皆さんに喜んでいただいて
いると思います。

５．サロンイーストを通じて親睦の輪を広げ
ていく…多くの皆さんにサロンイーストを
ご利用いただいた。新入会員を含めまだま
だ周知不足ですが、今後も活用していただ
きたい。

６．ニコニコ、チビニコ箱への協力…ニコニ
コは全会員のご協力を得て、例年同様の実
績を上げることができた。チビニコは例年
と比べると少し減少。来年度に引き継いで
いきたい。

◎職業奉仕委員会（発表：森田康子）
１．四つのテストの推進
　…毎月第１例会で唱和
　した。
２．３名の新入会員に四
　つのテストの綱領とロ
　ータリアンの職業奉仕、

四つの反省を配付した。
３．プログラム委員会と連携し、新入会員

（川端会員、西森会員）に卓話をお願いし
た。

４．２月21日、県立牧野植物園にて職場例会
を開催。多くの会員の出席を得た。

５．職業奉仕の理念について、造詣の深い浦
田会員に卓話をしていただいた。

◎青少年奉仕委員会（発表：別役重具）
　５月16日、青少年委員
会活動報告を兼ねてＲＹ
ＬＡの報告を行いました
ので、週報をご覧くださ
い。
　今年もＲＹＬＡに委員

長として参加し、２名のライラリアンを余島
に送りました。

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ

1,667,270円

76,350円

1,743,620円

17,294円

0円

17,294円

1,684,564円

76,350円

1,760,914円

チビニコ 合　計

６月６日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
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
高知中央ＲＣ　７月５日㈭　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　７月10日㈫　夜間例会
香長ＲＣ　　　７月10日㈫　12日㈭短期交換学生歓迎会に変更
高知西ＲＣ　　７月13日㈮　夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　７月17日㈫　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　７月23日㈪　夜間例会
高知中央ＲＣ　７月26日㈭　夜間例会
仁淀ＲＣ　　　７月26日㈭　夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　７月31日㈫　ロータリー休日

なっていただきありがとうございました。
　このような経験をさせて頂いた石川会長、
土居幹事に感謝申し上げます。
◎親睦委員会（発表：岡　今朝男）

　10名の委員で役割分担
を決め、会長の運営方針
に添えるように例会を中
心に活動してまいりまし
た。
・夜間例会…年５回の家

族夜間例会として開催
　　創立記念夜間例会・10月　11日54名、忘

年夜間例　会・12月20日61名、観　梅夜間
例会・２月７日　42名、花見例会・３月　
28日42名、最終夜間例会・６月27日予定

・野外レクレーション…６月10日アサヒビー
ル工場、ジンギスカン食べ放題、別子銅山
の予定

・趣味の集い…ゴルフ、10月８日12名、３月
12日12名、

・東酔会…１月13日13名
・歓迎会…７月19日（西村会員、島村会員、

山本会員、川端会員）37名、12月13日（西

森会員）
・送別会…２月21日（内田会員）35名、３月

７日（宇津木会員）26名、
・水曜会の活動の後援…１月14日、大丸前の

チャリティバザーを手伝う
◎雑誌・会報委員会（発表：髙橋卓弥）

　例会、その他の各種活
動を記録、掲載した週報
の作成をしました。その
際、広報・ＩＴ委員会と
の連携、他会員の皆さん
のご協力、事務局の河野

さんに多大なご協力をいただき、全ての活動
記録を残せたことを感謝申し上げます。
　週報の校正に関しては、土居幹事がほとん
どしていただきありがとうございました。
　「ロータリーの友」を医療機関の会員の皆
さんに配布し、一般の方々にもロータリーを
知っていただくきっかけづくりができたので
はないかと思います。
　１年間を通じて、写真撮影の際、皆さんか
ら素晴らしい笑顔をいただいたこと、本当に
ありがとうございました。

◎国際奉仕委員会（発表：水上　元）
１．短期交換留学生の受
け入れ…昨年７月16日か
ら18日まで２組を前川会
員、窪田会員の紹介で中
澤様に受け入れていただ
きました。

２．長期交換留学生の受け入れ…現在、４月
30日から６月24日まで、石川会長に受け入
れていただいています。

　　短期・長期ともに親睦委員会のご協力を
得て、歓迎会を開催。

３．短期交換学生の派遣…中澤さんの息子さ
んを派遣

４．231枚の書き損じハガキを回収し、１万
824円を寄付した。

◎ロータリー財団委員会（発表：前川美智子）
１．昨年12月16日、高知
　東ＲＣ地区補助金事業
　として、「高知おむつ
　バンク事業キックオフ
　イベントシンポジウム、
　困っている子どもたち

について考えよう」を高知市立自由民権記
念館で開催。

　　高知おむつバンクとは、各家庭の未使用
紙おむつを困っている子どもたちに寄付す
るシステムで、本事業の柱は
・上記寄付システムをおむつバンクと称し

て提唱するとともに、運営主体となる聖
園ベビーホームに引き継ぐこと。

・キックオフイベントとして、困り事を抱
える子どもたちに関わる専門家、パネリ
ストの意見交換会、シンポジウムを行う。

・おむつバンクの広報支援として、チラシ
やグッズを作成して配布する。

　　翌日の新聞に報道され、新システムの
立ち上げ及び告知という目的を一定果た
すことができた。また2018年４月、おむ
つバンク事業についてラジオ放送でも取
り上げてもらい、４月９日にはラジオ出
演も行った。

２．2018－19年地区補助金については、次期
委員長が活動を進めており、おむつバンク
の広報普及を内容とする地区補助金の申請
が認められた。柳澤ガバナーのおかげで、

1600ドルに200ドルの上乗せをいただいて
います。

３．ロータリー財団への寄付について、年次
寄付120ドルの実施。

４．ロータリー財団月間の12月に、財団につ
いて理解を深める卓話を行いました。

　　３年間、財団委員生活を通じ、ロータ
リーのことを勉強させていただきました。
皆さまのご協力ありがとうございました。

◎米山奨学会委員会（発表：大川内孝典）
　奨学事業の理解の促進、
寄付金増進、奨学生の学
友との交流促進・広報の
３つを柱に活動した結果、
寄付金は、普通寄付金と
特別寄付金の合計63万。

米山功労者は４名。普通寄付金は、会長幹事
の頑張りと皆さまのご理解により、来期より
年１人6,000円にアップします。ありがとう
ございます。米山講は９名の方にご協力いた
だき、特別寄付を行いました。
　米山奨学生３名全員に卓話をしていただき
ました。
◎クラブ奉仕委員会（発表：寺尾正生）

　一度、情報共有をかね
て、８奉仕委員会で集ま
ることを計画していまし
たが、実現できませんで
した。しかし、８奉仕委
員会ともに素晴らしい委

員長のもと、十分な活動をしていただきまし
た。
　お詫びとして、来期は短期交換留学生をお
引き受けいたします。
◎広報・ＩＴ委員会（発表：近森範久）

　基本方針に基づき、当
クラブの例会、奉仕活動、
各種大会への参加、水曜
会の奉仕活動などの報告
を速攻性を重視しつつ、
クラブホームページや

フェイスブックなどを活用し、会員だけでな
く、地域社会の認識と関心を高めるとともに、
公共イメージの向上を図るような広報に努め
てまいりました。
　広報活動において、いろんな方に被写体に
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◇委員会事業報告

◇出席率報告

 ● 石川　健　入会記念のお礼。梅雨の恵みの
雨をありがたくいただきましょう！
 ● 土居祐三　30年度高知県優良建設工事表彰
に申し込みました。今年こそ受賞したいなぁ
～。
 ● 髙橋卓弥　１年間、会報への写真掲載ご協
力ありがとうございました。奉仕プロジェク
ト研究会後の二次会の残りをニコニコへ。
 ● 前川美智子　昨日、新しい生命に出逢いま
した。無事に安産での出産、ありがたくあり
がたく全てに感謝します。幸せで心あたたか
い日を迎えました。結婚記念日のお祝いあり
がとうございます。
 ● 小比賀和弘　お誕生日のプレゼントいただ
きありがとうございます。例会に出れなくて
皆さまにご迷惑をかけてすみません。
 ● 島村信一　誕生日祝いありがとうございま
した。
 ● 川端信一郎　今月誕生月です。プレゼント
ありがとうございます。
 ● 柳澤光秋　家内誕生日お礼。松野さんあり
がとうございました。６月２、３日と京都に
行きました。
 ● 近森淳二　家内誕生祝いありがとうござい
ました。

 ● 近森範久　妻の誕生日プレゼントありがと
うございます。
 ● 天野禎久　妻の誕生祝いありがとうござい
ます。４月から２年ぶりの同居が始まり、よ
うやくペースがつかめてきました。併せて、
先般の次年度親睦委員会と祝賀委員会の打ち
合わせときの会費の余りをニコニコへ。
 ● 西森　大　６月17日は結婚記念日です。17
年続いています。これからも「よろしくお願
いします」と伝えます。
 ● 永野正将　家庭記念品ありがとうございま
す。今日で16年目です。また１年間ＳＡＡに
ご協力いただきありがとうございました。さ
らに、ガバナー年度として、月信や地区大会
関係など、たくさんのお仕事をさせていただ
き本当にありがとうございました。
 ● 西村美香　入会記念ありがとうございます。
１年経ちました。これからもよろしくお願い
します。
 ● 岡　今朝男　入会記念ありがとうございま
した。親睦委員長としても１年間お世話にな
りました。
 ● 竹村克彦　入会記念のお祝いありがとうご
ざいました。
 ● 大川内孝典　入会記念ありがとうございま
した。７年目に入ります。よろしくお願いし
ます。
 ● 山本庸平　入会祝いありがとうございまし
た。　
 ● 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

事務局・河野さん
「エジンバラ・友達発見のワンコ」

事務局・河野さん
「エジンバラ・友達発見のワンコ」

東ＲＣ奉仕プロジェクト研究会
2018年５月30日㈬　於：城西館
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本日　６月13日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　委　員　会　活　動　実　績　報　告

次週　６月20日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　ガ　バ　ナ　ー　補　佐　訪　問

第2380回　例会報告／平成30年６月６日　天候　雨

◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
たくさんの出席ありがと
うございます。６月に入
り、私がここでお話する
のも、あと２、３回とな
りました。嬉しいやら寂

しいやらといった状況です。１年間、私のつ
たない話をお聞きくださって、誠にありがと
うございます。
　今日は、嬉しいことに宇津木さんの後任と
して、第一生命保険㈱の岡本裕史さんが入会
されます。
　４月30日から、私どもに長期交換学生のレ
イチェルが来ています。うちの子どもは下が
もう31歳ですから、20数年ぶりの女子高生で
す。やはりアメリカと日本の生活の違いがあ
り、家内にとっては、いろいろ難しい面もあ
るようですが、第４家族目ですので、日本語
はほとんど通じますし、土佐弁も流ちょうに
使います。今朝も、学校まで車で送りました
が、帰りはどうするか聞くと、歩いて帰りま
すとのことでした。
　私はずっと米山先生のお話をしてきました
が、今月の「ロータリーの友」の22ページか
ら、米山記念奨学事業の50年の歩み。そし

て、今年米山梅吉さん生誕150年を迎えると
いうことで、10代から60代まできれいにまと
めてあります。特に入会３年未満の方は、米
山先生のことを聞かれても答えられるように
していただいたら嬉しく思います。ぜひ、目
を通していただきたいと思います。
　本日は、委員会活動実績報告です。
◇来訪ロータリアン
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
　安芸ＲＣ　　　清岡　豊 氏
　高知南ＲＣ　　加藤敏仁 氏
◇親睦委員会より
　来週の10日㈰に予定している野外レクレー
ション、アサヒビール工場と別子銅山の見学
について、２名のキャンセルが出ました。も
し、都合のつく方があれば、２名の参加をお
願いできれば助かります。私か事務局までご
連絡ください。
◇６月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　川端信一郎
　島村　信一
 ● 配偶者誕生日
　天野いつか　　近森　順子　　近森　東香
　柳澤　順子
 ● 家庭記念日
　永野　正将　　西森　　大　　前川美智子
　野町　和也
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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
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 ● 入会記念日
　石川　　健　　大川内孝典　　西村　美香
　岡　今朝男　　島村　信一　　竹村　克彦
　山本　庸平　
◇新入会員紹介
　　　　　　・氏　　名　岡本　裕史
　　　　　　・生年月日　昭和38年12月２日
　　　　　　・職　　業　第一生命保険㈱
　　　　　　　　　　　　高知支社長
　　　　　　・配　偶　者　多美子

・趣　　味　一人旅
・専任アドバイザー　　久松啓一会員
・岡本裕史氏挨拶
　家族は、妻と子ども２人。上が26歳、下が
16歳です。出身は関西、自宅は大阪です。単
身赴任は今期で12年目です。前任が東京、そ
の前が仙台でしたので久々に西に戻ってこれ
ましたが、四国は初めてです。高知に早く慣
れて、何かを見つけていきたいと思っていま
す。ご指導よろしくお願いします。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

◎ＳＡＡ（発表：永野正将）
　会場監督としての責任
を持ち、例会における気
品と風紀を守り、秩序正
しく、なごやかかつ楽し
い運営を行うことができ
ました。ご協力いただい

た会員の皆さま、心より感謝申し上げます。
　内容は、
１．例会における時間と秩序の厳守…会員の

皆さまのご協力のおかげで定められた時間
内に秩序ある運営ができた。

２．ソングリーダーを親睦委員会にお願いす
る…全ての例会において、親睦委員会の皆
さんにソングリーダーを務めていただいた。

３．例会時の座席の配置や食事配分及び内容
に配慮…ザ・クランパレス新阪急高知さん
のご協力のもと、趣向を凝らした座席配置、
食事配分、内容についても最適な配慮がで
きた。

４．会員記念日の記念品として、喜んでもら
えるものを準備…会員誕生日にはペン、配
偶者誕生日にはスリムボトル、家庭記念日
には懐中電灯、入会記念日には磁石式の会
員証を用意し、皆さんに喜んでいただいて
いると思います。

５．サロンイーストを通じて親睦の輪を広げ
ていく…多くの皆さんにサロンイーストを
ご利用いただいた。新入会員を含めまだま
だ周知不足ですが、今後も活用していただ
きたい。

６．ニコニコ、チビニコ箱への協力…ニコニ
コは全会員のご協力を得て、例年同様の実
績を上げることができた。チビニコは例年
と比べると少し減少。来年度に引き継いで
いきたい。

◎職業奉仕委員会（発表：森田康子）
１．四つのテストの推進
　…毎月第１例会で唱和
　した。
２．３名の新入会員に四
　つのテストの綱領とロ
　ータリアンの職業奉仕、

四つの反省を配付した。
３．プログラム委員会と連携し、新入会員

（川端会員、西森会員）に卓話をお願いし
た。

４．２月21日、県立牧野植物園にて職場例会
を開催。多くの会員の出席を得た。

５．職業奉仕の理念について、造詣の深い浦
田会員に卓話をしていただいた。

◎青少年奉仕委員会（発表：別役重具）
　５月16日、青少年委員
会活動報告を兼ねてＲＹ
ＬＡの報告を行いました
ので、週報をご覧くださ
い。
　今年もＲＹＬＡに委員

長として参加し、２名のライラリアンを余島
に送りました。

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ

1,667,270円

76,350円

1,743,620円

17,294円

0円

17,294円

1,684,564円

76,350円

1,760,914円

チビニコ 合　計

６月６日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
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
高知中央ＲＣ　７月５日㈭　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　７月10日㈫　夜間例会
香長ＲＣ　　　７月10日㈫　12日㈭短期交換学生歓迎会に変更
高知西ＲＣ　　７月13日㈮　夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　７月17日㈫　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　７月23日㈪　夜間例会
高知中央ＲＣ　７月26日㈭　夜間例会
仁淀ＲＣ　　　７月26日㈭　夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　７月31日㈫　ロータリー休日

なっていただきありがとうございました。
　このような経験をさせて頂いた石川会長、
土居幹事に感謝申し上げます。
◎親睦委員会（発表：岡　今朝男）

　10名の委員で役割分担
を決め、会長の運営方針
に添えるように例会を中
心に活動してまいりまし
た。
・夜間例会…年５回の家

族夜間例会として開催
　　創立記念夜間例会・10月　11日54名、忘

年夜間例　会・12月20日61名、観　梅夜間
例会・２月７日　42名、花見例会・３月　
28日42名、最終夜間例会・６月27日予定

・野外レクレーション…６月10日アサヒビー
ル工場、ジンギスカン食べ放題、別子銅山
の予定

・趣味の集い…ゴルフ、10月８日12名、３月
12日12名、

・東酔会…１月13日13名
・歓迎会…７月19日（西村会員、島村会員、

山本会員、川端会員）37名、12月13日（西

森会員）
・送別会…２月21日（内田会員）35名、３月

７日（宇津木会員）26名、
・水曜会の活動の後援…１月14日、大丸前の

チャリティバザーを手伝う
◎雑誌・会報委員会（発表：髙橋卓弥）

　例会、その他の各種活
動を記録、掲載した週報
の作成をしました。その
際、広報・ＩＴ委員会と
の連携、他会員の皆さん
のご協力、事務局の河野

さんに多大なご協力をいただき、全ての活動
記録を残せたことを感謝申し上げます。
　週報の校正に関しては、土居幹事がほとん
どしていただきありがとうございました。
　「ロータリーの友」を医療機関の会員の皆
さんに配布し、一般の方々にもロータリーを
知っていただくきっかけづくりができたので
はないかと思います。
　１年間を通じて、写真撮影の際、皆さんか
ら素晴らしい笑顔をいただいたこと、本当に
ありがとうございました。

◎国際奉仕委員会（発表：水上　元）
１．短期交換留学生の受
け入れ…昨年７月16日か
ら18日まで２組を前川会
員、窪田会員の紹介で中
澤様に受け入れていただ
きました。

２．長期交換留学生の受け入れ…現在、４月
30日から６月24日まで、石川会長に受け入
れていただいています。

　　短期・長期ともに親睦委員会のご協力を
得て、歓迎会を開催。

３．短期交換学生の派遣…中澤さんの息子さ
んを派遣

４．231枚の書き損じハガキを回収し、１万
824円を寄付した。

◎ロータリー財団委員会（発表：前川美智子）
１．昨年12月16日、高知
　東ＲＣ地区補助金事業
　として、「高知おむつ
　バンク事業キックオフ
　イベントシンポジウム、
　困っている子どもたち

について考えよう」を高知市立自由民権記
念館で開催。

　　高知おむつバンクとは、各家庭の未使用
紙おむつを困っている子どもたちに寄付す
るシステムで、本事業の柱は
・上記寄付システムをおむつバンクと称し

て提唱するとともに、運営主体となる聖
園ベビーホームに引き継ぐこと。

・キックオフイベントとして、困り事を抱
える子どもたちに関わる専門家、パネリ
ストの意見交換会、シンポジウムを行う。

・おむつバンクの広報支援として、チラシ
やグッズを作成して配布する。

　　翌日の新聞に報道され、新システムの
立ち上げ及び告知という目的を一定果た
すことができた。また2018年４月、おむ
つバンク事業についてラジオ放送でも取
り上げてもらい、４月９日にはラジオ出
演も行った。

２．2018－19年地区補助金については、次期
委員長が活動を進めており、おむつバンク
の広報普及を内容とする地区補助金の申請
が認められた。柳澤ガバナーのおかげで、

1600ドルに200ドルの上乗せをいただいて
います。

３．ロータリー財団への寄付について、年次
寄付120ドルの実施。

４．ロータリー財団月間の12月に、財団につ
いて理解を深める卓話を行いました。

　　３年間、財団委員生活を通じ、ロータ
リーのことを勉強させていただきました。
皆さまのご協力ありがとうございました。

◎米山奨学会委員会（発表：大川内孝典）
　奨学事業の理解の促進、
寄付金増進、奨学生の学
友との交流促進・広報の
３つを柱に活動した結果、
寄付金は、普通寄付金と
特別寄付金の合計63万。

米山功労者は４名。普通寄付金は、会長幹事
の頑張りと皆さまのご理解により、来期より
年１人6,000円にアップします。ありがとう
ございます。米山講は９名の方にご協力いた
だき、特別寄付を行いました。
　米山奨学生３名全員に卓話をしていただき
ました。
◎クラブ奉仕委員会（発表：寺尾正生）

　一度、情報共有をかね
て、８奉仕委員会で集ま
ることを計画していまし
たが、実現できませんで
した。しかし、８奉仕委
員会ともに素晴らしい委

員長のもと、十分な活動をしていただきまし
た。
　お詫びとして、来期は短期交換留学生をお
引き受けいたします。
◎広報・ＩＴ委員会（発表：近森範久）

　基本方針に基づき、当
クラブの例会、奉仕活動、
各種大会への参加、水曜
会の奉仕活動などの報告
を速攻性を重視しつつ、
クラブホームページや

フェイスブックなどを活用し、会員だけでな
く、地域社会の認識と関心を高めるとともに、
公共イメージの向上を図るような広報に努め
てまいりました。
　広報活動において、いろんな方に被写体に
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◇委員会事業報告

◇出席率報告

 ● 石川　健　入会記念のお礼。梅雨の恵みの
雨をありがたくいただきましょう！
 ● 土居祐三　30年度高知県優良建設工事表彰
に申し込みました。今年こそ受賞したいなぁ
～。
 ● 髙橋卓弥　１年間、会報への写真掲載ご協
力ありがとうございました。奉仕プロジェク
ト研究会後の二次会の残りをニコニコへ。
 ● 前川美智子　昨日、新しい生命に出逢いま
した。無事に安産での出産、ありがたくあり
がたく全てに感謝します。幸せで心あたたか
い日を迎えました。結婚記念日のお祝いあり
がとうございます。
 ● 小比賀和弘　お誕生日のプレゼントいただ
きありがとうございます。例会に出れなくて
皆さまにご迷惑をかけてすみません。
 ● 島村信一　誕生日祝いありがとうございま
した。
 ● 川端信一郎　今月誕生月です。プレゼント
ありがとうございます。
 ● 柳澤光秋　家内誕生日お礼。松野さんあり
がとうございました。６月２、３日と京都に
行きました。
 ● 近森淳二　家内誕生祝いありがとうござい
ました。

 ● 近森範久　妻の誕生日プレゼントありがと
うございます。
 ● 天野禎久　妻の誕生祝いありがとうござい
ます。４月から２年ぶりの同居が始まり、よ
うやくペースがつかめてきました。併せて、
先般の次年度親睦委員会と祝賀委員会の打ち
合わせときの会費の余りをニコニコへ。
 ● 西森　大　６月17日は結婚記念日です。17
年続いています。これからも「よろしくお願
いします」と伝えます。
 ● 永野正将　家庭記念品ありがとうございま
す。今日で16年目です。また１年間ＳＡＡに
ご協力いただきありがとうございました。さ
らに、ガバナー年度として、月信や地区大会
関係など、たくさんのお仕事をさせていただ
き本当にありがとうございました。
 ● 西村美香　入会記念ありがとうございます。
１年経ちました。これからもよろしくお願い
します。
 ● 岡　今朝男　入会記念ありがとうございま
した。親睦委員長としても１年間お世話にな
りました。
 ● 竹村克彦　入会記念のお祝いありがとうご
ざいました。
 ● 大川内孝典　入会記念ありがとうございま
した。７年目に入ります。よろしくお願いし
ます。
 ● 山本庸平　入会祝いありがとうございまし
た。　
 ● 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

事務局・河野さん
「エジンバラ・友達発見のワンコ」

事務局・河野さん
「エジンバラ・友達発見のワンコ」

東ＲＣ奉仕プロジェクト研究会
2018年５月30日㈬　於：城西館


