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本日　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

次週　６月27日㈬ 18：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　最　　終　　夜　　間　　例　　会

第2381回　例会報告／平成30年６月13日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「雨降り」　
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
今日は、長期交換留学生
のレイチェル・リントン
さんに帰国の挨拶に来て
いただきました。今週、
来週、ここに立つのは２

回となりました。レイチェルさんは、６月14
日。フェアウエルパーテイがホテル日航高知
旭ロイヤルで、17日は観音寺で最終オリエン
テーション。24日、高知空港から帰国されま
す。
　今日は、今までの会長挨拶の中で、間違っ
たことをお話した部分がありますので、それ
の訂正とお詫びをさせていただきます。
　ロータリーソングは昭和初期に日本で歌い
はじめたと申しましたが、これは大きな間違
いでした。ロータリーは1905年創立。会員同
士の親睦と物質的相互扶助に重きをおいて活
動していました。1906年に対外的奉仕をする
べきだという意志を持ち、入会してきたドナ
ルド・カーターの考えにポール・ハリスが同
調、定款を改正、クラブ運営方針を抜本的に
変更。ハリー・ラグルスの推薦を受けて1908
年１月、アーサー・フレデリック・シェルド
ン、シェルドンスクールの卒業生であるチェ
スレー・ペリーが入会。これも、チェス・ペ
リーと言った記憶があり、間違いですので訂

正します。
　これまで会員に大きな利益をもたらしてき
た物質的相互扶助というのを、突然提唱され
た対社会的奉仕活動の概念とが大きく乖離し
た。これに反発する会員との間で激しい論争
が起こり、シェルドンはわずか入会１ヵ月で、
彼の持論である経営学に基づく奉仕理念を
ロータリー理念として説いていました。これ
に反発する会員との間で激しい論争があった
ということです。
　ポール・ハリスとシェルドンによって繰り
返される奉仕哲学と拡大を説く議論に、大多
数を占めていた互恵親睦派の会員、ベテラン
のロータリアンは面白くなかった。辟易して
いた。そこで、白熱した議論の雰囲気を和ら
げるために、ハリー・ラグルスが始めたのが
唱歌であるということです。ハリー・ラグル
スは互恵親睦派のリーダーだったが、皮肉に
もこの人がシェルドンとチェスリー・ペリー
を紹介して入れています。
　ラグルスは印刷業を専門としていたので、
歌詞集を印刷してきて皆に配って、例会のと
きに歌って和やかな雰囲気にしようというこ
とで歌い始めたということです。相当古いこ
とです。
　1908年、均衡を失いポール・ハリスは任期
途中で会長を辞任し、シェルドンも拡大委員
長の任を解かれるという、いろいろの闘争が
あったんでしょうね。その状況を憂慮した
チェスリー・ペリーは、当時16クラブまで拡
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大されていたロータリークラブを全米ロータ
リークラブ連合会を結成して、その組織に
ポール・ハリスとシェルドンを迎え入れ、自
らも事務総長になり、32年間事務総長を続け
てロータリーを巨大な組織につくりあげまし
た。
　これは田中毅先生の2017年７月発行の
「シェルドンの森を巡る旅」の経営学に基づ
く奉仕理論からちょっと勉強をして引用させ
ていただきました。
　シェルドン自体は途中で退会をしています。
ロータリーの会員数が８万人ぐらいのとき
に、シェルドンスクールは20万人以上の卒業
生を出すというスクールだったそうです。で
すので、シェルドンから見てみると、ロータ
リークラブへも教えに行っていたというよう
な感覚でおられたんじゃないでしょうか。
1868年５月１日生まれで1908年シカゴクラブ
へ入会、1930年に退会しています。1935年に
67歳で亡くなったということです。
　ロータリーソングというのは、相当昔から
あったということでした。
　本日は、委員会事業報告です。
◇来訪ロータリアン
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
　高知ロイヤルＲＣ　　壬生邦昭 氏
　高知南ＲＣ　　　　　小松伸子 氏
◇お客様
　長期交換留学生
　　レイチェル・リントンさん　
◇長期交換留学生
　レイチェル・リントンさん帰国挨拶

　日本にいた時間は、私
の人生で１番楽しく、面
白く、辛い、素晴らしい
ときでした。私の家から
何千キロメートルも離れ
ているので、毎日新しい

冒険でした。日本の生活や友達をつくること
は留学生にとって難しいと思います。しかし、
土佐女子の皆さんは、私にとても優しく、親
切にしてくれました。
　高知に住むことが大好きです。植物とお花
がいっぱいの道が大好きです。みんなと教室
でアイドルやテレビの話をすることも大好き

です。私はアメリカの家族に会えなくて寂し
いけど、日本の友達やホストファミリーもま
た私の家族になりました。他の留学生のよう
に、これからはいつも家族がアメリカと日本
にいます。
　日本語のお手伝い、本当にありがとうござ
いました。だんだん上手になりました。なの
で、今は簡単な日本語は話せます。アメリカ
の家族や友達の中に誰も日本語を話せる人は
いません。日本語を忘れたくないので、スカ
イプやラインで友達やホストファミリーとた
くさん話すつもりです。
　この１年間で、私は変わりました。日本の
女子高生のようになりました。私はお土産で
はない高知にあるものを持って帰りたいです。
ありがとうございます。
◇高知南ＲＣ創立60周年記念事業の案内
　本年高知南ＲＣは創立60周年を迎えます。
その記念事業として、総合保健協会の協力を
得て、７月22日朝９時半から16時半まで、中
央公園北入口付近にてマンモグラフィ乳がん
無料検診を行います。50名を予定しています。
同時に高知県乳がん患者の会（いぶき会）の
方たちの協力も得て、乳がんに関する掲示物、
パンフレットの配布、模型を使った体験など
を行います。
　乳がんは早期発見・早期治療をすると治る
可能性の高い病気です。ぜひともこの機会に
たくさんの方に受診をしていただき、また関
心を持っていただきたいと思います。多くの
方へのお声がけをよろしくお願いいたします。
◇50周年記念誌委員長より
　先日、記念誌に載せる写真及びコメントの
募集をしましたが、フォーマットがあれば返
信しやすいだろうということで、今日皆さん
にＦＡＸを送ります。記入の上、返信をお願
いします。写真についても、編集の中で考え
ますのでまずは提出をお願いします。締切は
７月末です。
◇会　長　報　告
・来週は次期ガバナー補佐訪問、７月11日が

ガバナー公式訪問になっています。ネクタ
イ着用をお願いします。

◇幹　事　報　告
・高知クラブから80周年記念誌とＤＶＤが届

いています。
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● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ

1,743,620円

26,855円

1,770,475円

17,294円

1,569円

18,863円

1,760,914円

28,424円

1,789,338円

チビニコ 合　計

６月13日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
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

２．新会員に対してアド
　バイザーの任命…川端
　さんには浦田さん、西
　森さんには永野正将さ
　ん、岡本さんには久松
　さんを選任。27日に入

　会予定者２名には中平さんと沖さんをお願
　いする予定です。
◎会計（発表：早瀬源慶）

・計画書に載せた７項目
　についてはクリアして
　います。
・お金の出入りについて
　は、その都度、完全に
　チェックをしたと思い

　ます。
・会計報告については、７月に監査の後、幹

事から報告予定です。
　一つ気になったのは、クラブ予算の中にニ
コニコ箱のお金を随分振り替えています。将
来、こんなことでいいかなと気になります。
ガバナーからもよく指摘されていましたが、
ニコニコ箱は一般会計で使ってはいけないと

いうことを何度も耳にしています。東クラブ
もニコニコ箱のことを考える時期にきている
のではないかと思います。ぜひご検討願え
ば、健全な運営ができると思います。
◎奉仕プロジェクト委員会（発表：松本隆之）

　反省として、２回しか
奉仕プロジェクト研究会
を開けませんでした。原
因として、私が奉仕プロ
ジェクト研究会というも
のを十分に理解していな

かったということがあります。
　１回目は前田さんを中心に勉強会を行い、
１回目、２回目を通じて財団地区補助金をど
うやって活用するかについて皆さんのご意見
をいただき、東ＲＣとして地区のために何が
できるかを考える機会をいただいた。ただ、
これも私が理解していなかった、勉強してい
なかったということで、次年度の委員長に多
大なるご迷惑をおかけしました。つなげてい
くことをしっかりやっていくことを認識しま
したので、これを忘れてはいけないと思って
います。反省とご報告です。

◇副幹事より
　少し異例ですが、次週は、次期ガバナー補
佐訪問となっています。例会終了後、クラブ

協議会が行われます。委員長さんは次年度の
予定報告をお願いします。
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◇委員会事業報告

◇出席率報告

　

 ● 高知南ＲＣ・小松伸子　本日は高知南ＲＣ
創立60年記念事業についてご案内させていた
だくお時間をいただきましてありがとうござ
いました。７月22日㈰たくさんの方のご来場
をお待ちしております。
 ● 柳澤光秋　16日はローターアクト総会。17
日は長期交換で観音寺。22日から28日はトロ
ント。30日、７月１日はガバナー会です。
 ● 石川　健　今日はレイチェルに帰国あいさ
つに来ていただきました。６月24日帰国で
す。何事もなきよう、あと少しですが、ホス
トファミリーを務めます。
 ● 土居祐三　野外レクお疲れ様でした。飲み
過ぎました。　　
 ● 松本　隆　先日のレクリェーション親睦委
員会の皆さま、本当にありがとうございまし

た。お陰様で本当に楽しい１日をすごすこと
ができました。
 ● 早瀬源慶　レクレーションお世話になりま
した。１日楽しく過ごしました。
 ● 親睦委員長・岡今朝男　野外レクリェーシ
ョン参加ありがとうございました。参加費の
残りはニコニコに入れます。
 ● 福岡満喜子　社会奉仕委員会の活動報告を
聞いていただきましてありがとうございまし
た。ご協力に感謝申し上げます。
 ● 西山忠利　会員増強委員会より、前年より
１名増の結果でした。５名入会、４名退会、
石川会長の目標４名には残念ながら。皆さま
のご協力にお礼。
 ● 野町和也　修業に明け暮れご無沙汰してお
ります。家族記念日お礼。
 ● 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。
◇ＳＡＡより
　本日、ニコニコを締切しました。１年間
178万9,338円のご協力をいただきました。あ
りがとうございました。
◇遅刻・早退　１件

◎社会奉仕委員会（発表：福岡満喜子）
１．環境保全
　・７月２日、浦戸湾７
　　河川一斉清掃。会員
　　・家族31名参加
２．奉仕プロジェクトに
　３回出席。地域の人た

ちにロータリーとして、どのようなことが
できるか討議した。

３．災害に備えた活動
・11月22日、例会で簡易トイレを組み立て

災害に対する意識を深めていただけたの
ではないかと思います。

４．地域防犯として12月15日、警察署安全課
の方に協力いただき、帯屋町でチラシ、マ
スク、カイロを配って振り込め詐欺防止
キャンペーンを行った。

５．12月16日、地域補助金を利用したおむつ
バンクキャンペーンに協力

６．四国八十八カ所の支援…毎年１万円を寄
付

７．１月14日水曜会のバザーに協力
◎出席委員会（発表：関　淑公）

１．今年度も出席率100％
　の維持ができた。
２．出席率の発表も続け
　て行った。
３．2017－18年度の地区
　大会など、当東ＲＣが

　担当し、会員の皆さん、並びに奥さま方に
　たくさんご参加いただいた。
４．国際会議、ＩＭ等にも多数出席していた

だいた。
５．ホームクラブ出欠表への記入を、今後も

ご協力お願いします。
６．皆勤賞として図書券の進呈を決定してい

ます。
◎会員増強・退会防止委員会（発表・西山忠利）
・会員増強のために、毎月１回、例会でお願

　いさせていただきまし
　た。
・アンケートを取りまし
　たが、そのフォローが
　十分にできなかったこ
　とは反省点です。

・第１週と第３週には回覧板を回した。ニコ
ニコに入れて、発表してもらった。

　　現在、５名入会、１名亡くなられて、３
名が退会。結果１名の増となり、会長の目
標の最低４名増強は残念ながらできません
でした。来年度の委員長のもとで、皆さん
合同で増強していただくようお願いします。

◎会員選考・職業分類委員会
（発表：前田　博）
　今期５名の入会候補者
を活動方針に従い、当ク
ラブ会員として適格であ
るかどうか選考を行い、
理事会に適格であると報

告しました。
　７月・川端さん、11月・西森さん、６月・
岡本さん、あと２名は再来週に入会予定。以
上５名を選考しました。
◎プログラム委員会（発表：鬼田知明）

　本年度のクラブテーマ
に基づき、より皆さんに
例会に参加していただけ
るよう考えながらプログ
ラムを組みました。前期
から新入会員の卓話の繰

越が多くあり、発表していただきました。
　会長、会員、事務局から、米山記念奨学
生、高知で活躍するさまざまな分野の方を紹
介していただいたお陰で、27回の卓話を無事
終了できました。
◎ロータリー情報委員会（発表：松岡英雄）
１．入会３年未満の会員にオリエンテーショ

ンを行う…４月16日・９名参加

事務局・河野さん
「プラハのワンコ Vol.4」

事務局・河野さん
「プラハのワンコ Vol.4」

東ＲＣ 野外レクリエーション
2018年６月10日㈰

於：アサヒビール四国工場・アサヒビール伊予西条店・マイントピア別子
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本日　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

次週　６月27日㈬ 18：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　最　　終　　夜　　間　　例　　会

第2381回　例会報告／平成30年６月13日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「雨降り」　
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
今日は、長期交換留学生
のレイチェル・リントン
さんに帰国の挨拶に来て
いただきました。今週、
来週、ここに立つのは２

回となりました。レイチェルさんは、６月14
日。フェアウエルパーテイがホテル日航高知
旭ロイヤルで、17日は観音寺で最終オリエン
テーション。24日、高知空港から帰国されま
す。
　今日は、今までの会長挨拶の中で、間違っ
たことをお話した部分がありますので、それ
の訂正とお詫びをさせていただきます。
　ロータリーソングは昭和初期に日本で歌い
はじめたと申しましたが、これは大きな間違
いでした。ロータリーは1905年創立。会員同
士の親睦と物質的相互扶助に重きをおいて活
動していました。1906年に対外的奉仕をする
べきだという意志を持ち、入会してきたドナ
ルド・カーターの考えにポール・ハリスが同
調、定款を改正、クラブ運営方針を抜本的に
変更。ハリー・ラグルスの推薦を受けて1908
年１月、アーサー・フレデリック・シェルド
ン、シェルドンスクールの卒業生であるチェ
スレー・ペリーが入会。これも、チェス・ペ
リーと言った記憶があり、間違いですので訂

正します。
　これまで会員に大きな利益をもたらしてき
た物質的相互扶助というのを、突然提唱され
た対社会的奉仕活動の概念とが大きく乖離し
た。これに反発する会員との間で激しい論争
が起こり、シェルドンはわずか入会１ヵ月で、
彼の持論である経営学に基づく奉仕理念を
ロータリー理念として説いていました。これ
に反発する会員との間で激しい論争があった
ということです。
　ポール・ハリスとシェルドンによって繰り
返される奉仕哲学と拡大を説く議論に、大多
数を占めていた互恵親睦派の会員、ベテラン
のロータリアンは面白くなかった。辟易して
いた。そこで、白熱した議論の雰囲気を和ら
げるために、ハリー・ラグルスが始めたのが
唱歌であるということです。ハリー・ラグル
スは互恵親睦派のリーダーだったが、皮肉に
もこの人がシェルドンとチェスリー・ペリー
を紹介して入れています。
　ラグルスは印刷業を専門としていたので、
歌詞集を印刷してきて皆に配って、例会のと
きに歌って和やかな雰囲気にしようというこ
とで歌い始めたということです。相当古いこ
とです。
　1908年、均衡を失いポール・ハリスは任期
途中で会長を辞任し、シェルドンも拡大委員
長の任を解かれるという、いろいろの闘争が
あったんでしょうね。その状況を憂慮した
チェスリー・ペリーは、当時16クラブまで拡
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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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大されていたロータリークラブを全米ロータ
リークラブ連合会を結成して、その組織に
ポール・ハリスとシェルドンを迎え入れ、自
らも事務総長になり、32年間事務総長を続け
てロータリーを巨大な組織につくりあげまし
た。
　これは田中毅先生の2017年７月発行の
「シェルドンの森を巡る旅」の経営学に基づ
く奉仕理論からちょっと勉強をして引用させ
ていただきました。
　シェルドン自体は途中で退会をしています。
ロータリーの会員数が８万人ぐらいのとき
に、シェルドンスクールは20万人以上の卒業
生を出すというスクールだったそうです。で
すので、シェルドンから見てみると、ロータ
リークラブへも教えに行っていたというよう
な感覚でおられたんじゃないでしょうか。
1868年５月１日生まれで1908年シカゴクラブ
へ入会、1930年に退会しています。1935年に
67歳で亡くなったということです。
　ロータリーソングというのは、相当昔から
あったということでした。
　本日は、委員会事業報告です。
◇来訪ロータリアン
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
　高知ロイヤルＲＣ　　壬生邦昭 氏
　高知南ＲＣ　　　　　小松伸子 氏
◇お客様
　長期交換留学生
　　レイチェル・リントンさん　
◇長期交換留学生
　レイチェル・リントンさん帰国挨拶

　日本にいた時間は、私
の人生で１番楽しく、面
白く、辛い、素晴らしい
ときでした。私の家から
何千キロメートルも離れ
ているので、毎日新しい

冒険でした。日本の生活や友達をつくること
は留学生にとって難しいと思います。しかし、
土佐女子の皆さんは、私にとても優しく、親
切にしてくれました。
　高知に住むことが大好きです。植物とお花
がいっぱいの道が大好きです。みんなと教室
でアイドルやテレビの話をすることも大好き

です。私はアメリカの家族に会えなくて寂し
いけど、日本の友達やホストファミリーもま
た私の家族になりました。他の留学生のよう
に、これからはいつも家族がアメリカと日本
にいます。
　日本語のお手伝い、本当にありがとうござ
いました。だんだん上手になりました。なの
で、今は簡単な日本語は話せます。アメリカ
の家族や友達の中に誰も日本語を話せる人は
いません。日本語を忘れたくないので、スカ
イプやラインで友達やホストファミリーとた
くさん話すつもりです。
　この１年間で、私は変わりました。日本の
女子高生のようになりました。私はお土産で
はない高知にあるものを持って帰りたいです。
ありがとうございます。
◇高知南ＲＣ創立60周年記念事業の案内
　本年高知南ＲＣは創立60周年を迎えます。
その記念事業として、総合保健協会の協力を
得て、７月22日朝９時半から16時半まで、中
央公園北入口付近にてマンモグラフィ乳がん
無料検診を行います。50名を予定しています。
同時に高知県乳がん患者の会（いぶき会）の
方たちの協力も得て、乳がんに関する掲示物、
パンフレットの配布、模型を使った体験など
を行います。
　乳がんは早期発見・早期治療をすると治る
可能性の高い病気です。ぜひともこの機会に
たくさんの方に受診をしていただき、また関
心を持っていただきたいと思います。多くの
方へのお声がけをよろしくお願いいたします。
◇50周年記念誌委員長より
　先日、記念誌に載せる写真及びコメントの
募集をしましたが、フォーマットがあれば返
信しやすいだろうということで、今日皆さん
にＦＡＸを送ります。記入の上、返信をお願
いします。写真についても、編集の中で考え
ますのでまずは提出をお願いします。締切は
７月末です。
◇会　長　報　告
・来週は次期ガバナー補佐訪問、７月11日が

ガバナー公式訪問になっています。ネクタ
イ着用をお願いします。

◇幹　事　報　告
・高知クラブから80周年記念誌とＤＶＤが届

いています。
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● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ

1,743,620円

26,855円

1,770,475円

17,294円

1,569円

18,863円

1,760,914円

28,424円

1,789,338円

チビニコ 合　計

６月13日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
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

２．新会員に対してアド
　バイザーの任命…川端
　さんには浦田さん、西
　森さんには永野正将さ
　ん、岡本さんには久松
　さんを選任。27日に入

　会予定者２名には中平さんと沖さんをお願
　いする予定です。
◎会計（発表：早瀬源慶）

・計画書に載せた７項目
　についてはクリアして
　います。
・お金の出入りについて
　は、その都度、完全に
　チェックをしたと思い

　ます。
・会計報告については、７月に監査の後、幹

事から報告予定です。
　一つ気になったのは、クラブ予算の中にニ
コニコ箱のお金を随分振り替えています。将
来、こんなことでいいかなと気になります。
ガバナーからもよく指摘されていましたが、
ニコニコ箱は一般会計で使ってはいけないと

いうことを何度も耳にしています。東クラブ
もニコニコ箱のことを考える時期にきている
のではないかと思います。ぜひご検討願え
ば、健全な運営ができると思います。
◎奉仕プロジェクト委員会（発表：松本隆之）

　反省として、２回しか
奉仕プロジェクト研究会
を開けませんでした。原
因として、私が奉仕プロ
ジェクト研究会というも
のを十分に理解していな

かったということがあります。
　１回目は前田さんを中心に勉強会を行い、
１回目、２回目を通じて財団地区補助金をど
うやって活用するかについて皆さんのご意見
をいただき、東ＲＣとして地区のために何が
できるかを考える機会をいただいた。ただ、
これも私が理解していなかった、勉強してい
なかったということで、次年度の委員長に多
大なるご迷惑をおかけしました。つなげてい
くことをしっかりやっていくことを認識しま
したので、これを忘れてはいけないと思って
います。反省とご報告です。

◇副幹事より
　少し異例ですが、次週は、次期ガバナー補
佐訪問となっています。例会終了後、クラブ

協議会が行われます。委員長さんは次年度の
予定報告をお願いします。

６月13日

５月30日

総数
－5 57
－5 56

出席
39
41

欠席
8
0

メイク
アップ HC出席率

68.42％

73.21％

出席率
84.62％

100％

5
10

◇委員会事業報告

◇出席率報告

　

 ● 高知南ＲＣ・小松伸子　本日は高知南ＲＣ
創立60年記念事業についてご案内させていた
だくお時間をいただきましてありがとうござ
いました。７月22日㈰たくさんの方のご来場
をお待ちしております。
 ● 柳澤光秋　16日はローターアクト総会。17
日は長期交換で観音寺。22日から28日はトロ
ント。30日、７月１日はガバナー会です。
 ● 石川　健　今日はレイチェルに帰国あいさ
つに来ていただきました。６月24日帰国で
す。何事もなきよう、あと少しですが、ホス
トファミリーを務めます。
 ● 土居祐三　野外レクお疲れ様でした。飲み
過ぎました。　　
 ● 松本　隆　先日のレクリェーション親睦委
員会の皆さま、本当にありがとうございまし

た。お陰様で本当に楽しい１日をすごすこと
ができました。
 ● 早瀬源慶　レクレーションお世話になりま
した。１日楽しく過ごしました。
 ● 親睦委員長・岡今朝男　野外レクリェーシ
ョン参加ありがとうございました。参加費の
残りはニコニコに入れます。
 ● 福岡満喜子　社会奉仕委員会の活動報告を
聞いていただきましてありがとうございまし
た。ご協力に感謝申し上げます。
 ● 西山忠利　会員増強委員会より、前年より
１名増の結果でした。５名入会、４名退会、
石川会長の目標４名には残念ながら。皆さま
のご協力にお礼。
 ● 野町和也　修業に明け暮れご無沙汰してお
ります。家族記念日お礼。
 ● 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。
◇ＳＡＡより
　本日、ニコニコを締切しました。１年間
178万9,338円のご協力をいただきました。あ
りがとうございました。
◇遅刻・早退　１件

◎社会奉仕委員会（発表：福岡満喜子）
１．環境保全
　・７月２日、浦戸湾７
　　河川一斉清掃。会員
　　・家族31名参加
２．奉仕プロジェクトに
　３回出席。地域の人た

ちにロータリーとして、どのようなことが
できるか討議した。

３．災害に備えた活動
・11月22日、例会で簡易トイレを組み立て

災害に対する意識を深めていただけたの
ではないかと思います。

４．地域防犯として12月15日、警察署安全課
の方に協力いただき、帯屋町でチラシ、マ
スク、カイロを配って振り込め詐欺防止
キャンペーンを行った。

５．12月16日、地域補助金を利用したおむつ
バンクキャンペーンに協力

６．四国八十八カ所の支援…毎年１万円を寄
付

７．１月14日水曜会のバザーに協力
◎出席委員会（発表：関　淑公）

１．今年度も出席率100％
　の維持ができた。
２．出席率の発表も続け
　て行った。
３．2017－18年度の地区
　大会など、当東ＲＣが

　担当し、会員の皆さん、並びに奥さま方に
　たくさんご参加いただいた。
４．国際会議、ＩＭ等にも多数出席していた

だいた。
５．ホームクラブ出欠表への記入を、今後も

ご協力お願いします。
６．皆勤賞として図書券の進呈を決定してい

ます。
◎会員増強・退会防止委員会（発表・西山忠利）
・会員増強のために、毎月１回、例会でお願

　いさせていただきまし
　た。
・アンケートを取りまし
　たが、そのフォローが
　十分にできなかったこ
　とは反省点です。

・第１週と第３週には回覧板を回した。ニコ
ニコに入れて、発表してもらった。

　　現在、５名入会、１名亡くなられて、３
名が退会。結果１名の増となり、会長の目
標の最低４名増強は残念ながらできません
でした。来年度の委員長のもとで、皆さん
合同で増強していただくようお願いします。

◎会員選考・職業分類委員会
（発表：前田　博）
　今期５名の入会候補者
を活動方針に従い、当ク
ラブ会員として適格であ
るかどうか選考を行い、
理事会に適格であると報

告しました。
　７月・川端さん、11月・西森さん、６月・
岡本さん、あと２名は再来週に入会予定。以
上５名を選考しました。
◎プログラム委員会（発表：鬼田知明）

　本年度のクラブテーマ
に基づき、より皆さんに
例会に参加していただけ
るよう考えながらプログ
ラムを組みました。前期
から新入会員の卓話の繰

越が多くあり、発表していただきました。
　会長、会員、事務局から、米山記念奨学
生、高知で活躍するさまざまな分野の方を紹
介していただいたお陰で、27回の卓話を無事
終了できました。
◎ロータリー情報委員会（発表：松岡英雄）
１．入会３年未満の会員にオリエンテーショ

ンを行う…４月16日・９名参加

事務局・河野さん
「プラハのワンコ Vol.4」

事務局・河野さん
「プラハのワンコ Vol.4」

東ＲＣ 野外レクリエーション
2018年６月10日㈰

於：アサヒビール四国工場・アサヒビール伊予西条店・マイントピア別子
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本日　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

次週　６月27日㈬ 18：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　最　　終　　夜　　間　　例　　会

第2381回　例会報告／平成30年６月13日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「雨降り」　
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
今日は、長期交換留学生
のレイチェル・リントン
さんに帰国の挨拶に来て
いただきました。今週、
来週、ここに立つのは２

回となりました。レイチェルさんは、６月14
日。フェアウエルパーテイがホテル日航高知
旭ロイヤルで、17日は観音寺で最終オリエン
テーション。24日、高知空港から帰国されま
す。
　今日は、今までの会長挨拶の中で、間違っ
たことをお話した部分がありますので、それ
の訂正とお詫びをさせていただきます。
　ロータリーソングは昭和初期に日本で歌い
はじめたと申しましたが、これは大きな間違
いでした。ロータリーは1905年創立。会員同
士の親睦と物質的相互扶助に重きをおいて活
動していました。1906年に対外的奉仕をする
べきだという意志を持ち、入会してきたドナ
ルド・カーターの考えにポール・ハリスが同
調、定款を改正、クラブ運営方針を抜本的に
変更。ハリー・ラグルスの推薦を受けて1908
年１月、アーサー・フレデリック・シェルド
ン、シェルドンスクールの卒業生であるチェ
スレー・ペリーが入会。これも、チェス・ペ
リーと言った記憶があり、間違いですので訂

正します。
　これまで会員に大きな利益をもたらしてき
た物質的相互扶助というのを、突然提唱され
た対社会的奉仕活動の概念とが大きく乖離し
た。これに反発する会員との間で激しい論争
が起こり、シェルドンはわずか入会１ヵ月で、
彼の持論である経営学に基づく奉仕理念を
ロータリー理念として説いていました。これ
に反発する会員との間で激しい論争があった
ということです。
　ポール・ハリスとシェルドンによって繰り
返される奉仕哲学と拡大を説く議論に、大多
数を占めていた互恵親睦派の会員、ベテラン
のロータリアンは面白くなかった。辟易して
いた。そこで、白熱した議論の雰囲気を和ら
げるために、ハリー・ラグルスが始めたのが
唱歌であるということです。ハリー・ラグル
スは互恵親睦派のリーダーだったが、皮肉に
もこの人がシェルドンとチェスリー・ペリー
を紹介して入れています。
　ラグルスは印刷業を専門としていたので、
歌詞集を印刷してきて皆に配って、例会のと
きに歌って和やかな雰囲気にしようというこ
とで歌い始めたということです。相当古いこ
とです。
　1908年、均衡を失いポール・ハリスは任期
途中で会長を辞任し、シェルドンも拡大委員
長の任を解かれるという、いろいろの闘争が
あったんでしょうね。その状況を憂慮した
チェスリー・ペリーは、当時16クラブまで拡
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大されていたロータリークラブを全米ロータ
リークラブ連合会を結成して、その組織に
ポール・ハリスとシェルドンを迎え入れ、自
らも事務総長になり、32年間事務総長を続け
てロータリーを巨大な組織につくりあげまし
た。
　これは田中毅先生の2017年７月発行の
「シェルドンの森を巡る旅」の経営学に基づ
く奉仕理論からちょっと勉強をして引用させ
ていただきました。
　シェルドン自体は途中で退会をしています。
ロータリーの会員数が８万人ぐらいのとき
に、シェルドンスクールは20万人以上の卒業
生を出すというスクールだったそうです。で
すので、シェルドンから見てみると、ロータ
リークラブへも教えに行っていたというよう
な感覚でおられたんじゃないでしょうか。
1868年５月１日生まれで1908年シカゴクラブ
へ入会、1930年に退会しています。1935年に
67歳で亡くなったということです。
　ロータリーソングというのは、相当昔から
あったということでした。
　本日は、委員会事業報告です。
◇来訪ロータリアン
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
　高知ロイヤルＲＣ　　壬生邦昭 氏
　高知南ＲＣ　　　　　小松伸子 氏
◇お客様
　長期交換留学生
　　レイチェル・リントンさん　
◇長期交換留学生
　レイチェル・リントンさん帰国挨拶

　日本にいた時間は、私
の人生で１番楽しく、面
白く、辛い、素晴らしい
ときでした。私の家から
何千キロメートルも離れ
ているので、毎日新しい

冒険でした。日本の生活や友達をつくること
は留学生にとって難しいと思います。しかし、
土佐女子の皆さんは、私にとても優しく、親
切にしてくれました。
　高知に住むことが大好きです。植物とお花
がいっぱいの道が大好きです。みんなと教室
でアイドルやテレビの話をすることも大好き

です。私はアメリカの家族に会えなくて寂し
いけど、日本の友達やホストファミリーもま
た私の家族になりました。他の留学生のよう
に、これからはいつも家族がアメリカと日本
にいます。
　日本語のお手伝い、本当にありがとうござ
いました。だんだん上手になりました。なの
で、今は簡単な日本語は話せます。アメリカ
の家族や友達の中に誰も日本語を話せる人は
いません。日本語を忘れたくないので、スカ
イプやラインで友達やホストファミリーとた
くさん話すつもりです。
　この１年間で、私は変わりました。日本の
女子高生のようになりました。私はお土産で
はない高知にあるものを持って帰りたいです。
ありがとうございます。
◇高知南ＲＣ創立60周年記念事業の案内
　本年高知南ＲＣは創立60周年を迎えます。
その記念事業として、総合保健協会の協力を
得て、７月22日朝９時半から16時半まで、中
央公園北入口付近にてマンモグラフィ乳がん
無料検診を行います。50名を予定しています。
同時に高知県乳がん患者の会（いぶき会）の
方たちの協力も得て、乳がんに関する掲示物、
パンフレットの配布、模型を使った体験など
を行います。
　乳がんは早期発見・早期治療をすると治る
可能性の高い病気です。ぜひともこの機会に
たくさんの方に受診をしていただき、また関
心を持っていただきたいと思います。多くの
方へのお声がけをよろしくお願いいたします。
◇50周年記念誌委員長より
　先日、記念誌に載せる写真及びコメントの
募集をしましたが、フォーマットがあれば返
信しやすいだろうということで、今日皆さん
にＦＡＸを送ります。記入の上、返信をお願
いします。写真についても、編集の中で考え
ますのでまずは提出をお願いします。締切は
７月末です。
◇会　長　報　告
・来週は次期ガバナー補佐訪問、７月11日が

ガバナー公式訪問になっています。ネクタ
イ着用をお願いします。

◇幹　事　報　告
・高知クラブから80周年記念誌とＤＶＤが届

いています。
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● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ

1,743,620円

26,855円

1,770,475円

17,294円

1,569円

18,863円

1,760,914円

28,424円

1,789,338円

チビニコ 合　計

６月13日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
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

２．新会員に対してアド
　バイザーの任命…川端
　さんには浦田さん、西
　森さんには永野正将さ
　ん、岡本さんには久松
　さんを選任。27日に入

　会予定者２名には中平さんと沖さんをお願
　いする予定です。
◎会計（発表：早瀬源慶）

・計画書に載せた７項目
　についてはクリアして
　います。
・お金の出入りについて
　は、その都度、完全に
　チェックをしたと思い

　ます。
・会計報告については、７月に監査の後、幹

事から報告予定です。
　一つ気になったのは、クラブ予算の中にニ
コニコ箱のお金を随分振り替えています。将
来、こんなことでいいかなと気になります。
ガバナーからもよく指摘されていましたが、
ニコニコ箱は一般会計で使ってはいけないと

いうことを何度も耳にしています。東クラブ
もニコニコ箱のことを考える時期にきている
のではないかと思います。ぜひご検討願え
ば、健全な運営ができると思います。
◎奉仕プロジェクト委員会（発表：松本隆之）

　反省として、２回しか
奉仕プロジェクト研究会
を開けませんでした。原
因として、私が奉仕プロ
ジェクト研究会というも
のを十分に理解していな

かったということがあります。
　１回目は前田さんを中心に勉強会を行い、
１回目、２回目を通じて財団地区補助金をど
うやって活用するかについて皆さんのご意見
をいただき、東ＲＣとして地区のために何が
できるかを考える機会をいただいた。ただ、
これも私が理解していなかった、勉強してい
なかったということで、次年度の委員長に多
大なるご迷惑をおかけしました。つなげてい
くことをしっかりやっていくことを認識しま
したので、これを忘れてはいけないと思って
います。反省とご報告です。

◇副幹事より
　少し異例ですが、次週は、次期ガバナー補
佐訪問となっています。例会終了後、クラブ

協議会が行われます。委員長さんは次年度の
予定報告をお願いします。

６月13日

５月30日
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84.62％
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◇委員会事業報告

◇出席率報告

　

 ● 高知南ＲＣ・小松伸子　本日は高知南ＲＣ
創立60年記念事業についてご案内させていた
だくお時間をいただきましてありがとうござ
いました。７月22日㈰たくさんの方のご来場
をお待ちしております。
 ● 柳澤光秋　16日はローターアクト総会。17
日は長期交換で観音寺。22日から28日はトロ
ント。30日、７月１日はガバナー会です。
 ● 石川　健　今日はレイチェルに帰国あいさ
つに来ていただきました。６月24日帰国で
す。何事もなきよう、あと少しですが、ホス
トファミリーを務めます。
 ● 土居祐三　野外レクお疲れ様でした。飲み
過ぎました。　　
 ● 松本　隆　先日のレクリェーション親睦委
員会の皆さま、本当にありがとうございまし

た。お陰様で本当に楽しい１日をすごすこと
ができました。
 ● 早瀬源慶　レクレーションお世話になりま
した。１日楽しく過ごしました。
 ● 親睦委員長・岡今朝男　野外レクリェーシ
ョン参加ありがとうございました。参加費の
残りはニコニコに入れます。
 ● 福岡満喜子　社会奉仕委員会の活動報告を
聞いていただきましてありがとうございまし
た。ご協力に感謝申し上げます。
 ● 西山忠利　会員増強委員会より、前年より
１名増の結果でした。５名入会、４名退会、
石川会長の目標４名には残念ながら。皆さま
のご協力にお礼。
 ● 野町和也　修業に明け暮れご無沙汰してお
ります。家族記念日お礼。
 ● 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。
◇ＳＡＡより
　本日、ニコニコを締切しました。１年間
178万9,338円のご協力をいただきました。あ
りがとうございました。
◇遅刻・早退　１件

◎社会奉仕委員会（発表：福岡満喜子）
１．環境保全
　・７月２日、浦戸湾７
　　河川一斉清掃。会員
　　・家族31名参加
２．奉仕プロジェクトに
　３回出席。地域の人た

ちにロータリーとして、どのようなことが
できるか討議した。

３．災害に備えた活動
・11月22日、例会で簡易トイレを組み立て

災害に対する意識を深めていただけたの
ではないかと思います。

４．地域防犯として12月15日、警察署安全課
の方に協力いただき、帯屋町でチラシ、マ
スク、カイロを配って振り込め詐欺防止
キャンペーンを行った。

５．12月16日、地域補助金を利用したおむつ
バンクキャンペーンに協力

６．四国八十八カ所の支援…毎年１万円を寄
付

７．１月14日水曜会のバザーに協力
◎出席委員会（発表：関　淑公）

１．今年度も出席率100％
　の維持ができた。
２．出席率の発表も続け
　て行った。
３．2017－18年度の地区
　大会など、当東ＲＣが

　担当し、会員の皆さん、並びに奥さま方に
　たくさんご参加いただいた。
４．国際会議、ＩＭ等にも多数出席していた

だいた。
５．ホームクラブ出欠表への記入を、今後も

ご協力お願いします。
６．皆勤賞として図書券の進呈を決定してい

ます。
◎会員増強・退会防止委員会（発表・西山忠利）
・会員増強のために、毎月１回、例会でお願

　いさせていただきまし
　た。
・アンケートを取りまし
　たが、そのフォローが
　十分にできなかったこ
　とは反省点です。

・第１週と第３週には回覧板を回した。ニコ
ニコに入れて、発表してもらった。

　　現在、５名入会、１名亡くなられて、３
名が退会。結果１名の増となり、会長の目
標の最低４名増強は残念ながらできません
でした。来年度の委員長のもとで、皆さん
合同で増強していただくようお願いします。

◎会員選考・職業分類委員会
（発表：前田　博）
　今期５名の入会候補者
を活動方針に従い、当ク
ラブ会員として適格であ
るかどうか選考を行い、
理事会に適格であると報

告しました。
　７月・川端さん、11月・西森さん、６月・
岡本さん、あと２名は再来週に入会予定。以
上５名を選考しました。
◎プログラム委員会（発表：鬼田知明）

　本年度のクラブテーマ
に基づき、より皆さんに
例会に参加していただけ
るよう考えながらプログ
ラムを組みました。前期
から新入会員の卓話の繰

越が多くあり、発表していただきました。
　会長、会員、事務局から、米山記念奨学
生、高知で活躍するさまざまな分野の方を紹
介していただいたお陰で、27回の卓話を無事
終了できました。
◎ロータリー情報委員会（発表：松岡英雄）
１．入会３年未満の会員にオリエンテーショ

ンを行う…４月16日・９名参加

事務局・河野さん
「プラハのワンコ Vol.4」

事務局・河野さん
「プラハのワンコ Vol.4」

東ＲＣ 野外レクリエーション
2018年６月10日㈰

於：アサヒビール四国工場・アサヒビール伊予西条店・マイントピア別子
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本日　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

次週　６月27日㈬ 18：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　最　　終　　夜　　間　　例　　会

第2381回　例会報告／平成30年６月13日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「雨降り」　
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
今日は、長期交換留学生
のレイチェル・リントン
さんに帰国の挨拶に来て
いただきました。今週、
来週、ここに立つのは２

回となりました。レイチェルさんは、６月14
日。フェアウエルパーテイがホテル日航高知
旭ロイヤルで、17日は観音寺で最終オリエン
テーション。24日、高知空港から帰国されま
す。
　今日は、今までの会長挨拶の中で、間違っ
たことをお話した部分がありますので、それ
の訂正とお詫びをさせていただきます。
　ロータリーソングは昭和初期に日本で歌い
はじめたと申しましたが、これは大きな間違
いでした。ロータリーは1905年創立。会員同
士の親睦と物質的相互扶助に重きをおいて活
動していました。1906年に対外的奉仕をする
べきだという意志を持ち、入会してきたドナ
ルド・カーターの考えにポール・ハリスが同
調、定款を改正、クラブ運営方針を抜本的に
変更。ハリー・ラグルスの推薦を受けて1908
年１月、アーサー・フレデリック・シェルド
ン、シェルドンスクールの卒業生であるチェ
スレー・ペリーが入会。これも、チェス・ペ
リーと言った記憶があり、間違いですので訂

正します。
　これまで会員に大きな利益をもたらしてき
た物質的相互扶助というのを、突然提唱され
た対社会的奉仕活動の概念とが大きく乖離し
た。これに反発する会員との間で激しい論争
が起こり、シェルドンはわずか入会１ヵ月で、
彼の持論である経営学に基づく奉仕理念を
ロータリー理念として説いていました。これ
に反発する会員との間で激しい論争があった
ということです。
　ポール・ハリスとシェルドンによって繰り
返される奉仕哲学と拡大を説く議論に、大多
数を占めていた互恵親睦派の会員、ベテラン
のロータリアンは面白くなかった。辟易して
いた。そこで、白熱した議論の雰囲気を和ら
げるために、ハリー・ラグルスが始めたのが
唱歌であるということです。ハリー・ラグル
スは互恵親睦派のリーダーだったが、皮肉に
もこの人がシェルドンとチェスリー・ペリー
を紹介して入れています。
　ラグルスは印刷業を専門としていたので、
歌詞集を印刷してきて皆に配って、例会のと
きに歌って和やかな雰囲気にしようというこ
とで歌い始めたということです。相当古いこ
とです。
　1908年、均衡を失いポール・ハリスは任期
途中で会長を辞任し、シェルドンも拡大委員
長の任を解かれるという、いろいろの闘争が
あったんでしょうね。その状況を憂慮した
チェスリー・ペリーは、当時16クラブまで拡
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大されていたロータリークラブを全米ロータ
リークラブ連合会を結成して、その組織に
ポール・ハリスとシェルドンを迎え入れ、自
らも事務総長になり、32年間事務総長を続け
てロータリーを巨大な組織につくりあげまし
た。
　これは田中毅先生の2017年７月発行の
「シェルドンの森を巡る旅」の経営学に基づ
く奉仕理論からちょっと勉強をして引用させ
ていただきました。
　シェルドン自体は途中で退会をしています。
ロータリーの会員数が８万人ぐらいのとき
に、シェルドンスクールは20万人以上の卒業
生を出すというスクールだったそうです。で
すので、シェルドンから見てみると、ロータ
リークラブへも教えに行っていたというよう
な感覚でおられたんじゃないでしょうか。
1868年５月１日生まれで1908年シカゴクラブ
へ入会、1930年に退会しています。1935年に
67歳で亡くなったということです。
　ロータリーソングというのは、相当昔から
あったということでした。
　本日は、委員会事業報告です。
◇来訪ロータリアン
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
　高知ロイヤルＲＣ　　壬生邦昭 氏
　高知南ＲＣ　　　　　小松伸子 氏
◇お客様
　長期交換留学生
　　レイチェル・リントンさん　
◇長期交換留学生
　レイチェル・リントンさん帰国挨拶

　日本にいた時間は、私
の人生で１番楽しく、面
白く、辛い、素晴らしい
ときでした。私の家から
何千キロメートルも離れ
ているので、毎日新しい

冒険でした。日本の生活や友達をつくること
は留学生にとって難しいと思います。しかし、
土佐女子の皆さんは、私にとても優しく、親
切にしてくれました。
　高知に住むことが大好きです。植物とお花
がいっぱいの道が大好きです。みんなと教室
でアイドルやテレビの話をすることも大好き

です。私はアメリカの家族に会えなくて寂し
いけど、日本の友達やホストファミリーもま
た私の家族になりました。他の留学生のよう
に、これからはいつも家族がアメリカと日本
にいます。
　日本語のお手伝い、本当にありがとうござ
いました。だんだん上手になりました。なの
で、今は簡単な日本語は話せます。アメリカ
の家族や友達の中に誰も日本語を話せる人は
いません。日本語を忘れたくないので、スカ
イプやラインで友達やホストファミリーとた
くさん話すつもりです。
　この１年間で、私は変わりました。日本の
女子高生のようになりました。私はお土産で
はない高知にあるものを持って帰りたいです。
ありがとうございます。
◇高知南ＲＣ創立60周年記念事業の案内
　本年高知南ＲＣは創立60周年を迎えます。
その記念事業として、総合保健協会の協力を
得て、７月22日朝９時半から16時半まで、中
央公園北入口付近にてマンモグラフィ乳がん
無料検診を行います。50名を予定しています。
同時に高知県乳がん患者の会（いぶき会）の
方たちの協力も得て、乳がんに関する掲示物、
パンフレットの配布、模型を使った体験など
を行います。
　乳がんは早期発見・早期治療をすると治る
可能性の高い病気です。ぜひともこの機会に
たくさんの方に受診をしていただき、また関
心を持っていただきたいと思います。多くの
方へのお声がけをよろしくお願いいたします。
◇50周年記念誌委員長より
　先日、記念誌に載せる写真及びコメントの
募集をしましたが、フォーマットがあれば返
信しやすいだろうということで、今日皆さん
にＦＡＸを送ります。記入の上、返信をお願
いします。写真についても、編集の中で考え
ますのでまずは提出をお願いします。締切は
７月末です。
◇会　長　報　告
・来週は次期ガバナー補佐訪問、７月11日が

ガバナー公式訪問になっています。ネクタ
イ着用をお願いします。

◇幹　事　報　告
・高知クラブから80周年記念誌とＤＶＤが届

いています。
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● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ

1,743,620円

26,855円

1,770,475円

17,294円

1,569円

18,863円

1,760,914円

28,424円

1,789,338円

チビニコ 合　計

６月13日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
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

２．新会員に対してアド
　バイザーの任命…川端
　さんには浦田さん、西
　森さんには永野正将さ
　ん、岡本さんには久松
　さんを選任。27日に入

　会予定者２名には中平さんと沖さんをお願
　いする予定です。
◎会計（発表：早瀬源慶）

・計画書に載せた７項目
　についてはクリアして
　います。
・お金の出入りについて
　は、その都度、完全に
　チェックをしたと思い

　ます。
・会計報告については、７月に監査の後、幹

事から報告予定です。
　一つ気になったのは、クラブ予算の中にニ
コニコ箱のお金を随分振り替えています。将
来、こんなことでいいかなと気になります。
ガバナーからもよく指摘されていましたが、
ニコニコ箱は一般会計で使ってはいけないと

いうことを何度も耳にしています。東クラブ
もニコニコ箱のことを考える時期にきている
のではないかと思います。ぜひご検討願え
ば、健全な運営ができると思います。
◎奉仕プロジェクト委員会（発表：松本隆之）

　反省として、２回しか
奉仕プロジェクト研究会
を開けませんでした。原
因として、私が奉仕プロ
ジェクト研究会というも
のを十分に理解していな

かったということがあります。
　１回目は前田さんを中心に勉強会を行い、
１回目、２回目を通じて財団地区補助金をど
うやって活用するかについて皆さんのご意見
をいただき、東ＲＣとして地区のために何が
できるかを考える機会をいただいた。ただ、
これも私が理解していなかった、勉強してい
なかったということで、次年度の委員長に多
大なるご迷惑をおかけしました。つなげてい
くことをしっかりやっていくことを認識しま
したので、これを忘れてはいけないと思って
います。反省とご報告です。

◇副幹事より
　少し異例ですが、次週は、次期ガバナー補
佐訪問となっています。例会終了後、クラブ

協議会が行われます。委員長さんは次年度の
予定報告をお願いします。

６月13日

５月30日

総数
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－5 56

出席
39
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8
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メイク
アップ HC出席率

68.42％
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出席率
84.62％

100％

5
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◇委員会事業報告

◇出席率報告

　

 ● 高知南ＲＣ・小松伸子　本日は高知南ＲＣ
創立60年記念事業についてご案内させていた
だくお時間をいただきましてありがとうござ
いました。７月22日㈰たくさんの方のご来場
をお待ちしております。
 ● 柳澤光秋　16日はローターアクト総会。17
日は長期交換で観音寺。22日から28日はトロ
ント。30日、７月１日はガバナー会です。
 ● 石川　健　今日はレイチェルに帰国あいさ
つに来ていただきました。６月24日帰国で
す。何事もなきよう、あと少しですが、ホス
トファミリーを務めます。
 ● 土居祐三　野外レクお疲れ様でした。飲み
過ぎました。　　
 ● 松本　隆　先日のレクリェーション親睦委
員会の皆さま、本当にありがとうございまし

た。お陰様で本当に楽しい１日をすごすこと
ができました。
 ● 早瀬源慶　レクレーションお世話になりま
した。１日楽しく過ごしました。
 ● 親睦委員長・岡今朝男　野外レクリェーシ
ョン参加ありがとうございました。参加費の
残りはニコニコに入れます。
 ● 福岡満喜子　社会奉仕委員会の活動報告を
聞いていただきましてありがとうございまし
た。ご協力に感謝申し上げます。
 ● 西山忠利　会員増強委員会より、前年より
１名増の結果でした。５名入会、４名退会、
石川会長の目標４名には残念ながら。皆さま
のご協力にお礼。
 ● 野町和也　修業に明け暮れご無沙汰してお
ります。家族記念日お礼。
 ● 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。
◇ＳＡＡより
　本日、ニコニコを締切しました。１年間
178万9,338円のご協力をいただきました。あ
りがとうございました。
◇遅刻・早退　１件

◎社会奉仕委員会（発表：福岡満喜子）
１．環境保全
　・７月２日、浦戸湾７
　　河川一斉清掃。会員
　　・家族31名参加
２．奉仕プロジェクトに
　３回出席。地域の人た

ちにロータリーとして、どのようなことが
できるか討議した。

３．災害に備えた活動
・11月22日、例会で簡易トイレを組み立て

災害に対する意識を深めていただけたの
ではないかと思います。

４．地域防犯として12月15日、警察署安全課
の方に協力いただき、帯屋町でチラシ、マ
スク、カイロを配って振り込め詐欺防止
キャンペーンを行った。

５．12月16日、地域補助金を利用したおむつ
バンクキャンペーンに協力

６．四国八十八カ所の支援…毎年１万円を寄
付

７．１月14日水曜会のバザーに協力
◎出席委員会（発表：関　淑公）

１．今年度も出席率100％
　の維持ができた。
２．出席率の発表も続け
　て行った。
３．2017－18年度の地区
　大会など、当東ＲＣが

　担当し、会員の皆さん、並びに奥さま方に
　たくさんご参加いただいた。
４．国際会議、ＩＭ等にも多数出席していた

だいた。
５．ホームクラブ出欠表への記入を、今後も

ご協力お願いします。
６．皆勤賞として図書券の進呈を決定してい

ます。
◎会員増強・退会防止委員会（発表・西山忠利）
・会員増強のために、毎月１回、例会でお願

　いさせていただきまし
　た。
・アンケートを取りまし
　たが、そのフォローが
　十分にできなかったこ
　とは反省点です。

・第１週と第３週には回覧板を回した。ニコ
ニコに入れて、発表してもらった。

　　現在、５名入会、１名亡くなられて、３
名が退会。結果１名の増となり、会長の目
標の最低４名増強は残念ながらできません
でした。来年度の委員長のもとで、皆さん
合同で増強していただくようお願いします。

◎会員選考・職業分類委員会
（発表：前田　博）
　今期５名の入会候補者
を活動方針に従い、当ク
ラブ会員として適格であ
るかどうか選考を行い、
理事会に適格であると報

告しました。
　７月・川端さん、11月・西森さん、６月・
岡本さん、あと２名は再来週に入会予定。以
上５名を選考しました。
◎プログラム委員会（発表：鬼田知明）

　本年度のクラブテーマ
に基づき、より皆さんに
例会に参加していただけ
るよう考えながらプログ
ラムを組みました。前期
から新入会員の卓話の繰

越が多くあり、発表していただきました。
　会長、会員、事務局から、米山記念奨学
生、高知で活躍するさまざまな分野の方を紹
介していただいたお陰で、27回の卓話を無事
終了できました。
◎ロータリー情報委員会（発表：松岡英雄）
１．入会３年未満の会員にオリエンテーショ

ンを行う…４月16日・９名参加

事務局・河野さん
「プラハのワンコ Vol.4」

事務局・河野さん
「プラハのワンコ Vol.4」

東ＲＣ 野外レクリエーション
2018年６月10日㈰

於：アサヒビール四国工場・アサヒビール伊予西条店・マイントピア別子
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本日　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

次週　６月27日㈬ 18：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　最　　終　　夜　　間　　例　　会

第2381回　例会報告／平成30年６月13日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「雨降り」　
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
今日は、長期交換留学生
のレイチェル・リントン
さんに帰国の挨拶に来て
いただきました。今週、
来週、ここに立つのは２

回となりました。レイチェルさんは、６月14
日。フェアウエルパーテイがホテル日航高知
旭ロイヤルで、17日は観音寺で最終オリエン
テーション。24日、高知空港から帰国されま
す。
　今日は、今までの会長挨拶の中で、間違っ
たことをお話した部分がありますので、それ
の訂正とお詫びをさせていただきます。
　ロータリーソングは昭和初期に日本で歌い
はじめたと申しましたが、これは大きな間違
いでした。ロータリーは1905年創立。会員同
士の親睦と物質的相互扶助に重きをおいて活
動していました。1906年に対外的奉仕をする
べきだという意志を持ち、入会してきたドナ
ルド・カーターの考えにポール・ハリスが同
調、定款を改正、クラブ運営方針を抜本的に
変更。ハリー・ラグルスの推薦を受けて1908
年１月、アーサー・フレデリック・シェルド
ン、シェルドンスクールの卒業生であるチェ
スレー・ペリーが入会。これも、チェス・ペ
リーと言った記憶があり、間違いですので訂

正します。
　これまで会員に大きな利益をもたらしてき
た物質的相互扶助というのを、突然提唱され
た対社会的奉仕活動の概念とが大きく乖離し
た。これに反発する会員との間で激しい論争
が起こり、シェルドンはわずか入会１ヵ月で、
彼の持論である経営学に基づく奉仕理念を
ロータリー理念として説いていました。これ
に反発する会員との間で激しい論争があった
ということです。
　ポール・ハリスとシェルドンによって繰り
返される奉仕哲学と拡大を説く議論に、大多
数を占めていた互恵親睦派の会員、ベテラン
のロータリアンは面白くなかった。辟易して
いた。そこで、白熱した議論の雰囲気を和ら
げるために、ハリー・ラグルスが始めたのが
唱歌であるということです。ハリー・ラグル
スは互恵親睦派のリーダーだったが、皮肉に
もこの人がシェルドンとチェスリー・ペリー
を紹介して入れています。
　ラグルスは印刷業を専門としていたので、
歌詞集を印刷してきて皆に配って、例会のと
きに歌って和やかな雰囲気にしようというこ
とで歌い始めたということです。相当古いこ
とです。
　1908年、均衡を失いポール・ハリスは任期
途中で会長を辞任し、シェルドンも拡大委員
長の任を解かれるという、いろいろの闘争が
あったんでしょうね。その状況を憂慮した
チェスリー・ペリーは、当時16クラブまで拡
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大されていたロータリークラブを全米ロータ
リークラブ連合会を結成して、その組織に
ポール・ハリスとシェルドンを迎え入れ、自
らも事務総長になり、32年間事務総長を続け
てロータリーを巨大な組織につくりあげまし
た。
　これは田中毅先生の2017年７月発行の
「シェルドンの森を巡る旅」の経営学に基づ
く奉仕理論からちょっと勉強をして引用させ
ていただきました。
　シェルドン自体は途中で退会をしています。
ロータリーの会員数が８万人ぐらいのとき
に、シェルドンスクールは20万人以上の卒業
生を出すというスクールだったそうです。で
すので、シェルドンから見てみると、ロータ
リークラブへも教えに行っていたというよう
な感覚でおられたんじゃないでしょうか。
1868年５月１日生まれで1908年シカゴクラブ
へ入会、1930年に退会しています。1935年に
67歳で亡くなったということです。
　ロータリーソングというのは、相当昔から
あったということでした。
　本日は、委員会事業報告です。
◇来訪ロータリアン
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
　高知ロイヤルＲＣ　　壬生邦昭 氏
　高知南ＲＣ　　　　　小松伸子 氏
◇お客様
　長期交換留学生
　　レイチェル・リントンさん　
◇長期交換留学生
　レイチェル・リントンさん帰国挨拶

　日本にいた時間は、私
の人生で１番楽しく、面
白く、辛い、素晴らしい
ときでした。私の家から
何千キロメートルも離れ
ているので、毎日新しい

冒険でした。日本の生活や友達をつくること
は留学生にとって難しいと思います。しかし、
土佐女子の皆さんは、私にとても優しく、親
切にしてくれました。
　高知に住むことが大好きです。植物とお花
がいっぱいの道が大好きです。みんなと教室
でアイドルやテレビの話をすることも大好き

です。私はアメリカの家族に会えなくて寂し
いけど、日本の友達やホストファミリーもま
た私の家族になりました。他の留学生のよう
に、これからはいつも家族がアメリカと日本
にいます。
　日本語のお手伝い、本当にありがとうござ
いました。だんだん上手になりました。なの
で、今は簡単な日本語は話せます。アメリカ
の家族や友達の中に誰も日本語を話せる人は
いません。日本語を忘れたくないので、スカ
イプやラインで友達やホストファミリーとた
くさん話すつもりです。
　この１年間で、私は変わりました。日本の
女子高生のようになりました。私はお土産で
はない高知にあるものを持って帰りたいです。
ありがとうございます。
◇高知南ＲＣ創立60周年記念事業の案内
　本年高知南ＲＣは創立60周年を迎えます。
その記念事業として、総合保健協会の協力を
得て、７月22日朝９時半から16時半まで、中
央公園北入口付近にてマンモグラフィ乳がん
無料検診を行います。50名を予定しています。
同時に高知県乳がん患者の会（いぶき会）の
方たちの協力も得て、乳がんに関する掲示物、
パンフレットの配布、模型を使った体験など
を行います。
　乳がんは早期発見・早期治療をすると治る
可能性の高い病気です。ぜひともこの機会に
たくさんの方に受診をしていただき、また関
心を持っていただきたいと思います。多くの
方へのお声がけをよろしくお願いいたします。
◇50周年記念誌委員長より
　先日、記念誌に載せる写真及びコメントの
募集をしましたが、フォーマットがあれば返
信しやすいだろうということで、今日皆さん
にＦＡＸを送ります。記入の上、返信をお願
いします。写真についても、編集の中で考え
ますのでまずは提出をお願いします。締切は
７月末です。
◇会　長　報　告
・来週は次期ガバナー補佐訪問、７月11日が

ガバナー公式訪問になっています。ネクタ
イ着用をお願いします。

◇幹　事　報　告
・高知クラブから80周年記念誌とＤＶＤが届

いています。
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● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ

1,743,620円

26,855円

1,770,475円

17,294円

1,569円

18,863円

1,760,914円

28,424円

1,789,338円

チビニコ 合　計

６月13日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
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

２．新会員に対してアド
　バイザーの任命…川端
　さんには浦田さん、西
　森さんには永野正将さ
　ん、岡本さんには久松
　さんを選任。27日に入

　会予定者２名には中平さんと沖さんをお願
　いする予定です。
◎会計（発表：早瀬源慶）

・計画書に載せた７項目
　についてはクリアして
　います。
・お金の出入りについて
　は、その都度、完全に
　チェックをしたと思い

　ます。
・会計報告については、７月に監査の後、幹

事から報告予定です。
　一つ気になったのは、クラブ予算の中にニ
コニコ箱のお金を随分振り替えています。将
来、こんなことでいいかなと気になります。
ガバナーからもよく指摘されていましたが、
ニコニコ箱は一般会計で使ってはいけないと

いうことを何度も耳にしています。東クラブ
もニコニコ箱のことを考える時期にきている
のではないかと思います。ぜひご検討願え
ば、健全な運営ができると思います。
◎奉仕プロジェクト委員会（発表：松本隆之）

　反省として、２回しか
奉仕プロジェクト研究会
を開けませんでした。原
因として、私が奉仕プロ
ジェクト研究会というも
のを十分に理解していな

かったということがあります。
　１回目は前田さんを中心に勉強会を行い、
１回目、２回目を通じて財団地区補助金をど
うやって活用するかについて皆さんのご意見
をいただき、東ＲＣとして地区のために何が
できるかを考える機会をいただいた。ただ、
これも私が理解していなかった、勉強してい
なかったということで、次年度の委員長に多
大なるご迷惑をおかけしました。つなげてい
くことをしっかりやっていくことを認識しま
したので、これを忘れてはいけないと思って
います。反省とご報告です。

◇副幹事より
　少し異例ですが、次週は、次期ガバナー補
佐訪問となっています。例会終了後、クラブ

協議会が行われます。委員長さんは次年度の
予定報告をお願いします。

６月13日

５月30日
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100％
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◇委員会事業報告

◇出席率報告

　

 ● 高知南ＲＣ・小松伸子　本日は高知南ＲＣ
創立60年記念事業についてご案内させていた
だくお時間をいただきましてありがとうござ
いました。７月22日㈰たくさんの方のご来場
をお待ちしております。
 ● 柳澤光秋　16日はローターアクト総会。17
日は長期交換で観音寺。22日から28日はトロ
ント。30日、７月１日はガバナー会です。
 ● 石川　健　今日はレイチェルに帰国あいさ
つに来ていただきました。６月24日帰国で
す。何事もなきよう、あと少しですが、ホス
トファミリーを務めます。
 ● 土居祐三　野外レクお疲れ様でした。飲み
過ぎました。　　
 ● 松本　隆　先日のレクリェーション親睦委
員会の皆さま、本当にありがとうございまし

た。お陰様で本当に楽しい１日をすごすこと
ができました。
 ● 早瀬源慶　レクレーションお世話になりま
した。１日楽しく過ごしました。
 ● 親睦委員長・岡今朝男　野外レクリェーシ
ョン参加ありがとうございました。参加費の
残りはニコニコに入れます。
 ● 福岡満喜子　社会奉仕委員会の活動報告を
聞いていただきましてありがとうございまし
た。ご協力に感謝申し上げます。
 ● 西山忠利　会員増強委員会より、前年より
１名増の結果でした。５名入会、４名退会、
石川会長の目標４名には残念ながら。皆さま
のご協力にお礼。
 ● 野町和也　修業に明け暮れご無沙汰してお
ります。家族記念日お礼。
 ● 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。
◇ＳＡＡより
　本日、ニコニコを締切しました。１年間
178万9,338円のご協力をいただきました。あ
りがとうございました。
◇遅刻・早退　１件

◎社会奉仕委員会（発表：福岡満喜子）
１．環境保全
　・７月２日、浦戸湾７
　　河川一斉清掃。会員
　　・家族31名参加
２．奉仕プロジェクトに
　３回出席。地域の人た

ちにロータリーとして、どのようなことが
できるか討議した。

３．災害に備えた活動
・11月22日、例会で簡易トイレを組み立て

災害に対する意識を深めていただけたの
ではないかと思います。

４．地域防犯として12月15日、警察署安全課
の方に協力いただき、帯屋町でチラシ、マ
スク、カイロを配って振り込め詐欺防止
キャンペーンを行った。

５．12月16日、地域補助金を利用したおむつ
バンクキャンペーンに協力

６．四国八十八カ所の支援…毎年１万円を寄
付

７．１月14日水曜会のバザーに協力
◎出席委員会（発表：関　淑公）

１．今年度も出席率100％
　の維持ができた。
２．出席率の発表も続け
　て行った。
３．2017－18年度の地区
　大会など、当東ＲＣが

　担当し、会員の皆さん、並びに奥さま方に
　たくさんご参加いただいた。
４．国際会議、ＩＭ等にも多数出席していた

だいた。
５．ホームクラブ出欠表への記入を、今後も

ご協力お願いします。
６．皆勤賞として図書券の進呈を決定してい

ます。
◎会員増強・退会防止委員会（発表・西山忠利）
・会員増強のために、毎月１回、例会でお願

　いさせていただきまし
　た。
・アンケートを取りまし
　たが、そのフォローが
　十分にできなかったこ
　とは反省点です。

・第１週と第３週には回覧板を回した。ニコ
ニコに入れて、発表してもらった。

　　現在、５名入会、１名亡くなられて、３
名が退会。結果１名の増となり、会長の目
標の最低４名増強は残念ながらできません
でした。来年度の委員長のもとで、皆さん
合同で増強していただくようお願いします。

◎会員選考・職業分類委員会
（発表：前田　博）
　今期５名の入会候補者
を活動方針に従い、当ク
ラブ会員として適格であ
るかどうか選考を行い、
理事会に適格であると報

告しました。
　７月・川端さん、11月・西森さん、６月・
岡本さん、あと２名は再来週に入会予定。以
上５名を選考しました。
◎プログラム委員会（発表：鬼田知明）

　本年度のクラブテーマ
に基づき、より皆さんに
例会に参加していただけ
るよう考えながらプログ
ラムを組みました。前期
から新入会員の卓話の繰

越が多くあり、発表していただきました。
　会長、会員、事務局から、米山記念奨学
生、高知で活躍するさまざまな分野の方を紹
介していただいたお陰で、27回の卓話を無事
終了できました。
◎ロータリー情報委員会（発表：松岡英雄）
１．入会３年未満の会員にオリエンテーショ

ンを行う…４月16日・９名参加

事務局・河野さん
「プラハのワンコ Vol.4」

事務局・河野さん
「プラハのワンコ Vol.4」

東ＲＣ 野外レクリエーション
2018年６月10日㈰

於：アサヒビール四国工場・アサヒビール伊予西条店・マイントピア別子
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本日　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

次週　６月27日㈬ 18：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　最　　終　　夜　　間　　例　　会

第2381回　例会報告／平成30年６月13日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「雨降り」　
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
今日は、長期交換留学生
のレイチェル・リントン
さんに帰国の挨拶に来て
いただきました。今週、
来週、ここに立つのは２

回となりました。レイチェルさんは、６月14
日。フェアウエルパーテイがホテル日航高知
旭ロイヤルで、17日は観音寺で最終オリエン
テーション。24日、高知空港から帰国されま
す。
　今日は、今までの会長挨拶の中で、間違っ
たことをお話した部分がありますので、それ
の訂正とお詫びをさせていただきます。
　ロータリーソングは昭和初期に日本で歌い
はじめたと申しましたが、これは大きな間違
いでした。ロータリーは1905年創立。会員同
士の親睦と物質的相互扶助に重きをおいて活
動していました。1906年に対外的奉仕をする
べきだという意志を持ち、入会してきたドナ
ルド・カーターの考えにポール・ハリスが同
調、定款を改正、クラブ運営方針を抜本的に
変更。ハリー・ラグルスの推薦を受けて1908
年１月、アーサー・フレデリック・シェルド
ン、シェルドンスクールの卒業生であるチェ
スレー・ペリーが入会。これも、チェス・ペ
リーと言った記憶があり、間違いですので訂

正します。
　これまで会員に大きな利益をもたらしてき
た物質的相互扶助というのを、突然提唱され
た対社会的奉仕活動の概念とが大きく乖離し
た。これに反発する会員との間で激しい論争
が起こり、シェルドンはわずか入会１ヵ月で、
彼の持論である経営学に基づく奉仕理念を
ロータリー理念として説いていました。これ
に反発する会員との間で激しい論争があった
ということです。
　ポール・ハリスとシェルドンによって繰り
返される奉仕哲学と拡大を説く議論に、大多
数を占めていた互恵親睦派の会員、ベテラン
のロータリアンは面白くなかった。辟易して
いた。そこで、白熱した議論の雰囲気を和ら
げるために、ハリー・ラグルスが始めたのが
唱歌であるということです。ハリー・ラグル
スは互恵親睦派のリーダーだったが、皮肉に
もこの人がシェルドンとチェスリー・ペリー
を紹介して入れています。
　ラグルスは印刷業を専門としていたので、
歌詞集を印刷してきて皆に配って、例会のと
きに歌って和やかな雰囲気にしようというこ
とで歌い始めたということです。相当古いこ
とです。
　1908年、均衡を失いポール・ハリスは任期
途中で会長を辞任し、シェルドンも拡大委員
長の任を解かれるという、いろいろの闘争が
あったんでしょうね。その状況を憂慮した
チェスリー・ペリーは、当時16クラブまで拡
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　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

大されていたロータリークラブを全米ロータ
リークラブ連合会を結成して、その組織に
ポール・ハリスとシェルドンを迎え入れ、自
らも事務総長になり、32年間事務総長を続け
てロータリーを巨大な組織につくりあげまし
た。
　これは田中毅先生の2017年７月発行の
「シェルドンの森を巡る旅」の経営学に基づ
く奉仕理論からちょっと勉強をして引用させ
ていただきました。
　シェルドン自体は途中で退会をしています。
ロータリーの会員数が８万人ぐらいのとき
に、シェルドンスクールは20万人以上の卒業
生を出すというスクールだったそうです。で
すので、シェルドンから見てみると、ロータ
リークラブへも教えに行っていたというよう
な感覚でおられたんじゃないでしょうか。
1868年５月１日生まれで1908年シカゴクラブ
へ入会、1930年に退会しています。1935年に
67歳で亡くなったということです。
　ロータリーソングというのは、相当昔から
あったということでした。
　本日は、委員会事業報告です。
◇来訪ロータリアン
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
　高知ロイヤルＲＣ　　壬生邦昭 氏
　高知南ＲＣ　　　　　小松伸子 氏
◇お客様
　長期交換留学生
　　レイチェル・リントンさん　
◇長期交換留学生
　レイチェル・リントンさん帰国挨拶

　日本にいた時間は、私
の人生で１番楽しく、面
白く、辛い、素晴らしい
ときでした。私の家から
何千キロメートルも離れ
ているので、毎日新しい

冒険でした。日本の生活や友達をつくること
は留学生にとって難しいと思います。しかし、
土佐女子の皆さんは、私にとても優しく、親
切にしてくれました。
　高知に住むことが大好きです。植物とお花
がいっぱいの道が大好きです。みんなと教室
でアイドルやテレビの話をすることも大好き

です。私はアメリカの家族に会えなくて寂し
いけど、日本の友達やホストファミリーもま
た私の家族になりました。他の留学生のよう
に、これからはいつも家族がアメリカと日本
にいます。
　日本語のお手伝い、本当にありがとうござ
いました。だんだん上手になりました。なの
で、今は簡単な日本語は話せます。アメリカ
の家族や友達の中に誰も日本語を話せる人は
いません。日本語を忘れたくないので、スカ
イプやラインで友達やホストファミリーとた
くさん話すつもりです。
　この１年間で、私は変わりました。日本の
女子高生のようになりました。私はお土産で
はない高知にあるものを持って帰りたいです。
ありがとうございます。
◇高知南ＲＣ創立60周年記念事業の案内
　本年高知南ＲＣは創立60周年を迎えます。
その記念事業として、総合保健協会の協力を
得て、７月22日朝９時半から16時半まで、中
央公園北入口付近にてマンモグラフィ乳がん
無料検診を行います。50名を予定しています。
同時に高知県乳がん患者の会（いぶき会）の
方たちの協力も得て、乳がんに関する掲示物、
パンフレットの配布、模型を使った体験など
を行います。
　乳がんは早期発見・早期治療をすると治る
可能性の高い病気です。ぜひともこの機会に
たくさんの方に受診をしていただき、また関
心を持っていただきたいと思います。多くの
方へのお声がけをよろしくお願いいたします。
◇50周年記念誌委員長より
　先日、記念誌に載せる写真及びコメントの
募集をしましたが、フォーマットがあれば返
信しやすいだろうということで、今日皆さん
にＦＡＸを送ります。記入の上、返信をお願
いします。写真についても、編集の中で考え
ますのでまずは提出をお願いします。締切は
７月末です。
◇会　長　報　告
・来週は次期ガバナー補佐訪問、７月11日が

ガバナー公式訪問になっています。ネクタ
イ着用をお願いします。

◇幹　事　報　告
・高知クラブから80周年記念誌とＤＶＤが届

いています。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ

1,743,620円

26,855円

1,770,475円

17,294円

1,569円

18,863円

1,760,914円

28,424円

1,789,338円

チビニコ 合　計

６月13日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
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

２．新会員に対してアド
　バイザーの任命…川端
　さんには浦田さん、西
　森さんには永野正将さ
　ん、岡本さんには久松
　さんを選任。27日に入

　会予定者２名には中平さんと沖さんをお願
　いする予定です。
◎会計（発表：早瀬源慶）

・計画書に載せた７項目
　についてはクリアして
　います。
・お金の出入りについて
　は、その都度、完全に
　チェックをしたと思い

　ます。
・会計報告については、７月に監査の後、幹

事から報告予定です。
　一つ気になったのは、クラブ予算の中にニ
コニコ箱のお金を随分振り替えています。将
来、こんなことでいいかなと気になります。
ガバナーからもよく指摘されていましたが、
ニコニコ箱は一般会計で使ってはいけないと

いうことを何度も耳にしています。東クラブ
もニコニコ箱のことを考える時期にきている
のではないかと思います。ぜひご検討願え
ば、健全な運営ができると思います。
◎奉仕プロジェクト委員会（発表：松本隆之）

　反省として、２回しか
奉仕プロジェクト研究会
を開けませんでした。原
因として、私が奉仕プロ
ジェクト研究会というも
のを十分に理解していな

かったということがあります。
　１回目は前田さんを中心に勉強会を行い、
１回目、２回目を通じて財団地区補助金をど
うやって活用するかについて皆さんのご意見
をいただき、東ＲＣとして地区のために何が
できるかを考える機会をいただいた。ただ、
これも私が理解していなかった、勉強してい
なかったということで、次年度の委員長に多
大なるご迷惑をおかけしました。つなげてい
くことをしっかりやっていくことを認識しま
したので、これを忘れてはいけないと思って
います。反省とご報告です。

◇副幹事より
　少し異例ですが、次週は、次期ガバナー補
佐訪問となっています。例会終了後、クラブ

協議会が行われます。委員長さんは次年度の
予定報告をお願いします。

６月13日

５月30日

総数
－5 57
－5 56

出席
39
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8
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68.42％
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出席率
84.62％

100％

5
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◇委員会事業報告

◇出席率報告

　

 ● 高知南ＲＣ・小松伸子　本日は高知南ＲＣ
創立60年記念事業についてご案内させていた
だくお時間をいただきましてありがとうござ
いました。７月22日㈰たくさんの方のご来場
をお待ちしております。
 ● 柳澤光秋　16日はローターアクト総会。17
日は長期交換で観音寺。22日から28日はトロ
ント。30日、７月１日はガバナー会です。
 ● 石川　健　今日はレイチェルに帰国あいさ
つに来ていただきました。６月24日帰国で
す。何事もなきよう、あと少しですが、ホス
トファミリーを務めます。
 ● 土居祐三　野外レクお疲れ様でした。飲み
過ぎました。　　
 ● 松本　隆　先日のレクリェーション親睦委
員会の皆さま、本当にありがとうございまし

た。お陰様で本当に楽しい１日をすごすこと
ができました。
 ● 早瀬源慶　レクレーションお世話になりま
した。１日楽しく過ごしました。
 ● 親睦委員長・岡今朝男　野外レクリェーシ
ョン参加ありがとうございました。参加費の
残りはニコニコに入れます。
 ● 福岡満喜子　社会奉仕委員会の活動報告を
聞いていただきましてありがとうございまし
た。ご協力に感謝申し上げます。
 ● 西山忠利　会員増強委員会より、前年より
１名増の結果でした。５名入会、４名退会、
石川会長の目標４名には残念ながら。皆さま
のご協力にお礼。
 ● 野町和也　修業に明け暮れご無沙汰してお
ります。家族記念日お礼。
 ● 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。
◇ＳＡＡより
　本日、ニコニコを締切しました。１年間
178万9,338円のご協力をいただきました。あ
りがとうございました。
◇遅刻・早退　１件

◎社会奉仕委員会（発表：福岡満喜子）
１．環境保全
　・７月２日、浦戸湾７
　　河川一斉清掃。会員
　　・家族31名参加
２．奉仕プロジェクトに
　３回出席。地域の人た

ちにロータリーとして、どのようなことが
できるか討議した。

３．災害に備えた活動
・11月22日、例会で簡易トイレを組み立て

災害に対する意識を深めていただけたの
ではないかと思います。

４．地域防犯として12月15日、警察署安全課
の方に協力いただき、帯屋町でチラシ、マ
スク、カイロを配って振り込め詐欺防止
キャンペーンを行った。

５．12月16日、地域補助金を利用したおむつ
バンクキャンペーンに協力

６．四国八十八カ所の支援…毎年１万円を寄
付

７．１月14日水曜会のバザーに協力
◎出席委員会（発表：関　淑公）

１．今年度も出席率100％
　の維持ができた。
２．出席率の発表も続け
　て行った。
３．2017－18年度の地区
　大会など、当東ＲＣが

　担当し、会員の皆さん、並びに奥さま方に
　たくさんご参加いただいた。
４．国際会議、ＩＭ等にも多数出席していた

だいた。
５．ホームクラブ出欠表への記入を、今後も

ご協力お願いします。
６．皆勤賞として図書券の進呈を決定してい

ます。
◎会員増強・退会防止委員会（発表・西山忠利）
・会員増強のために、毎月１回、例会でお願

　いさせていただきまし
　た。
・アンケートを取りまし
　たが、そのフォローが
　十分にできなかったこ
　とは反省点です。

・第１週と第３週には回覧板を回した。ニコ
ニコに入れて、発表してもらった。

　　現在、５名入会、１名亡くなられて、３
名が退会。結果１名の増となり、会長の目
標の最低４名増強は残念ながらできません
でした。来年度の委員長のもとで、皆さん
合同で増強していただくようお願いします。

◎会員選考・職業分類委員会
（発表：前田　博）
　今期５名の入会候補者
を活動方針に従い、当ク
ラブ会員として適格であ
るかどうか選考を行い、
理事会に適格であると報

告しました。
　７月・川端さん、11月・西森さん、６月・
岡本さん、あと２名は再来週に入会予定。以
上５名を選考しました。
◎プログラム委員会（発表：鬼田知明）

　本年度のクラブテーマ
に基づき、より皆さんに
例会に参加していただけ
るよう考えながらプログ
ラムを組みました。前期
から新入会員の卓話の繰

越が多くあり、発表していただきました。
　会長、会員、事務局から、米山記念奨学
生、高知で活躍するさまざまな分野の方を紹
介していただいたお陰で、27回の卓話を無事
終了できました。
◎ロータリー情報委員会（発表：松岡英雄）
１．入会３年未満の会員にオリエンテーショ

ンを行う…４月16日・９名参加

事務局・河野さん
「プラハのワンコ Vol.4」

事務局・河野さん
「プラハのワンコ Vol.4」

東ＲＣ 野外レクリエーション
2018年６月10日㈰

於：アサヒビール四国工場・アサヒビール伊予西条店・マイントピア別子


