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本日　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

次週　７月４日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　会　長　ク　ラ　ブ　運　営　方　針　発　表

第2382回　例会報告／平成30年６月20日　天候　雨

◇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。
雨の中、たくさんの会員
の皆さまようこそお出で
くださいました。先週、
土曜、日曜は例年どおり
の野球ツアーに７名が参

加。福岡でのソフトバンク対広島戦を見てき
ました。私は甲子園でもそうですが、応援す
る方は余り勝率が良くなくて、広島は逆転で
負けてしまいました。ただ、昨夜のサッカー
のＦＩＦＡワールドカップは、大変不利だと
言われながらもコロンビアに日本が１勝しま
した。
　本日は、2670地区2018－19年度、高知第Ⅰ
分区、門田幹夫ガバナー補佐にお出でいただ
いています。随行員として長崎様もお見えで
す。
　本年度、昼の例会は今日が最後です。私、
３年前に会長をやらないかと声をかけていた
だいたとき、いかにロータリーのことを知ら
ないかに気づきました。親睦でバカ殿様をし
たり、親睦には一生懸命でしたが、浦田会員
が卓話で「シェルドンの森」という話をした
とき、シェルドンって何だろうと。僕は入会
して16年になりますが、その程度でした。そ
こで、浦田さんに「食事をご馳走するから」
と言って、何回か教えてもらいましたが、英

語が分からないことで、苦労した面もありま
した。
　苦労したという点で言えば、会長挨拶で
す。３分、５分だから何とかなるだろうと思
っていましたが、なかなかです。好きな野球
や仕事の話をしようかと思ったのですが、や
はりきちっとしたものを見つけていかないと
いけないと考え、去年の９月から話し始めた
のが「米山翁」の話でした。しかしこれも
「米山爺」と言ってしまい、大変恥ずかしい
思いをしたわけです。
　１年間、皆さん方に支えていただき、何と
か今日までこれました。とにかく１番支えて
もらったのは土居幹事です。今はありがたい
ことにラインというものがあって、本を見て
いて漢字や英語の文章が分からないと、それ
をラインで土居さんに送ります。そんなこと
に１年間付き合っていただき、何とかこなし
てきました。
　そして、事務局の河野さん、本当にありが
とうございます。各委員長の皆さん、会員の
皆さん、全ての方に支えていただいての１年
間でした。
　こうして私が話をしていると、皆さんがし
ーんと聞いてくれます。私は今まで10何年、
皆さんのように聞いていなかったと思いま
す。小学・中学・高校と勉強ができていない
のは、人の話を聞いていなかったからだ。そ
れが勉強ができるできないの差ではないか
と、気がつきました。
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　本日は、本年最後の昼の例会です。ありが
とうございました。
◇来訪ロータリアン
　ガバナー補佐　門田幹夫 氏（高知南ＲＣ）
　随行員　　　　長崎公恵 氏（高知南ＲＣ）
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
◇長期交換留学生受け入れに関して、石川会

長にお礼をお渡ししました。
◇ロータリー情報委員会より
　石川会長が１年間かけて皆さんに伝えてく
ださった「米山梅吉物語」の漫画本がありま
す。入会３年未満の14人のレターボックスに
入れていますのでお読みください。読み終
わったら、ご家族、クラブ、仲間、友達にも
ご紹介ください。
◇松本副幹事より
　来週の最終夜間例会の前に、次年度の第１
回理事会を開きます。５時50分に次年度理事

はお集まりください。
◇会　長　報　告
・またまた会長挨拶の訂正です。今日お見え

の門田ガバナー補佐が所属している高知南
ＲＣと高知大学との連携で、グローバル資
金800万円を使って、ブラジルでの医療支
援について、以前ＣＴかＭＲＩを持って
行ったとお話しましたが、内視鏡の間違い
ですので訂正させていただきます。

◇幹　事　報　告
・来週の例会は最終夜間例会です。
・本日例会終了後、クラブ協議会を行います。
・本日の週報では最終夜間例会のスタートの

時間が４時半になっていますが、18時半か
らの間違いです。

　　１年間、いろいろご迷惑をおかけしたと
思いますが、皆さまのご協力で何とかここ
まできました。本当にありがとうございま
した。
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６月20日
今期の累計

◇出席率報告
　

 ● 門田幹夫ガバナー補佐　ニコニコへ。
 ● 石川　健　１年間つたない会長挨拶を聞い
ていただき、誠にありがとうございました。
 ● 土居祐三　本日で通常例会最後です。１年
間ありがとうございました。ちゃんとしたあ
いさつは来週に。

 ● 松本　隆　門田ガバナー補佐、長崎さん、
わざわざお越しいただきありがとうございま
した。
 ● 福岡満喜子　石川会長、福岡ドーム応援ツ
アー大変お世話になりありがとうございまし
た。参加の皆さま、お世話になりました。中
洲の屋台のラーメン食べ損ねて残念！
 ● 鬼田知明　本日で日中のプログラムが無事
に終了しました。皆さまのご協力に感謝いた
します。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　３件

　皆さん、こんにちは。2018－19年度、高知
第Ⅰ分区ガバナー補佐を務めさせていただき
ます、門田幹夫と申します。本日は、年度末
のお忙しいところお伺いさせていただき、誠
にありがとうございます。私の任期も７月１
日からですが、実は、ガバナー公式訪問が７
月11日と決定されています。ルールでは２週
間前にそのクラブを訪問して情報を集めてガ
バナー事務所に報告することになっており、
お伺いしたところ、快く会長、幹事はじめ、
皆さんがお引き受けいただき、今日の訪問と
なりました。
　私、今年喜寿を迎えます。体力的にも精神
的にも弱っている年齢で、一度は引き受ける
のを危惧したのですが、先輩から大丈夫だか
らやれと言われて引き受けることにしました。
私の所属は高知南ＲＣです。初代の会長は、

高知大学初代学長、久保佐土美先生で、２期
会長を務めておられます。私は入会してから
そのことを知りました。また、私の高校時代
の恩師である中内光昭学長も入会されていま
したし、昨年度は、菅沼副学長も入会され、
私は南ＲＣを誇りに思っています。
　私は11年前に大学を退き、現役では働いて
いませんので、何か話をと言われても過去を
振り返ってのお話しかありません。
　私は1941年３月８日生まれ。幼少（２歳）
のとき、宮脇家から門田家の養子になってい
ます。小さいころは育て親を父親、母親と呼
んでいましたが、物心がつくころ周りの「あ
そこから来ている子」という話を聞き、疑問
を抱きながら過ごしていました。思春期に
は、生みの親たちをおじさん、おばさんと呼
ぶという複雑な心境のときもありましたが、
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振り返ってみると親が４人いたというのは、
良かったのではないかと思っています。
　高知大学を卒業後、高知県立小津高等学校
に１年奉職、次の年、県立須崎高校に転勤。
専攻は英語です。英語を通じて子どもたちを
いかに育むかということに専念していまし
た。育ての父が商才に長けていたのか豊かな
家庭で、須崎高校在職中に、「お前、外国へ
行って勉強してこい」と言われ、昭和40年、
横浜から移民船ブラジル丸で２週間かけてロ
サンゼルスに行きました。日付変更線を横断
する手前が３月８日、変更線の越えるとまた
３月８日で、誕生日を２度祝ってもらいまし
た。
　ロサンゼルスからサンフランシスコにバス
で上がり、トランスパシフィックという鉄道
でニューヨークまでアメリカ大陸を横断。途
中シカゴのミシガン大学に入学手続きに行っ
たのですが、事を得ずニューヨークへ。その
後、バーモント州の語学学校を経てインディ
アナ州のパデュー大学大学院に入学し１年半
勉強しました。夏にはミシガン大学のサマー
スクールでも学び、修士号に必要な単位を取
得して帰ってきました。帰国して２年後に論
文を出して、マスターオブサイエンスインエ
デュケーションという称号をいただきました。
　アメリカでの留学経験から、帰国してすぐ
高知大学から声がかかり、昭和42年高知大学
教育学部の助手として採用されました。以来
30年間、教員養成に努めてまいりました。各
年度10名ぐらいの卒業生が出ますので、30年
間で300名ぐらいの生徒を先生として送り出
すことができました。よく学校の先生は英語
ができないと言われて、私たち大学の教員と
しては心痛むところですが、私自身、大学の
英語教育というのは巷の英語学校とは違い、
単に喋れたらいいということではなく、先生
として、教科を通じての人格形成等々をしな
ければならないと思っています。私も大学教
員をするにあたり、いろんなところに勉強に
行きました。アメリカのＵＣＬＡで半年、イ
ギリスのロンドン大学で半年、その他、音声
の勉強など、ことあるごとに勉強はしてきた
つもりです。平成９年、高知工科大学設立と
ともに高知大学から移り、11年間、教員生活
を続けました。

　私は、真面目にこつこつするタイプで、余
り面白くない、魅力ある人間とも思っていま
せんが、教師というのはそれでいいのではな
いかと思います。幸い、両大学から名誉教授
の称号を頂き、ロータリークラブの職業分類
は大学で登録しています。
　私はロータリーに入ってからは、もっぱら
国際奉仕の仕事をしてきました。長期交換留
学生の地区委員、カウンセラー。また、幹事
もせずにクラブ会長も務めました。関ガバ
ナーのときと次年度は地区国際奉仕委員長、
短期交換留学生のリーダーとして２度、留学
生27名とニュージャージーに行ってきました。
向こうの委員の方は長年務めておられ、非常
に懇意にしていただき、未だにラインでメー
ルの交換をしています。短期交換プログラム
の担当はガバナー補佐とのことですので、今
期もニュージャージーチームが来高したとき
は、よろしくお願いいたします。
　本年度のＲＩのテーマは「インスピレー
ションになろう」です。皆さんが率先して、
模範となって地域の改革に努力していただき
たいということです。ＲＩ会長は「１番大切
なのは、前向きな変化を生みだし、私たちが
今日直面する課題に勇気と希望、そして創造
性を持って正面から立ち向かう意欲を、クラ
ブ、地域社会、そして組織全体から引き出す
ためのインスピレーションとなるように」と
定義をされています。これを受けて、桑原ガ
バナーは「地域社会とともに考え、ともに活
動しよう」というタイトルのもと、「もっと
何かをしよう　可能性を最大限に発揮しよう
というやる気を出し、それぞれのやり方で前
進できるように」という方針を立てられてい
ます。
　東ＲＣは伝統ある100％出席率、またガバ
ナーも輩出されています。ＲＩ会長あるいは
ガバナーのご意向を十分理解していただき、
次年度７月１日から来年６月30日までの年
度、ご協力をお願いします。
　私は、最近、突発性難聴を患い耳が聞こえ
ない、目も見えなくて苦労しますが、老体な
がらこの１年間、皆さんの迷惑にならないよ
うに、ガバナー補佐として頑張りたいと思い
ます。どうかよろしくお願いいたします。

◇ガバナー補佐卓話 高知第Ⅰ分区  門田幹夫ガバナー補佐 （高知南ＲＣ）

■高知東ＲＣ当面の日程
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㈬　ガバナー公式訪問
７月18日㈬　各委員会発表
７月25日㈬　各委員会発表
８月１日㈬　定例理事会
８月15日㈬　休会（お盆休み）
８月22日㈬  時間変更例会（ザ クラウンパレス）
８月29日㈬　役員会
９月５日㈬　定例理事会
情報集会
　９月11日㈫～13日㈭　18:30（得月樓）
　９月12日㈬　13:30（ザ クラウンパレス）
９月19日㈬　第３回クラブ協議会
９月26日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
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

事務局・河野さん
「プラハのワンコ Vol.5」
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　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
◇長期交換留学生受け入れに関して、石川会

長にお礼をお渡ししました。
◇ロータリー情報委員会より
　石川会長が１年間かけて皆さんに伝えてく
ださった「米山梅吉物語」の漫画本がありま
す。入会３年未満の14人のレターボックスに
入れていますのでお読みください。読み終
わったら、ご家族、クラブ、仲間、友達にも
ご紹介ください。
◇松本副幹事より
　来週の最終夜間例会の前に、次年度の第１
回理事会を開きます。５時50分に次年度理事

はお集まりください。
◇会　長　報　告
・またまた会長挨拶の訂正です。今日お見え

の門田ガバナー補佐が所属している高知南
ＲＣと高知大学との連携で、グローバル資
金800万円を使って、ブラジルでの医療支
援について、以前ＣＴかＭＲＩを持って
行ったとお話しましたが、内視鏡の間違い
ですので訂正させていただきます。

◇幹　事　報　告
・来週の例会は最終夜間例会です。
・本日例会終了後、クラブ協議会を行います。
・本日の週報では最終夜間例会のスタートの

時間が４時半になっていますが、18時半か
らの間違いです。

　　１年間、いろいろご迷惑をおかけしたと
思いますが、皆さまのご協力で何とかここ
まできました。本当にありがとうございま
した。

● ニコニコ箱 ●

先週まで
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チビニコ 合　計

６月20日
今期の累計

◇出席率報告
　

 ● 門田幹夫ガバナー補佐　ニコニコへ。
 ● 石川　健　１年間つたない会長挨拶を聞い
ていただき、誠にありがとうございました。
 ● 土居祐三　本日で通常例会最後です。１年
間ありがとうございました。ちゃんとしたあ
いさつは来週に。

 ● 松本　隆　門田ガバナー補佐、長崎さん、
わざわざお越しいただきありがとうございま
した。
 ● 福岡満喜子　石川会長、福岡ドーム応援ツ
アー大変お世話になりありがとうございまし
た。参加の皆さま、お世話になりました。中
洲の屋台のラーメン食べ損ねて残念！
 ● 鬼田知明　本日で日中のプログラムが無事
に終了しました。皆さまのご協力に感謝いた
します。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　３件

　皆さん、こんにちは。2018－19年度、高知
第Ⅰ分区ガバナー補佐を務めさせていただき
ます、門田幹夫と申します。本日は、年度末
のお忙しいところお伺いさせていただき、誠
にありがとうございます。私の任期も７月１
日からですが、実は、ガバナー公式訪問が７
月11日と決定されています。ルールでは２週
間前にそのクラブを訪問して情報を集めてガ
バナー事務所に報告することになっており、
お伺いしたところ、快く会長、幹事はじめ、
皆さんがお引き受けいただき、今日の訪問と
なりました。
　私、今年喜寿を迎えます。体力的にも精神
的にも弱っている年齢で、一度は引き受ける
のを危惧したのですが、先輩から大丈夫だか
らやれと言われて引き受けることにしました。
私の所属は高知南ＲＣです。初代の会長は、

高知大学初代学長、久保佐土美先生で、２期
会長を務めておられます。私は入会してから
そのことを知りました。また、私の高校時代
の恩師である中内光昭学長も入会されていま
したし、昨年度は、菅沼副学長も入会され、
私は南ＲＣを誇りに思っています。
　私は11年前に大学を退き、現役では働いて
いませんので、何か話をと言われても過去を
振り返ってのお話しかありません。
　私は1941年３月８日生まれ。幼少（２歳）
のとき、宮脇家から門田家の養子になってい
ます。小さいころは育て親を父親、母親と呼
んでいましたが、物心がつくころ周りの「あ
そこから来ている子」という話を聞き、疑問
を抱きながら過ごしていました。思春期に
は、生みの親たちをおじさん、おばさんと呼
ぶという複雑な心境のときもありましたが、

６月20日

６月６日

総数
－6 57
－3 57

出席
41
46

欠席
7
0

メイク
アップ HC出席率

71.93％

80.70％

出席率
86.27％

100％

3
8

振り返ってみると親が４人いたというのは、
良かったのではないかと思っています。
　高知大学を卒業後、高知県立小津高等学校
に１年奉職、次の年、県立須崎高校に転勤。
専攻は英語です。英語を通じて子どもたちを
いかに育むかということに専念していまし
た。育ての父が商才に長けていたのか豊かな
家庭で、須崎高校在職中に、「お前、外国へ
行って勉強してこい」と言われ、昭和40年、
横浜から移民船ブラジル丸で２週間かけてロ
サンゼルスに行きました。日付変更線を横断
する手前が３月８日、変更線の越えるとまた
３月８日で、誕生日を２度祝ってもらいまし
た。
　ロサンゼルスからサンフランシスコにバス
で上がり、トランスパシフィックという鉄道
でニューヨークまでアメリカ大陸を横断。途
中シカゴのミシガン大学に入学手続きに行っ
たのですが、事を得ずニューヨークへ。その
後、バーモント州の語学学校を経てインディ
アナ州のパデュー大学大学院に入学し１年半
勉強しました。夏にはミシガン大学のサマー
スクールでも学び、修士号に必要な単位を取
得して帰ってきました。帰国して２年後に論
文を出して、マスターオブサイエンスインエ
デュケーションという称号をいただきました。
　アメリカでの留学経験から、帰国してすぐ
高知大学から声がかかり、昭和42年高知大学
教育学部の助手として採用されました。以来
30年間、教員養成に努めてまいりました。各
年度10名ぐらいの卒業生が出ますので、30年
間で300名ぐらいの生徒を先生として送り出
すことができました。よく学校の先生は英語
ができないと言われて、私たち大学の教員と
しては心痛むところですが、私自身、大学の
英語教育というのは巷の英語学校とは違い、
単に喋れたらいいということではなく、先生
として、教科を通じての人格形成等々をしな
ければならないと思っています。私も大学教
員をするにあたり、いろんなところに勉強に
行きました。アメリカのＵＣＬＡで半年、イ
ギリスのロンドン大学で半年、その他、音声
の勉強など、ことあるごとに勉強はしてきた
つもりです。平成９年、高知工科大学設立と
ともに高知大学から移り、11年間、教員生活
を続けました。

　私は、真面目にこつこつするタイプで、余
り面白くない、魅力ある人間とも思っていま
せんが、教師というのはそれでいいのではな
いかと思います。幸い、両大学から名誉教授
の称号を頂き、ロータリークラブの職業分類
は大学で登録しています。
　私はロータリーに入ってからは、もっぱら
国際奉仕の仕事をしてきました。長期交換留
学生の地区委員、カウンセラー。また、幹事
もせずにクラブ会長も務めました。関ガバ
ナーのときと次年度は地区国際奉仕委員長、
短期交換留学生のリーダーとして２度、留学
生27名とニュージャージーに行ってきました。
向こうの委員の方は長年務めておられ、非常
に懇意にしていただき、未だにラインでメー
ルの交換をしています。短期交換プログラム
の担当はガバナー補佐とのことですので、今
期もニュージャージーチームが来高したとき
は、よろしくお願いいたします。
　本年度のＲＩのテーマは「インスピレー
ションになろう」です。皆さんが率先して、
模範となって地域の改革に努力していただき
たいということです。ＲＩ会長は「１番大切
なのは、前向きな変化を生みだし、私たちが
今日直面する課題に勇気と希望、そして創造
性を持って正面から立ち向かう意欲を、クラ
ブ、地域社会、そして組織全体から引き出す
ためのインスピレーションとなるように」と
定義をされています。これを受けて、桑原ガ
バナーは「地域社会とともに考え、ともに活
動しよう」というタイトルのもと、「もっと
何かをしよう　可能性を最大限に発揮しよう
というやる気を出し、それぞれのやり方で前
進できるように」という方針を立てられてい
ます。
　東ＲＣは伝統ある100％出席率、またガバ
ナーも輩出されています。ＲＩ会長あるいは
ガバナーのご意向を十分理解していただき、
次年度７月１日から来年６月30日までの年
度、ご協力をお願いします。
　私は、最近、突発性難聴を患い耳が聞こえ
ない、目も見えなくて苦労しますが、老体な
がらこの１年間、皆さんの迷惑にならないよ
うに、ガバナー補佐として頑張りたいと思い
ます。どうかよろしくお願いいたします。

◇ガバナー補佐卓話 高知第Ⅰ分区  門田幹夫ガバナー補佐 （高知南ＲＣ）

■高知東ＲＣ当面の日程
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㈬　ガバナー公式訪問
７月18日㈬　各委員会発表
７月25日㈬　各委員会発表
８月１日㈬　定例理事会
８月15日㈬　休会（お盆休み）
８月22日㈬  時間変更例会（ザ クラウンパレス）
８月29日㈬　役員会
９月５日㈬　定例理事会
情報集会
　９月11日㈫～13日㈭　18:30（得月樓）
　９月12日㈬　13:30（ザ クラウンパレス）
９月19日㈬　第３回クラブ協議会
９月26日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
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

事務局・河野さん
「プラハのワンコ Vol.5」

事務局・河野さん
「プラハのワンコ Vol.5」



高知東ロータリークラブ週報
第2335号

060月27日.2018

本日　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

次週　７月４日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　会　長　ク　ラ　ブ　運　営　方　針　発　表

第2382回　例会報告／平成30年６月20日　天候　雨

◇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。
雨の中、たくさんの会員
の皆さまようこそお出で
くださいました。先週、
土曜、日曜は例年どおり
の野球ツアーに７名が参

加。福岡でのソフトバンク対広島戦を見てき
ました。私は甲子園でもそうですが、応援す
る方は余り勝率が良くなくて、広島は逆転で
負けてしまいました。ただ、昨夜のサッカー
のＦＩＦＡワールドカップは、大変不利だと
言われながらもコロンビアに日本が１勝しま
した。
　本日は、2670地区2018－19年度、高知第Ⅰ
分区、門田幹夫ガバナー補佐にお出でいただ
いています。随行員として長崎様もお見えで
す。
　本年度、昼の例会は今日が最後です。私、
３年前に会長をやらないかと声をかけていた
だいたとき、いかにロータリーのことを知ら
ないかに気づきました。親睦でバカ殿様をし
たり、親睦には一生懸命でしたが、浦田会員
が卓話で「シェルドンの森」という話をした
とき、シェルドンって何だろうと。僕は入会
して16年になりますが、その程度でした。そ
こで、浦田さんに「食事をご馳走するから」
と言って、何回か教えてもらいましたが、英

語が分からないことで、苦労した面もありま
した。
　苦労したという点で言えば、会長挨拶で
す。３分、５分だから何とかなるだろうと思
っていましたが、なかなかです。好きな野球
や仕事の話をしようかと思ったのですが、や
はりきちっとしたものを見つけていかないと
いけないと考え、去年の９月から話し始めた
のが「米山翁」の話でした。しかしこれも
「米山爺」と言ってしまい、大変恥ずかしい
思いをしたわけです。
　１年間、皆さん方に支えていただき、何と
か今日までこれました。とにかく１番支えて
もらったのは土居幹事です。今はありがたい
ことにラインというものがあって、本を見て
いて漢字や英語の文章が分からないと、それ
をラインで土居さんに送ります。そんなこと
に１年間付き合っていただき、何とかこなし
てきました。
　そして、事務局の河野さん、本当にありが
とうございます。各委員長の皆さん、会員の
皆さん、全ての方に支えていただいての１年
間でした。
　こうして私が話をしていると、皆さんがし
ーんと聞いてくれます。私は今まで10何年、
皆さんのように聞いていなかったと思いま
す。小学・中学・高校と勉強ができていない
のは、人の話を聞いていなかったからだ。そ
れが勉強ができるできないの差ではないか
と、気がつきました。
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そのことを知りました。また、私の高校時代
の恩師である中内光昭学長も入会されていま
したし、昨年度は、菅沼副学長も入会され、
私は南ＲＣを誇りに思っています。
　私は11年前に大学を退き、現役では働いて
いませんので、何か話をと言われても過去を
振り返ってのお話しかありません。
　私は1941年３月８日生まれ。幼少（２歳）
のとき、宮脇家から門田家の養子になってい
ます。小さいころは育て親を父親、母親と呼
んでいましたが、物心がつくころ周りの「あ
そこから来ている子」という話を聞き、疑問
を抱きながら過ごしていました。思春期に
は、生みの親たちをおじさん、おばさんと呼
ぶという複雑な心境のときもありましたが、
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振り返ってみると親が４人いたというのは、
良かったのではないかと思っています。
　高知大学を卒業後、高知県立小津高等学校
に１年奉職、次の年、県立須崎高校に転勤。
専攻は英語です。英語を通じて子どもたちを
いかに育むかということに専念していまし
た。育ての父が商才に長けていたのか豊かな
家庭で、須崎高校在職中に、「お前、外国へ
行って勉強してこい」と言われ、昭和40年、
横浜から移民船ブラジル丸で２週間かけてロ
サンゼルスに行きました。日付変更線を横断
する手前が３月８日、変更線の越えるとまた
３月８日で、誕生日を２度祝ってもらいまし
た。
　ロサンゼルスからサンフランシスコにバス
で上がり、トランスパシフィックという鉄道
でニューヨークまでアメリカ大陸を横断。途
中シカゴのミシガン大学に入学手続きに行っ
たのですが、事を得ずニューヨークへ。その
後、バーモント州の語学学校を経てインディ
アナ州のパデュー大学大学院に入学し１年半
勉強しました。夏にはミシガン大学のサマー
スクールでも学び、修士号に必要な単位を取
得して帰ってきました。帰国して２年後に論
文を出して、マスターオブサイエンスインエ
デュケーションという称号をいただきました。
　アメリカでの留学経験から、帰国してすぐ
高知大学から声がかかり、昭和42年高知大学
教育学部の助手として採用されました。以来
30年間、教員養成に努めてまいりました。各
年度10名ぐらいの卒業生が出ますので、30年
間で300名ぐらいの生徒を先生として送り出
すことができました。よく学校の先生は英語
ができないと言われて、私たち大学の教員と
しては心痛むところですが、私自身、大学の
英語教育というのは巷の英語学校とは違い、
単に喋れたらいいということではなく、先生
として、教科を通じての人格形成等々をしな
ければならないと思っています。私も大学教
員をするにあたり、いろんなところに勉強に
行きました。アメリカのＵＣＬＡで半年、イ
ギリスのロンドン大学で半年、その他、音声
の勉強など、ことあるごとに勉強はしてきた
つもりです。平成９年、高知工科大学設立と
ともに高知大学から移り、11年間、教員生活
を続けました。

　私は、真面目にこつこつするタイプで、余
り面白くない、魅力ある人間とも思っていま
せんが、教師というのはそれでいいのではな
いかと思います。幸い、両大学から名誉教授
の称号を頂き、ロータリークラブの職業分類
は大学で登録しています。
　私はロータリーに入ってからは、もっぱら
国際奉仕の仕事をしてきました。長期交換留
学生の地区委員、カウンセラー。また、幹事
もせずにクラブ会長も務めました。関ガバ
ナーのときと次年度は地区国際奉仕委員長、
短期交換留学生のリーダーとして２度、留学
生27名とニュージャージーに行ってきました。
向こうの委員の方は長年務めておられ、非常
に懇意にしていただき、未だにラインでメー
ルの交換をしています。短期交換プログラム
の担当はガバナー補佐とのことですので、今
期もニュージャージーチームが来高したとき
は、よろしくお願いいたします。
　本年度のＲＩのテーマは「インスピレー
ションになろう」です。皆さんが率先して、
模範となって地域の改革に努力していただき
たいということです。ＲＩ会長は「１番大切
なのは、前向きな変化を生みだし、私たちが
今日直面する課題に勇気と希望、そして創造
性を持って正面から立ち向かう意欲を、クラ
ブ、地域社会、そして組織全体から引き出す
ためのインスピレーションとなるように」と
定義をされています。これを受けて、桑原ガ
バナーは「地域社会とともに考え、ともに活
動しよう」というタイトルのもと、「もっと
何かをしよう　可能性を最大限に発揮しよう
というやる気を出し、それぞれのやり方で前
進できるように」という方針を立てられてい
ます。
　東ＲＣは伝統ある100％出席率、またガバ
ナーも輩出されています。ＲＩ会長あるいは
ガバナーのご意向を十分理解していただき、
次年度７月１日から来年６月30日までの年
度、ご協力をお願いします。
　私は、最近、突発性難聴を患い耳が聞こえ
ない、目も見えなくて苦労しますが、老体な
がらこの１年間、皆さんの迷惑にならないよ
うに、ガバナー補佐として頑張りたいと思い
ます。どうかよろしくお願いいたします。

◇ガバナー補佐卓話 高知第Ⅰ分区  門田幹夫ガバナー補佐 （高知南ＲＣ）

■高知東ＲＣ当面の日程
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㈬　ガバナー公式訪問
７月18日㈬　各委員会発表
７月25日㈬　各委員会発表
８月１日㈬　定例理事会
８月15日㈬　休会（お盆休み）
８月22日㈬  時間変更例会（ザ クラウンパレス）
８月29日㈬　役員会
９月５日㈬　定例理事会
情報集会
　９月11日㈫～13日㈭　18:30（得月樓）
　９月12日㈬　13:30（ザ クラウンパレス）
９月19日㈬　第３回クラブ協議会
９月26日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
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

事務局・河野さん
「プラハのワンコ Vol.5」

事務局・河野さん
「プラハのワンコ Vol.5」
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本日　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

次週　７月４日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　会　長　ク　ラ　ブ　運　営　方　針　発　表

第2382回　例会報告／平成30年６月20日　天候　雨

◇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。
雨の中、たくさんの会員
の皆さまようこそお出で
くださいました。先週、
土曜、日曜は例年どおり
の野球ツアーに７名が参

加。福岡でのソフトバンク対広島戦を見てき
ました。私は甲子園でもそうですが、応援す
る方は余り勝率が良くなくて、広島は逆転で
負けてしまいました。ただ、昨夜のサッカー
のＦＩＦＡワールドカップは、大変不利だと
言われながらもコロンビアに日本が１勝しま
した。
　本日は、2670地区2018－19年度、高知第Ⅰ
分区、門田幹夫ガバナー補佐にお出でいただ
いています。随行員として長崎様もお見えで
す。
　本年度、昼の例会は今日が最後です。私、
３年前に会長をやらないかと声をかけていた
だいたとき、いかにロータリーのことを知ら
ないかに気づきました。親睦でバカ殿様をし
たり、親睦には一生懸命でしたが、浦田会員
が卓話で「シェルドンの森」という話をした
とき、シェルドンって何だろうと。僕は入会
して16年になりますが、その程度でした。そ
こで、浦田さんに「食事をご馳走するから」
と言って、何回か教えてもらいましたが、英

語が分からないことで、苦労した面もありま
した。
　苦労したという点で言えば、会長挨拶で
す。３分、５分だから何とかなるだろうと思
っていましたが、なかなかです。好きな野球
や仕事の話をしようかと思ったのですが、や
はりきちっとしたものを見つけていかないと
いけないと考え、去年の９月から話し始めた
のが「米山翁」の話でした。しかしこれも
「米山爺」と言ってしまい、大変恥ずかしい
思いをしたわけです。
　１年間、皆さん方に支えていただき、何と
か今日までこれました。とにかく１番支えて
もらったのは土居幹事です。今はありがたい
ことにラインというものがあって、本を見て
いて漢字や英語の文章が分からないと、それ
をラインで土居さんに送ります。そんなこと
に１年間付き合っていただき、何とかこなし
てきました。
　そして、事務局の河野さん、本当にありが
とうございます。各委員長の皆さん、会員の
皆さん、全ての方に支えていただいての１年
間でした。
　こうして私が話をしていると、皆さんがし
ーんと聞いてくれます。私は今まで10何年、
皆さんのように聞いていなかったと思いま
す。小学・中学・高校と勉強ができていない
のは、人の話を聞いていなかったからだ。そ
れが勉強ができるできないの差ではないか
と、気がつきました。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST
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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

　本日は、本年最後の昼の例会です。ありが
とうございました。
◇来訪ロータリアン
　ガバナー補佐　門田幹夫 氏（高知南ＲＣ）
　随行員　　　　長崎公恵 氏（高知南ＲＣ）
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
◇長期交換留学生受け入れに関して、石川会

長にお礼をお渡ししました。
◇ロータリー情報委員会より
　石川会長が１年間かけて皆さんに伝えてく
ださった「米山梅吉物語」の漫画本がありま
す。入会３年未満の14人のレターボックスに
入れていますのでお読みください。読み終
わったら、ご家族、クラブ、仲間、友達にも
ご紹介ください。
◇松本副幹事より
　来週の最終夜間例会の前に、次年度の第１
回理事会を開きます。５時50分に次年度理事

はお集まりください。
◇会　長　報　告
・またまた会長挨拶の訂正です。今日お見え

の門田ガバナー補佐が所属している高知南
ＲＣと高知大学との連携で、グローバル資
金800万円を使って、ブラジルでの医療支
援について、以前ＣＴかＭＲＩを持って
行ったとお話しましたが、内視鏡の間違い
ですので訂正させていただきます。

◇幹　事　報　告
・来週の例会は最終夜間例会です。
・本日例会終了後、クラブ協議会を行います。
・本日の週報では最終夜間例会のスタートの

時間が４時半になっていますが、18時半か
らの間違いです。

　　１年間、いろいろご迷惑をおかけしたと
思いますが、皆さまのご協力で何とかここ
まできました。本当にありがとうございま
した。

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ

1,770,475円

0円

1,770,475円

18,863円

0円

18,863円

1,789,338円

0円

1,789,338円

チビニコ 合　計

６月20日
今期の累計

◇出席率報告
　

 ● 門田幹夫ガバナー補佐　ニコニコへ。
 ● 石川　健　１年間つたない会長挨拶を聞い
ていただき、誠にありがとうございました。
 ● 土居祐三　本日で通常例会最後です。１年
間ありがとうございました。ちゃんとしたあ
いさつは来週に。

 ● 松本　隆　門田ガバナー補佐、長崎さん、
わざわざお越しいただきありがとうございま
した。
 ● 福岡満喜子　石川会長、福岡ドーム応援ツ
アー大変お世話になりありがとうございまし
た。参加の皆さま、お世話になりました。中
洲の屋台のラーメン食べ損ねて残念！
 ● 鬼田知明　本日で日中のプログラムが無事
に終了しました。皆さまのご協力に感謝いた
します。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　３件

　皆さん、こんにちは。2018－19年度、高知
第Ⅰ分区ガバナー補佐を務めさせていただき
ます、門田幹夫と申します。本日は、年度末
のお忙しいところお伺いさせていただき、誠
にありがとうございます。私の任期も７月１
日からですが、実は、ガバナー公式訪問が７
月11日と決定されています。ルールでは２週
間前にそのクラブを訪問して情報を集めてガ
バナー事務所に報告することになっており、
お伺いしたところ、快く会長、幹事はじめ、
皆さんがお引き受けいただき、今日の訪問と
なりました。
　私、今年喜寿を迎えます。体力的にも精神
的にも弱っている年齢で、一度は引き受ける
のを危惧したのですが、先輩から大丈夫だか
らやれと言われて引き受けることにしました。
私の所属は高知南ＲＣです。初代の会長は、

高知大学初代学長、久保佐土美先生で、２期
会長を務めておられます。私は入会してから
そのことを知りました。また、私の高校時代
の恩師である中内光昭学長も入会されていま
したし、昨年度は、菅沼副学長も入会され、
私は南ＲＣを誇りに思っています。
　私は11年前に大学を退き、現役では働いて
いませんので、何か話をと言われても過去を
振り返ってのお話しかありません。
　私は1941年３月８日生まれ。幼少（２歳）
のとき、宮脇家から門田家の養子になってい
ます。小さいころは育て親を父親、母親と呼
んでいましたが、物心がつくころ周りの「あ
そこから来ている子」という話を聞き、疑問
を抱きながら過ごしていました。思春期に
は、生みの親たちをおじさん、おばさんと呼
ぶという複雑な心境のときもありましたが、
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振り返ってみると親が４人いたというのは、
良かったのではないかと思っています。
　高知大学を卒業後、高知県立小津高等学校
に１年奉職、次の年、県立須崎高校に転勤。
専攻は英語です。英語を通じて子どもたちを
いかに育むかということに専念していまし
た。育ての父が商才に長けていたのか豊かな
家庭で、須崎高校在職中に、「お前、外国へ
行って勉強してこい」と言われ、昭和40年、
横浜から移民船ブラジル丸で２週間かけてロ
サンゼルスに行きました。日付変更線を横断
する手前が３月８日、変更線の越えるとまた
３月８日で、誕生日を２度祝ってもらいまし
た。
　ロサンゼルスからサンフランシスコにバス
で上がり、トランスパシフィックという鉄道
でニューヨークまでアメリカ大陸を横断。途
中シカゴのミシガン大学に入学手続きに行っ
たのですが、事を得ずニューヨークへ。その
後、バーモント州の語学学校を経てインディ
アナ州のパデュー大学大学院に入学し１年半
勉強しました。夏にはミシガン大学のサマー
スクールでも学び、修士号に必要な単位を取
得して帰ってきました。帰国して２年後に論
文を出して、マスターオブサイエンスインエ
デュケーションという称号をいただきました。
　アメリカでの留学経験から、帰国してすぐ
高知大学から声がかかり、昭和42年高知大学
教育学部の助手として採用されました。以来
30年間、教員養成に努めてまいりました。各
年度10名ぐらいの卒業生が出ますので、30年
間で300名ぐらいの生徒を先生として送り出
すことができました。よく学校の先生は英語
ができないと言われて、私たち大学の教員と
しては心痛むところですが、私自身、大学の
英語教育というのは巷の英語学校とは違い、
単に喋れたらいいということではなく、先生
として、教科を通じての人格形成等々をしな
ければならないと思っています。私も大学教
員をするにあたり、いろんなところに勉強に
行きました。アメリカのＵＣＬＡで半年、イ
ギリスのロンドン大学で半年、その他、音声
の勉強など、ことあるごとに勉強はしてきた
つもりです。平成９年、高知工科大学設立と
ともに高知大学から移り、11年間、教員生活
を続けました。

　私は、真面目にこつこつするタイプで、余
り面白くない、魅力ある人間とも思っていま
せんが、教師というのはそれでいいのではな
いかと思います。幸い、両大学から名誉教授
の称号を頂き、ロータリークラブの職業分類
は大学で登録しています。
　私はロータリーに入ってからは、もっぱら
国際奉仕の仕事をしてきました。長期交換留
学生の地区委員、カウンセラー。また、幹事
もせずにクラブ会長も務めました。関ガバ
ナーのときと次年度は地区国際奉仕委員長、
短期交換留学生のリーダーとして２度、留学
生27名とニュージャージーに行ってきました。
向こうの委員の方は長年務めておられ、非常
に懇意にしていただき、未だにラインでメー
ルの交換をしています。短期交換プログラム
の担当はガバナー補佐とのことですので、今
期もニュージャージーチームが来高したとき
は、よろしくお願いいたします。
　本年度のＲＩのテーマは「インスピレー
ションになろう」です。皆さんが率先して、
模範となって地域の改革に努力していただき
たいということです。ＲＩ会長は「１番大切
なのは、前向きな変化を生みだし、私たちが
今日直面する課題に勇気と希望、そして創造
性を持って正面から立ち向かう意欲を、クラ
ブ、地域社会、そして組織全体から引き出す
ためのインスピレーションとなるように」と
定義をされています。これを受けて、桑原ガ
バナーは「地域社会とともに考え、ともに活
動しよう」というタイトルのもと、「もっと
何かをしよう　可能性を最大限に発揮しよう
というやる気を出し、それぞれのやり方で前
進できるように」という方針を立てられてい
ます。
　東ＲＣは伝統ある100％出席率、またガバ
ナーも輩出されています。ＲＩ会長あるいは
ガバナーのご意向を十分理解していただき、
次年度７月１日から来年６月30日までの年
度、ご協力をお願いします。
　私は、最近、突発性難聴を患い耳が聞こえ
ない、目も見えなくて苦労しますが、老体な
がらこの１年間、皆さんの迷惑にならないよ
うに、ガバナー補佐として頑張りたいと思い
ます。どうかよろしくお願いいたします。

◇ガバナー補佐卓話 高知第Ⅰ分区  門田幹夫ガバナー補佐 （高知南ＲＣ）

■高知東ＲＣ当面の日程
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㈬　ガバナー公式訪問
７月18日㈬　各委員会発表
７月25日㈬　各委員会発表
８月１日㈬　定例理事会
８月15日㈬　休会（お盆休み）
８月22日㈬  時間変更例会（ザ クラウンパレス）
８月29日㈬　役員会
９月５日㈬　定例理事会
情報集会
　９月11日㈫～13日㈭　18:30（得月樓）
　９月12日㈬　13:30（ザ クラウンパレス）
９月19日㈬　第３回クラブ協議会
９月26日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
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
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