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本日　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

次週　７月11日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　ガ　バ　ナ　ー　公　式　訪　問

第2383回　例会報告／平成30年６月27日　天候　晴　最終夜間例会

◇ロータリーソング
  「知床旅情」
◇お客様（敬称略）
・名誉会員　　　山崎　敏朗　
・ご家族
　石川　博子　　浦田比奈子　　沖　伸歩子
　岡本　千春　　猿田　静子　　寺尾　幸子
　寺村みゆき　　土居　紀代　　前田　　紀
　松野　壽子　　水上　由美　　永　佳子
・ピアノ伴奏　　小笠原貴美子
◇新入会員紹介
　　　　　　・氏　　名　武吉　佳月
　　　　　　・生年月日　昭和48年６月５日
　　　　　　・職　　業　㈱アリス・アド
　　　　　　　　　　　　代表取締役社長

・専任アドバイザー　　中平真理子会員
・武吉佳月氏挨拶
　今回、竹村さんのご紹介で入会することに
なりました。初めてのことで何をすればいい
か分かりませんし、とまどってばかりです。
皆さん、仲良くしていただければと思います。
よろしくお願いします。
　　　　　　・氏　　名　岡﨑　勇樹
　　　　　　・生年月日　昭和48年10月４日
　　　　　　・職　　業　日進設備工業㈱
　　　　　　　　　　　　取締役
　　　　　　・配　偶　者　千夏子
・趣　　味　ゴルフ
・専任アドバイザー　　沖　卓史会員

・岡﨑勇樹氏挨拶
　仕事は水道工事、いわゆる水道屋さんです。
現場にも出ますし、作業もします。その関係
で、会の方にはご迷惑をおかけすることもあ
ろうかと思いますが、いろんなことに挑戦し
ていきたいと思っていますので、これからも
皆さんのご指導、ご鞭撻をよろしくお願いし
ます。
◇森田康子会員退会挨拶

　2006年、井出会長、寺
村幹事の年度に入会させ
ていただき、はや12年。
たくさんの方と出会えた
のは、ロータリーの魅力
だと思います。その中で、

思い出すのは、創立40周年の記念講演で、今
井鎮雄先生とお会いできたことです。今井先
生はRYLAセミナーを始めた方で、私もそれ
まで小豆島で８年ほどご講演をお聞きして、
身を以てロータリーの奉仕の精神を示してい
ただきました。
　また、本日は水曜会の皆さまにもお会いで
きました。今まで親しくお声をかけていただ
きありがとうございました。
　これからは、２人目の孫の誕生を心待ちに
しながら、長年のライフワークを極めたいと
思います。
　最後になりますが、東ＲＣの50周年、そし
て未来100周年に向かってますます繁栄して
いくことを祈念しております。本当にお世話
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になりました。ありがとうございました。　
◇石川会長挨拶

　皆さん、こんばんは。
森田さん、お疲れ様でご
ざいました。森田さんに
はRYLAの活動を長くし
ていただきありがとうご
ざいました。

　今日は、いよいよ最後の挨拶です。本日
は、会員47名、名誉会員の山崎さん、水曜会
から13名、ピアノの小笠原さん、新入会員の
武吉さんと岡﨑さん、たくさんの方に集まっ
ていただきました。
　今期のイアンH.S.ライズリーＲＩ会長の
テーマは「ロータリー：変化をもたらす」で
した。変化をもたらすという中で、例えば、
例会に関して祭日のある週は休んでも構わな
い。最低月２回開催すればいいといったこと
がありました。当クラブでは、１年間を通じ
てアンケートを取りましたが、やはり今のま
までいい。１週も２週も飛んで顔を会わさな
いのはよくないということで、東クラブは従
前どおりの活動をしています。
　柳澤ガバナーの地区のテーマは「クラブの
特性を生かそう」でした。東クラブの特性の
１番は、やはり100％例会出席率であると思
います。この特性を生かしていくためにも、
会長の運営方針を「柔軟性の中にも高知東ク
ラブらしさを持とう」としました。その結
果、100％は維持できたことを心からありが
たく思っています。
　昨年７月、不安いっぱいでスタートしまし
た。期首の会員数58名、本日59名となりまし
た。今年度は何といっても地区大会がありま
した。柳澤ガバナー、久松地区幹事、猿田実
行委員長をはじめ、皆さん本当にお疲れ様で
した。
　私の方はクラブ運営に際して、土居幹事に
どれだけお世話になったことかと思います。
ラインを利用して、分からない漢字を聞く、
中国の言葉まで教えていただきました。そし
て、事務局の河野さん、ありがとうございま
した。助けていただきました。役員、理事の
皆さん、各委員長、副委員長、委員の皆さん、
さらに水曜会の皆さんにお世話になりました。
皆さんの支えがあって、今日の日を迎えるこ

とができました。ありがとうございました。
　そして、今年４月30日から、長期交換留学
生のレイチェル・リントンさんを我が家に迎
えました。昨年８月に日本に来て４家族目で
したので、日本語は大体通じました。ところ
が、生活態度がなかなか大変でした。２ヵ月
ではありましたが、日本人とアメリカ人の違
い。私があまやかしていかんと、家内がいろ
いろ私に言う。辛抱しいやと。とうとう見送
る４日前には大げんかをしましたが、今日は
何とか来てくれています。
　６月24日、高知龍馬空港に土佐女子の生徒
さんも多く来てくれて見送りました。アメリ
カに飛び立ったはずですが、着いたという連
絡がありませんので浜崎さんが確認したとこ
ろ、無事に着いていたようです。
　奉仕理念の中の「最もよく奉仕する者が最
も多く報いられる」を信じて受け入れました
が、もう一つ「超我の奉仕」があります。ひ
たすら奉仕せよということで、これをもう少
し奥さんに伝えておいた方が良かったかなと
思います。今回、この二つの理念を身を以て
経験させていただきました。
　ここで１分ほど時間をいただいて、今、日
本と北朝鮮ほどの関係になっている石川博子
さんに、皆さんの前で和解案を提案したいと
思います。ちょっとした物を買ってきました
ので、これを受け取ってもらえるかどうか。
　皆さんが証人になっていただき、一応、受
け取ってもらいましたので、これから仲良く
できると信じています。
　次年度は、寺尾会長、松本幹事ですが50周
年がきます。水曜会の皆さんにもご協力いた
だいて、50周年記念事業が完璧に行えますよ
うに応援をして、私の話を終わります。
　皆さま方、１年間支えていただき誠にあり
がとうございました。言葉は足りませんが、
最後の会長挨拶とさせていただきます。あり
がとうございました。
◇土居幹事挨拶

　いよいよ最後になって
しまいました。普段の例
会では、時間を気にして
進行もしていますが、今
日は幸いにもＳＡＡ、永
野さんに進行していただ
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６月27日
今期の累計

◇寺尾正生次期会長挨拶
　石川会長、土居幹事大
変ご苦労様でした。石川
さんと土居さんは安堵の
日々が近づいて、私と松
本幹事は恐怖と憂鬱な
日々がやってきます。

　今期、石川会長の家庭でも問題があったよ
うですが、昨日、うちでも「二度と私に話し
かけないで」と言われて、昨日からほとんど
話をしていません。今日出がけにタクシー券
を渡して僕は先に出たのですが、来てくれて
どうもありがとうございました。
　私も会社に入って40数年、今の車も14年
乗っています。意外と物持ちもいい方で、
１ヵ月ほど前に罹った帯状疱疹の痛みもまだ
続いています。
　今日のロータリーソングの「知床旅情」の
３番の歌詞が「私を泣かすな、白いカモメ
よ」となっていますが、私の知る限りでは森
繁久弥が加藤登紀子に「君の歌は素晴らしい
が、白いカモメよとは歌わないでくれ。私は
白いカモメをと作詞した」と言ったそうで
す。このように、私はもちろんのこと松本幹
事も「てにおは」を間違えたり、皆さんには
ご迷惑をおかけするかも分かりませんが、精
一杯頑張って楽しくやっていきたいと思いま
すので、よろしくお願いいたします。

◇松本隆之次期幹事挨拶
　まずは、石川会長、土
居幹事、１年間お疲れ様
でした。目の前で見てい
て、本当に素晴らしいク
ラブ運営をしていただい
たと思っています。それ

を見ながら、まだまだ先だと高をくくってい
ましたが、ついにこのときが来てしまいまし
た。
　あわてて次年度の準備をしていますが、先
輩からは、クラブの会長は天皇で幹事は総理
大臣である。幹事である総理大臣がクラブ運
営を差配しなければいけないという話を伺っ
て、全く準備ができてないまま、今あたふた
としています。何をしても、どこからか先輩
のお叱りを受けるという状態で、既に心が折
れかけていて、安倍総理の気持ちがちょっと
分かる気がします。しかし、理事の皆さん、
各委員長の皆さん、委員の皆さん、最強の布
陣をしたと思っています。50周年の節目とい
うこともあります。そして何より、寺尾会長
の明るい人柄で、楽しい東ＲＣを演出できた
らと思います。
　寺尾会長を、歴代の会長と同じように、名
会長にしていくために全力を尽くしたいと
思っていますので、至らぬことが多々あると
思いますが、１年間よろしくお願いいたしま
す。

いています。
　昨年最後の水曜日は６月28日で、幹事就任
のご挨拶をさせていただきました。それから
１年。この１年間、短いとも早いとも感じま
せんでしたが、幹事の仕事は当然、簡単なも
のではありませんでした。特段、わくわく楽
しくするというものでもありませんでした。
　しかし、ひと言言えるのは、この１年間面
白かった。幹事をさせていただいて面白かっ
たというのが、正直な気持ちです。そして、
今の感情を正直に申し上げると、ちょっと寂
しいかなというところです。とは言うものの、
あと１年やれと言われたら、もちろん辞退さ
せていただきます。本当にこの１年間、いろ
いろ勉強をさせていただきました。また、ガ
バナー年度の幹事という貴重な体験もさせて
いただきました。ありがとうございました。
　各委員長さんはじめ委員の皆さま、本当に
お疲れ様でした。と同時にありがとうござい
ました。会長・幹事として、委員会活動には
積極的に関与はしてこなかったのかなと思い
ます。逆に、関与させてもらえなかった。各
委員会が素晴らしい運営をしていただいて、
会長・幹事が何も言うことがなかったという
感じです。各委員会とも素晴らしく、感謝申
し上げますが、敢えていうと、今日もこの会
を設けていただいた親睦委員会、１年間大変
だったと思います。本当にお疲れ様でした。
　事務局の河野さん、幹事を経験された方は
ご理解いただけると思いますが、事務局がな
ければ、クラブは大変なことになると思いま
す。幹事がもっと積極的に、自主的に動かな
いといけないというご意見もあるかと思いま
すが、河野さんには１年間お世話になりまし
た。ありがとうございました。私と石川さん
は、これで下りますが河野さんは、引き続き
事務局を担当していただけるということで、
これからもよろしくお願いします。
　最後に石川会長、本当にありがとうござい
ました。１年半前、ラ・ヴィータで幹事の指
名を受けさせていただく挨拶で、「喜んで幹
事を受けるわけじゃないけど、もし石川さん
が私以外を指名していたら、私はいじけてい
たかな」と言った記憶があります。
　会長、幹事の関係を上司・部下と表現する
のは少しおかしい話かと思いますが、部下と

して、本当に仕事のやりやすい上司でした。
日常のことには一切口を出さず、全てを任せ
ていただきました。ただ、何か判断を求めた
ときは即座に適格な判断を示していただき、
会長として自ら動かなければいけないとき
は、もちろん私が言うまでもなく、自分から
動き、最後には責任を取るという覚悟で会長
を務められたと思います。そして何より明る
い石川さんのもとで、幹事をさせていただい
たことに本当に感謝申し上げます。
　この１年間、東クラブの皆さま、水曜会の
皆さま、ご家族の皆さま、いろいろお世話に
なり、また勉強させていただき本当にありが
とうございました。
　松本さん、いよいよ始まります。まっちゃ
んなら１年間何の問題もなくやっていけると
思います。50周年もあります。寺尾会長をサ
ポートしながら東クラブを盛り上げていただ
けたらと思います。よろしくお願いします。
　ありがとうございました。
◇ピアノ伴奏でお世話になった、小笠原貴美

子先生にお礼をお渡ししました。
◇事務局の河野安美さんに、お礼の花をお渡

ししました。
◇水曜会の引き継ぎを行いました。
◇沖直前会長、西森直前幹事より石川会長、

土居幹事に記念バッチ贈呈
◇石川会長、土居幹事より寺尾次期会長、松

本次期幹事に引き継ぎバッチをお渡ししま
した。

◇次期寺尾会長と次期松本幹事より、石川会
長と土居幹事に花束の贈呈

■高知東ＲＣ当面の日程
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

◇出席率報告

　
　年間通じて100％を達成できました。あり
がとうございました。

６月27日

６月13日

総数
－5 59
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メイク
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になりました。ありがとうございました。　
◇石川会長挨拶

　皆さん、こんばんは。
森田さん、お疲れ様でご
ざいました。森田さんに
はRYLAの活動を長くし
ていただきありがとうご
ざいました。

　今日は、いよいよ最後の挨拶です。本日
は、会員47名、名誉会員の山崎さん、水曜会
から13名、ピアノの小笠原さん、新入会員の
武吉さんと岡﨑さん、たくさんの方に集まっ
ていただきました。
　今期のイアンH.S.ライズリーＲＩ会長の
テーマは「ロータリー：変化をもたらす」で
した。変化をもたらすという中で、例えば、
例会に関して祭日のある週は休んでも構わな
い。最低月２回開催すればいいといったこと
がありました。当クラブでは、１年間を通じ
てアンケートを取りましたが、やはり今のま
までいい。１週も２週も飛んで顔を会わさな
いのはよくないということで、東クラブは従
前どおりの活動をしています。
　柳澤ガバナーの地区のテーマは「クラブの
特性を生かそう」でした。東クラブの特性の
１番は、やはり100％例会出席率であると思
います。この特性を生かしていくためにも、
会長の運営方針を「柔軟性の中にも高知東ク
ラブらしさを持とう」としました。その結
果、100％は維持できたことを心からありが
たく思っています。
　昨年７月、不安いっぱいでスタートしまし
た。期首の会員数58名、本日59名となりまし
た。今年度は何といっても地区大会がありま
した。柳澤ガバナー、久松地区幹事、猿田実
行委員長をはじめ、皆さん本当にお疲れ様で
した。
　私の方はクラブ運営に際して、土居幹事に
どれだけお世話になったことかと思います。
ラインを利用して、分からない漢字を聞く、
中国の言葉まで教えていただきました。そし
て、事務局の河野さん、ありがとうございま
した。助けていただきました。役員、理事の
皆さん、各委員長、副委員長、委員の皆さん、
さらに水曜会の皆さんにお世話になりました。
皆さんの支えがあって、今日の日を迎えるこ

とができました。ありがとうございました。
　そして、今年４月30日から、長期交換留学
生のレイチェル・リントンさんを我が家に迎
えました。昨年８月に日本に来て４家族目で
したので、日本語は大体通じました。ところ
が、生活態度がなかなか大変でした。２ヵ月
ではありましたが、日本人とアメリカ人の違
い。私があまやかしていかんと、家内がいろ
いろ私に言う。辛抱しいやと。とうとう見送
る４日前には大げんかをしましたが、今日は
何とか来てくれています。
　６月24日、高知龍馬空港に土佐女子の生徒
さんも多く来てくれて見送りました。アメリ
カに飛び立ったはずですが、着いたという連
絡がありませんので浜崎さんが確認したとこ
ろ、無事に着いていたようです。
　奉仕理念の中の「最もよく奉仕する者が最
も多く報いられる」を信じて受け入れました
が、もう一つ「超我の奉仕」があります。ひ
たすら奉仕せよということで、これをもう少
し奥さんに伝えておいた方が良かったかなと
思います。今回、この二つの理念を身を以て
経験させていただきました。
　ここで１分ほど時間をいただいて、今、日
本と北朝鮮ほどの関係になっている石川博子
さんに、皆さんの前で和解案を提案したいと
思います。ちょっとした物を買ってきました
ので、これを受け取ってもらえるかどうか。
　皆さんが証人になっていただき、一応、受
け取ってもらいましたので、これから仲良く
できると信じています。
　次年度は、寺尾会長、松本幹事ですが50周
年がきます。水曜会の皆さんにもご協力いた
だいて、50周年記念事業が完璧に行えますよ
うに応援をして、私の話を終わります。
　皆さま方、１年間支えていただき誠にあり
がとうございました。言葉は足りませんが、
最後の会長挨拶とさせていただきます。あり
がとうございました。
◇土居幹事挨拶

　いよいよ最後になって
しまいました。普段の例
会では、時間を気にして
進行もしていますが、今
日は幸いにもＳＡＡ、永
野さんに進行していただ
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チビニコ 合　計

６月27日
今期の累計

◇寺尾正生次期会長挨拶
　石川会長、土居幹事大
変ご苦労様でした。石川
さんと土居さんは安堵の
日々が近づいて、私と松
本幹事は恐怖と憂鬱な
日々がやってきます。

　今期、石川会長の家庭でも問題があったよ
うですが、昨日、うちでも「二度と私に話し
かけないで」と言われて、昨日からほとんど
話をしていません。今日出がけにタクシー券
を渡して僕は先に出たのですが、来てくれて
どうもありがとうございました。
　私も会社に入って40数年、今の車も14年
乗っています。意外と物持ちもいい方で、
１ヵ月ほど前に罹った帯状疱疹の痛みもまだ
続いています。
　今日のロータリーソングの「知床旅情」の
３番の歌詞が「私を泣かすな、白いカモメ
よ」となっていますが、私の知る限りでは森
繁久弥が加藤登紀子に「君の歌は素晴らしい
が、白いカモメよとは歌わないでくれ。私は
白いカモメをと作詞した」と言ったそうで
す。このように、私はもちろんのこと松本幹
事も「てにおは」を間違えたり、皆さんには
ご迷惑をおかけするかも分かりませんが、精
一杯頑張って楽しくやっていきたいと思いま
すので、よろしくお願いいたします。

◇松本隆之次期幹事挨拶
　まずは、石川会長、土
居幹事、１年間お疲れ様
でした。目の前で見てい
て、本当に素晴らしいク
ラブ運営をしていただい
たと思っています。それ

を見ながら、まだまだ先だと高をくくってい
ましたが、ついにこのときが来てしまいまし
た。
　あわてて次年度の準備をしていますが、先
輩からは、クラブの会長は天皇で幹事は総理
大臣である。幹事である総理大臣がクラブ運
営を差配しなければいけないという話を伺っ
て、全く準備ができてないまま、今あたふた
としています。何をしても、どこからか先輩
のお叱りを受けるという状態で、既に心が折
れかけていて、安倍総理の気持ちがちょっと
分かる気がします。しかし、理事の皆さん、
各委員長の皆さん、委員の皆さん、最強の布
陣をしたと思っています。50周年の節目とい
うこともあります。そして何より、寺尾会長
の明るい人柄で、楽しい東ＲＣを演出できた
らと思います。
　寺尾会長を、歴代の会長と同じように、名
会長にしていくために全力を尽くしたいと
思っていますので、至らぬことが多々あると
思いますが、１年間よろしくお願いいたしま
す。

いています。
　昨年最後の水曜日は６月28日で、幹事就任
のご挨拶をさせていただきました。それから
１年。この１年間、短いとも早いとも感じま
せんでしたが、幹事の仕事は当然、簡単なも
のではありませんでした。特段、わくわく楽
しくするというものでもありませんでした。
　しかし、ひと言言えるのは、この１年間面
白かった。幹事をさせていただいて面白かっ
たというのが、正直な気持ちです。そして、
今の感情を正直に申し上げると、ちょっと寂
しいかなというところです。とは言うものの、
あと１年やれと言われたら、もちろん辞退さ
せていただきます。本当にこの１年間、いろ
いろ勉強をさせていただきました。また、ガ
バナー年度の幹事という貴重な体験もさせて
いただきました。ありがとうございました。
　各委員長さんはじめ委員の皆さま、本当に
お疲れ様でした。と同時にありがとうござい
ました。会長・幹事として、委員会活動には
積極的に関与はしてこなかったのかなと思い
ます。逆に、関与させてもらえなかった。各
委員会が素晴らしい運営をしていただいて、
会長・幹事が何も言うことがなかったという
感じです。各委員会とも素晴らしく、感謝申
し上げますが、敢えていうと、今日もこの会
を設けていただいた親睦委員会、１年間大変
だったと思います。本当にお疲れ様でした。
　事務局の河野さん、幹事を経験された方は
ご理解いただけると思いますが、事務局がな
ければ、クラブは大変なことになると思いま
す。幹事がもっと積極的に、自主的に動かな
いといけないというご意見もあるかと思いま
すが、河野さんには１年間お世話になりまし
た。ありがとうございました。私と石川さん
は、これで下りますが河野さんは、引き続き
事務局を担当していただけるということで、
これからもよろしくお願いします。
　最後に石川会長、本当にありがとうござい
ました。１年半前、ラ・ヴィータで幹事の指
名を受けさせていただく挨拶で、「喜んで幹
事を受けるわけじゃないけど、もし石川さん
が私以外を指名していたら、私はいじけてい
たかな」と言った記憶があります。
　会長、幹事の関係を上司・部下と表現する
のは少しおかしい話かと思いますが、部下と

して、本当に仕事のやりやすい上司でした。
日常のことには一切口を出さず、全てを任せ
ていただきました。ただ、何か判断を求めた
ときは即座に適格な判断を示していただき、
会長として自ら動かなければいけないとき
は、もちろん私が言うまでもなく、自分から
動き、最後には責任を取るという覚悟で会長
を務められたと思います。そして何より明る
い石川さんのもとで、幹事をさせていただい
たことに本当に感謝申し上げます。
　この１年間、東クラブの皆さま、水曜会の
皆さま、ご家族の皆さま、いろいろお世話に
なり、また勉強させていただき本当にありが
とうございました。
　松本さん、いよいよ始まります。まっちゃ
んなら１年間何の問題もなくやっていけると
思います。50周年もあります。寺尾会長をサ
ポートしながら東クラブを盛り上げていただ
けたらと思います。よろしくお願いします。
　ありがとうございました。
◇ピアノ伴奏でお世話になった、小笠原貴美

子先生にお礼をお渡ししました。
◇事務局の河野安美さんに、お礼の花をお渡

ししました。
◇水曜会の引き継ぎを行いました。
◇沖直前会長、西森直前幹事より石川会長、

土居幹事に記念バッチ贈呈
◇石川会長、土居幹事より寺尾次期会長、松

本次期幹事に引き継ぎバッチをお渡ししま
した。

◇次期寺尾会長と次期松本幹事より、石川会
長と土居幹事に花束の贈呈

■高知東ＲＣ当面の日程
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

◇出席率報告

　
　年間通じて100％を達成できました。あり
がとうございました。

６月27日

６月13日

総数
－5 59
－5 57

出席
46
39

欠席
1
0

メイク
アップ HC出席率
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68.42％

出席率
98.15％

100％

7
13
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本日　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

次週　７月11日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　ガ　バ　ナ　ー　公　式　訪　問

第2383回　例会報告／平成30年６月27日　天候　晴　最終夜間例会

◇ロータリーソング
  「知床旅情」
◇お客様（敬称略）
・名誉会員　　　山崎　敏朗　
・ご家族
　石川　博子　　浦田比奈子　　沖　伸歩子
　岡本　千春　　猿田　静子　　寺尾　幸子
　寺村みゆき　　土居　紀代　　前田　　紀
　松野　壽子　　水上　由美　　永　佳子
・ピアノ伴奏　　小笠原貴美子
◇新入会員紹介
　　　　　　・氏　　名　武吉　佳月
　　　　　　・生年月日　昭和48年６月５日
　　　　　　・職　　業　㈱アリス・アド
　　　　　　　　　　　　代表取締役社長

・専任アドバイザー　　中平真理子会員
・武吉佳月氏挨拶
　今回、竹村さんのご紹介で入会することに
なりました。初めてのことで何をすればいい
か分かりませんし、とまどってばかりです。
皆さん、仲良くしていただければと思います。
よろしくお願いします。
　　　　　　・氏　　名　岡﨑　勇樹
　　　　　　・生年月日　昭和48年10月４日
　　　　　　・職　　業　日進設備工業㈱
　　　　　　　　　　　　取締役
　　　　　　・配　偶　者　千夏子
・趣　　味　ゴルフ
・専任アドバイザー　　沖　卓史会員

・岡﨑勇樹氏挨拶
　仕事は水道工事、いわゆる水道屋さんです。
現場にも出ますし、作業もします。その関係
で、会の方にはご迷惑をおかけすることもあ
ろうかと思いますが、いろんなことに挑戦し
ていきたいと思っていますので、これからも
皆さんのご指導、ご鞭撻をよろしくお願いし
ます。
◇森田康子会員退会挨拶

　2006年、井出会長、寺
村幹事の年度に入会させ
ていただき、はや12年。
たくさんの方と出会えた
のは、ロータリーの魅力
だと思います。その中で、

思い出すのは、創立40周年の記念講演で、今
井鎮雄先生とお会いできたことです。今井先
生はRYLAセミナーを始めた方で、私もそれ
まで小豆島で８年ほどご講演をお聞きして、
身を以てロータリーの奉仕の精神を示してい
ただきました。
　また、本日は水曜会の皆さまにもお会いで
きました。今まで親しくお声をかけていただ
きありがとうございました。
　これからは、２人目の孫の誕生を心待ちに
しながら、長年のライフワークを極めたいと
思います。
　最後になりますが、東ＲＣの50周年、そし
て未来100周年に向かってますます繁栄して
いくことを祈念しております。本当にお世話
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になりました。ありがとうございました。　
◇石川会長挨拶

　皆さん、こんばんは。
森田さん、お疲れ様でご
ざいました。森田さんに
はRYLAの活動を長くし
ていただきありがとうご
ざいました。

　今日は、いよいよ最後の挨拶です。本日
は、会員47名、名誉会員の山崎さん、水曜会
から13名、ピアノの小笠原さん、新入会員の
武吉さんと岡﨑さん、たくさんの方に集まっ
ていただきました。
　今期のイアンH.S.ライズリーＲＩ会長の
テーマは「ロータリー：変化をもたらす」で
した。変化をもたらすという中で、例えば、
例会に関して祭日のある週は休んでも構わな
い。最低月２回開催すればいいといったこと
がありました。当クラブでは、１年間を通じ
てアンケートを取りましたが、やはり今のま
までいい。１週も２週も飛んで顔を会わさな
いのはよくないということで、東クラブは従
前どおりの活動をしています。
　柳澤ガバナーの地区のテーマは「クラブの
特性を生かそう」でした。東クラブの特性の
１番は、やはり100％例会出席率であると思
います。この特性を生かしていくためにも、
会長の運営方針を「柔軟性の中にも高知東ク
ラブらしさを持とう」としました。その結
果、100％は維持できたことを心からありが
たく思っています。
　昨年７月、不安いっぱいでスタートしまし
た。期首の会員数58名、本日59名となりまし
た。今年度は何といっても地区大会がありま
した。柳澤ガバナー、久松地区幹事、猿田実
行委員長をはじめ、皆さん本当にお疲れ様で
した。
　私の方はクラブ運営に際して、土居幹事に
どれだけお世話になったことかと思います。
ラインを利用して、分からない漢字を聞く、
中国の言葉まで教えていただきました。そし
て、事務局の河野さん、ありがとうございま
した。助けていただきました。役員、理事の
皆さん、各委員長、副委員長、委員の皆さん、
さらに水曜会の皆さんにお世話になりました。
皆さんの支えがあって、今日の日を迎えるこ

とができました。ありがとうございました。
　そして、今年４月30日から、長期交換留学
生のレイチェル・リントンさんを我が家に迎
えました。昨年８月に日本に来て４家族目で
したので、日本語は大体通じました。ところ
が、生活態度がなかなか大変でした。２ヵ月
ではありましたが、日本人とアメリカ人の違
い。私があまやかしていかんと、家内がいろ
いろ私に言う。辛抱しいやと。とうとう見送
る４日前には大げんかをしましたが、今日は
何とか来てくれています。
　６月24日、高知龍馬空港に土佐女子の生徒
さんも多く来てくれて見送りました。アメリ
カに飛び立ったはずですが、着いたという連
絡がありませんので浜崎さんが確認したとこ
ろ、無事に着いていたようです。
　奉仕理念の中の「最もよく奉仕する者が最
も多く報いられる」を信じて受け入れました
が、もう一つ「超我の奉仕」があります。ひ
たすら奉仕せよということで、これをもう少
し奥さんに伝えておいた方が良かったかなと
思います。今回、この二つの理念を身を以て
経験させていただきました。
　ここで１分ほど時間をいただいて、今、日
本と北朝鮮ほどの関係になっている石川博子
さんに、皆さんの前で和解案を提案したいと
思います。ちょっとした物を買ってきました
ので、これを受け取ってもらえるかどうか。
　皆さんが証人になっていただき、一応、受
け取ってもらいましたので、これから仲良く
できると信じています。
　次年度は、寺尾会長、松本幹事ですが50周
年がきます。水曜会の皆さんにもご協力いた
だいて、50周年記念事業が完璧に行えますよ
うに応援をして、私の話を終わります。
　皆さま方、１年間支えていただき誠にあり
がとうございました。言葉は足りませんが、
最後の会長挨拶とさせていただきます。あり
がとうございました。
◇土居幹事挨拶

　いよいよ最後になって
しまいました。普段の例
会では、時間を気にして
進行もしていますが、今
日は幸いにもＳＡＡ、永
野さんに進行していただ

● ニコニコ箱 ●
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６月27日
今期の累計

◇寺尾正生次期会長挨拶
　石川会長、土居幹事大
変ご苦労様でした。石川
さんと土居さんは安堵の
日々が近づいて、私と松
本幹事は恐怖と憂鬱な
日々がやってきます。

　今期、石川会長の家庭でも問題があったよ
うですが、昨日、うちでも「二度と私に話し
かけないで」と言われて、昨日からほとんど
話をしていません。今日出がけにタクシー券
を渡して僕は先に出たのですが、来てくれて
どうもありがとうございました。
　私も会社に入って40数年、今の車も14年
乗っています。意外と物持ちもいい方で、
１ヵ月ほど前に罹った帯状疱疹の痛みもまだ
続いています。
　今日のロータリーソングの「知床旅情」の
３番の歌詞が「私を泣かすな、白いカモメ
よ」となっていますが、私の知る限りでは森
繁久弥が加藤登紀子に「君の歌は素晴らしい
が、白いカモメよとは歌わないでくれ。私は
白いカモメをと作詞した」と言ったそうで
す。このように、私はもちろんのこと松本幹
事も「てにおは」を間違えたり、皆さんには
ご迷惑をおかけするかも分かりませんが、精
一杯頑張って楽しくやっていきたいと思いま
すので、よろしくお願いいたします。

◇松本隆之次期幹事挨拶
　まずは、石川会長、土
居幹事、１年間お疲れ様
でした。目の前で見てい
て、本当に素晴らしいク
ラブ運営をしていただい
たと思っています。それ

を見ながら、まだまだ先だと高をくくってい
ましたが、ついにこのときが来てしまいまし
た。
　あわてて次年度の準備をしていますが、先
輩からは、クラブの会長は天皇で幹事は総理
大臣である。幹事である総理大臣がクラブ運
営を差配しなければいけないという話を伺っ
て、全く準備ができてないまま、今あたふた
としています。何をしても、どこからか先輩
のお叱りを受けるという状態で、既に心が折
れかけていて、安倍総理の気持ちがちょっと
分かる気がします。しかし、理事の皆さん、
各委員長の皆さん、委員の皆さん、最強の布
陣をしたと思っています。50周年の節目とい
うこともあります。そして何より、寺尾会長
の明るい人柄で、楽しい東ＲＣを演出できた
らと思います。
　寺尾会長を、歴代の会長と同じように、名
会長にしていくために全力を尽くしたいと
思っていますので、至らぬことが多々あると
思いますが、１年間よろしくお願いいたしま
す。

いています。
　昨年最後の水曜日は６月28日で、幹事就任
のご挨拶をさせていただきました。それから
１年。この１年間、短いとも早いとも感じま
せんでしたが、幹事の仕事は当然、簡単なも
のではありませんでした。特段、わくわく楽
しくするというものでもありませんでした。
　しかし、ひと言言えるのは、この１年間面
白かった。幹事をさせていただいて面白かっ
たというのが、正直な気持ちです。そして、
今の感情を正直に申し上げると、ちょっと寂
しいかなというところです。とは言うものの、
あと１年やれと言われたら、もちろん辞退さ
せていただきます。本当にこの１年間、いろ
いろ勉強をさせていただきました。また、ガ
バナー年度の幹事という貴重な体験もさせて
いただきました。ありがとうございました。
　各委員長さんはじめ委員の皆さま、本当に
お疲れ様でした。と同時にありがとうござい
ました。会長・幹事として、委員会活動には
積極的に関与はしてこなかったのかなと思い
ます。逆に、関与させてもらえなかった。各
委員会が素晴らしい運営をしていただいて、
会長・幹事が何も言うことがなかったという
感じです。各委員会とも素晴らしく、感謝申
し上げますが、敢えていうと、今日もこの会
を設けていただいた親睦委員会、１年間大変
だったと思います。本当にお疲れ様でした。
　事務局の河野さん、幹事を経験された方は
ご理解いただけると思いますが、事務局がな
ければ、クラブは大変なことになると思いま
す。幹事がもっと積極的に、自主的に動かな
いといけないというご意見もあるかと思いま
すが、河野さんには１年間お世話になりまし
た。ありがとうございました。私と石川さん
は、これで下りますが河野さんは、引き続き
事務局を担当していただけるということで、
これからもよろしくお願いします。
　最後に石川会長、本当にありがとうござい
ました。１年半前、ラ・ヴィータで幹事の指
名を受けさせていただく挨拶で、「喜んで幹
事を受けるわけじゃないけど、もし石川さん
が私以外を指名していたら、私はいじけてい
たかな」と言った記憶があります。
　会長、幹事の関係を上司・部下と表現する
のは少しおかしい話かと思いますが、部下と

して、本当に仕事のやりやすい上司でした。
日常のことには一切口を出さず、全てを任せ
ていただきました。ただ、何か判断を求めた
ときは即座に適格な判断を示していただき、
会長として自ら動かなければいけないとき
は、もちろん私が言うまでもなく、自分から
動き、最後には責任を取るという覚悟で会長
を務められたと思います。そして何より明る
い石川さんのもとで、幹事をさせていただい
たことに本当に感謝申し上げます。
　この１年間、東クラブの皆さま、水曜会の
皆さま、ご家族の皆さま、いろいろお世話に
なり、また勉強させていただき本当にありが
とうございました。
　松本さん、いよいよ始まります。まっちゃ
んなら１年間何の問題もなくやっていけると
思います。50周年もあります。寺尾会長をサ
ポートしながら東クラブを盛り上げていただ
けたらと思います。よろしくお願いします。
　ありがとうございました。
◇ピアノ伴奏でお世話になった、小笠原貴美

子先生にお礼をお渡ししました。
◇事務局の河野安美さんに、お礼の花をお渡

ししました。
◇水曜会の引き継ぎを行いました。
◇沖直前会長、西森直前幹事より石川会長、

土居幹事に記念バッチ贈呈
◇石川会長、土居幹事より寺尾次期会長、松

本次期幹事に引き継ぎバッチをお渡ししま
した。

◇次期寺尾会長と次期松本幹事より、石川会
長と土居幹事に花束の贈呈

■高知東ＲＣ当面の日程
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

◇出席率報告

　
　年間通じて100％を達成できました。あり
がとうございました。

６月27日

６月13日

総数
－5 59
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46
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1
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メイク
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100％

7
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本日　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

次週　７月11日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　ガ　バ　ナ　ー　公　式　訪　問

第2383回　例会報告／平成30年６月27日　天候　晴　最終夜間例会

◇ロータリーソング
  「知床旅情」
◇お客様（敬称略）
・名誉会員　　　山崎　敏朗　
・ご家族
　石川　博子　　浦田比奈子　　沖　伸歩子
　岡本　千春　　猿田　静子　　寺尾　幸子
　寺村みゆき　　土居　紀代　　前田　　紀
　松野　壽子　　水上　由美　　永　佳子
・ピアノ伴奏　　小笠原貴美子
◇新入会員紹介
　　　　　　・氏　　名　武吉　佳月
　　　　　　・生年月日　昭和48年６月５日
　　　　　　・職　　業　㈱アリス・アド
　　　　　　　　　　　　代表取締役社長

・専任アドバイザー　　中平真理子会員
・武吉佳月氏挨拶
　今回、竹村さんのご紹介で入会することに
なりました。初めてのことで何をすればいい
か分かりませんし、とまどってばかりです。
皆さん、仲良くしていただければと思います。
よろしくお願いします。
　　　　　　・氏　　名　岡﨑　勇樹
　　　　　　・生年月日　昭和48年10月４日
　　　　　　・職　　業　日進設備工業㈱
　　　　　　　　　　　　取締役
　　　　　　・配　偶　者　千夏子
・趣　　味　ゴルフ
・専任アドバイザー　　沖　卓史会員

・岡﨑勇樹氏挨拶
　仕事は水道工事、いわゆる水道屋さんです。
現場にも出ますし、作業もします。その関係
で、会の方にはご迷惑をおかけすることもあ
ろうかと思いますが、いろんなことに挑戦し
ていきたいと思っていますので、これからも
皆さんのご指導、ご鞭撻をよろしくお願いし
ます。
◇森田康子会員退会挨拶

　2006年、井出会長、寺
村幹事の年度に入会させ
ていただき、はや12年。
たくさんの方と出会えた
のは、ロータリーの魅力
だと思います。その中で、

思い出すのは、創立40周年の記念講演で、今
井鎮雄先生とお会いできたことです。今井先
生はRYLAセミナーを始めた方で、私もそれ
まで小豆島で８年ほどご講演をお聞きして、
身を以てロータリーの奉仕の精神を示してい
ただきました。
　また、本日は水曜会の皆さまにもお会いで
きました。今まで親しくお声をかけていただ
きありがとうございました。
　これからは、２人目の孫の誕生を心待ちに
しながら、長年のライフワークを極めたいと
思います。
　最後になりますが、東ＲＣの50周年、そし
て未来100周年に向かってますます繁栄して
いくことを祈念しております。本当にお世話
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になりました。ありがとうございました。　
◇石川会長挨拶

　皆さん、こんばんは。
森田さん、お疲れ様でご
ざいました。森田さんに
はRYLAの活動を長くし
ていただきありがとうご
ざいました。

　今日は、いよいよ最後の挨拶です。本日
は、会員47名、名誉会員の山崎さん、水曜会
から13名、ピアノの小笠原さん、新入会員の
武吉さんと岡﨑さん、たくさんの方に集まっ
ていただきました。
　今期のイアンH.S.ライズリーＲＩ会長の
テーマは「ロータリー：変化をもたらす」で
した。変化をもたらすという中で、例えば、
例会に関して祭日のある週は休んでも構わな
い。最低月２回開催すればいいといったこと
がありました。当クラブでは、１年間を通じ
てアンケートを取りましたが、やはり今のま
までいい。１週も２週も飛んで顔を会わさな
いのはよくないということで、東クラブは従
前どおりの活動をしています。
　柳澤ガバナーの地区のテーマは「クラブの
特性を生かそう」でした。東クラブの特性の
１番は、やはり100％例会出席率であると思
います。この特性を生かしていくためにも、
会長の運営方針を「柔軟性の中にも高知東ク
ラブらしさを持とう」としました。その結
果、100％は維持できたことを心からありが
たく思っています。
　昨年７月、不安いっぱいでスタートしまし
た。期首の会員数58名、本日59名となりまし
た。今年度は何といっても地区大会がありま
した。柳澤ガバナー、久松地区幹事、猿田実
行委員長をはじめ、皆さん本当にお疲れ様で
した。
　私の方はクラブ運営に際して、土居幹事に
どれだけお世話になったことかと思います。
ラインを利用して、分からない漢字を聞く、
中国の言葉まで教えていただきました。そし
て、事務局の河野さん、ありがとうございま
した。助けていただきました。役員、理事の
皆さん、各委員長、副委員長、委員の皆さん、
さらに水曜会の皆さんにお世話になりました。
皆さんの支えがあって、今日の日を迎えるこ

とができました。ありがとうございました。
　そして、今年４月30日から、長期交換留学
生のレイチェル・リントンさんを我が家に迎
えました。昨年８月に日本に来て４家族目で
したので、日本語は大体通じました。ところ
が、生活態度がなかなか大変でした。２ヵ月
ではありましたが、日本人とアメリカ人の違
い。私があまやかしていかんと、家内がいろ
いろ私に言う。辛抱しいやと。とうとう見送
る４日前には大げんかをしましたが、今日は
何とか来てくれています。
　６月24日、高知龍馬空港に土佐女子の生徒
さんも多く来てくれて見送りました。アメリ
カに飛び立ったはずですが、着いたという連
絡がありませんので浜崎さんが確認したとこ
ろ、無事に着いていたようです。
　奉仕理念の中の「最もよく奉仕する者が最
も多く報いられる」を信じて受け入れました
が、もう一つ「超我の奉仕」があります。ひ
たすら奉仕せよということで、これをもう少
し奥さんに伝えておいた方が良かったかなと
思います。今回、この二つの理念を身を以て
経験させていただきました。
　ここで１分ほど時間をいただいて、今、日
本と北朝鮮ほどの関係になっている石川博子
さんに、皆さんの前で和解案を提案したいと
思います。ちょっとした物を買ってきました
ので、これを受け取ってもらえるかどうか。
　皆さんが証人になっていただき、一応、受
け取ってもらいましたので、これから仲良く
できると信じています。
　次年度は、寺尾会長、松本幹事ですが50周
年がきます。水曜会の皆さんにもご協力いた
だいて、50周年記念事業が完璧に行えますよ
うに応援をして、私の話を終わります。
　皆さま方、１年間支えていただき誠にあり
がとうございました。言葉は足りませんが、
最後の会長挨拶とさせていただきます。あり
がとうございました。
◇土居幹事挨拶

　いよいよ最後になって
しまいました。普段の例
会では、時間を気にして
進行もしていますが、今
日は幸いにもＳＡＡ、永
野さんに進行していただ
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６月27日
今期の累計

◇寺尾正生次期会長挨拶
　石川会長、土居幹事大
変ご苦労様でした。石川
さんと土居さんは安堵の
日々が近づいて、私と松
本幹事は恐怖と憂鬱な
日々がやってきます。

　今期、石川会長の家庭でも問題があったよ
うですが、昨日、うちでも「二度と私に話し
かけないで」と言われて、昨日からほとんど
話をしていません。今日出がけにタクシー券
を渡して僕は先に出たのですが、来てくれて
どうもありがとうございました。
　私も会社に入って40数年、今の車も14年
乗っています。意外と物持ちもいい方で、
１ヵ月ほど前に罹った帯状疱疹の痛みもまだ
続いています。
　今日のロータリーソングの「知床旅情」の
３番の歌詞が「私を泣かすな、白いカモメ
よ」となっていますが、私の知る限りでは森
繁久弥が加藤登紀子に「君の歌は素晴らしい
が、白いカモメよとは歌わないでくれ。私は
白いカモメをと作詞した」と言ったそうで
す。このように、私はもちろんのこと松本幹
事も「てにおは」を間違えたり、皆さんには
ご迷惑をおかけするかも分かりませんが、精
一杯頑張って楽しくやっていきたいと思いま
すので、よろしくお願いいたします。

◇松本隆之次期幹事挨拶
　まずは、石川会長、土
居幹事、１年間お疲れ様
でした。目の前で見てい
て、本当に素晴らしいク
ラブ運営をしていただい
たと思っています。それ

を見ながら、まだまだ先だと高をくくってい
ましたが、ついにこのときが来てしまいまし
た。
　あわてて次年度の準備をしていますが、先
輩からは、クラブの会長は天皇で幹事は総理
大臣である。幹事である総理大臣がクラブ運
営を差配しなければいけないという話を伺っ
て、全く準備ができてないまま、今あたふた
としています。何をしても、どこからか先輩
のお叱りを受けるという状態で、既に心が折
れかけていて、安倍総理の気持ちがちょっと
分かる気がします。しかし、理事の皆さん、
各委員長の皆さん、委員の皆さん、最強の布
陣をしたと思っています。50周年の節目とい
うこともあります。そして何より、寺尾会長
の明るい人柄で、楽しい東ＲＣを演出できた
らと思います。
　寺尾会長を、歴代の会長と同じように、名
会長にしていくために全力を尽くしたいと
思っていますので、至らぬことが多々あると
思いますが、１年間よろしくお願いいたしま
す。

いています。
　昨年最後の水曜日は６月28日で、幹事就任
のご挨拶をさせていただきました。それから
１年。この１年間、短いとも早いとも感じま
せんでしたが、幹事の仕事は当然、簡単なも
のではありませんでした。特段、わくわく楽
しくするというものでもありませんでした。
　しかし、ひと言言えるのは、この１年間面
白かった。幹事をさせていただいて面白かっ
たというのが、正直な気持ちです。そして、
今の感情を正直に申し上げると、ちょっと寂
しいかなというところです。とは言うものの、
あと１年やれと言われたら、もちろん辞退さ
せていただきます。本当にこの１年間、いろ
いろ勉強をさせていただきました。また、ガ
バナー年度の幹事という貴重な体験もさせて
いただきました。ありがとうございました。
　各委員長さんはじめ委員の皆さま、本当に
お疲れ様でした。と同時にありがとうござい
ました。会長・幹事として、委員会活動には
積極的に関与はしてこなかったのかなと思い
ます。逆に、関与させてもらえなかった。各
委員会が素晴らしい運営をしていただいて、
会長・幹事が何も言うことがなかったという
感じです。各委員会とも素晴らしく、感謝申
し上げますが、敢えていうと、今日もこの会
を設けていただいた親睦委員会、１年間大変
だったと思います。本当にお疲れ様でした。
　事務局の河野さん、幹事を経験された方は
ご理解いただけると思いますが、事務局がな
ければ、クラブは大変なことになると思いま
す。幹事がもっと積極的に、自主的に動かな
いといけないというご意見もあるかと思いま
すが、河野さんには１年間お世話になりまし
た。ありがとうございました。私と石川さん
は、これで下りますが河野さんは、引き続き
事務局を担当していただけるということで、
これからもよろしくお願いします。
　最後に石川会長、本当にありがとうござい
ました。１年半前、ラ・ヴィータで幹事の指
名を受けさせていただく挨拶で、「喜んで幹
事を受けるわけじゃないけど、もし石川さん
が私以外を指名していたら、私はいじけてい
たかな」と言った記憶があります。
　会長、幹事の関係を上司・部下と表現する
のは少しおかしい話かと思いますが、部下と

して、本当に仕事のやりやすい上司でした。
日常のことには一切口を出さず、全てを任せ
ていただきました。ただ、何か判断を求めた
ときは即座に適格な判断を示していただき、
会長として自ら動かなければいけないとき
は、もちろん私が言うまでもなく、自分から
動き、最後には責任を取るという覚悟で会長
を務められたと思います。そして何より明る
い石川さんのもとで、幹事をさせていただい
たことに本当に感謝申し上げます。
　この１年間、東クラブの皆さま、水曜会の
皆さま、ご家族の皆さま、いろいろお世話に
なり、また勉強させていただき本当にありが
とうございました。
　松本さん、いよいよ始まります。まっちゃ
んなら１年間何の問題もなくやっていけると
思います。50周年もあります。寺尾会長をサ
ポートしながら東クラブを盛り上げていただ
けたらと思います。よろしくお願いします。
　ありがとうございました。
◇ピアノ伴奏でお世話になった、小笠原貴美

子先生にお礼をお渡ししました。
◇事務局の河野安美さんに、お礼の花をお渡

ししました。
◇水曜会の引き継ぎを行いました。
◇沖直前会長、西森直前幹事より石川会長、

土居幹事に記念バッチ贈呈
◇石川会長、土居幹事より寺尾次期会長、松

本次期幹事に引き継ぎバッチをお渡ししま
した。

◇次期寺尾会長と次期松本幹事より、石川会
長と土居幹事に花束の贈呈

■高知東ＲＣ当面の日程
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

◇出席率報告

　
　年間通じて100％を達成できました。あり
がとうございました。
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本日　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

次週　７月11日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　ガ　バ　ナ　ー　公　式　訪　問

第2383回　例会報告／平成30年６月27日　天候　晴　最終夜間例会

◇ロータリーソング
  「知床旅情」
◇お客様（敬称略）
・名誉会員　　　山崎　敏朗　
・ご家族
　石川　博子　　浦田比奈子　　沖　伸歩子
　岡本　千春　　猿田　静子　　寺尾　幸子
　寺村みゆき　　土居　紀代　　前田　　紀
　松野　壽子　　水上　由美　　永　佳子
・ピアノ伴奏　　小笠原貴美子
◇新入会員紹介
　　　　　　・氏　　名　武吉　佳月
　　　　　　・生年月日　昭和48年６月５日
　　　　　　・職　　業　㈱アリス・アド
　　　　　　　　　　　　代表取締役社長

・専任アドバイザー　　中平真理子会員
・武吉佳月氏挨拶
　今回、竹村さんのご紹介で入会することに
なりました。初めてのことで何をすればいい
か分かりませんし、とまどってばかりです。
皆さん、仲良くしていただければと思います。
よろしくお願いします。
　　　　　　・氏　　名　岡﨑　勇樹
　　　　　　・生年月日　昭和48年10月４日
　　　　　　・職　　業　日進設備工業㈱
　　　　　　　　　　　　取締役
　　　　　　・配　偶　者　千夏子
・趣　　味　ゴルフ
・専任アドバイザー　　沖　卓史会員

・岡﨑勇樹氏挨拶
　仕事は水道工事、いわゆる水道屋さんです。
現場にも出ますし、作業もします。その関係
で、会の方にはご迷惑をおかけすることもあ
ろうかと思いますが、いろんなことに挑戦し
ていきたいと思っていますので、これからも
皆さんのご指導、ご鞭撻をよろしくお願いし
ます。
◇森田康子会員退会挨拶

　2006年、井出会長、寺
村幹事の年度に入会させ
ていただき、はや12年。
たくさんの方と出会えた
のは、ロータリーの魅力
だと思います。その中で、

思い出すのは、創立40周年の記念講演で、今
井鎮雄先生とお会いできたことです。今井先
生はRYLAセミナーを始めた方で、私もそれ
まで小豆島で８年ほどご講演をお聞きして、
身を以てロータリーの奉仕の精神を示してい
ただきました。
　また、本日は水曜会の皆さまにもお会いで
きました。今まで親しくお声をかけていただ
きありがとうございました。
　これからは、２人目の孫の誕生を心待ちに
しながら、長年のライフワークを極めたいと
思います。
　最後になりますが、東ＲＣの50周年、そし
て未来100周年に向かってますます繁栄して
いくことを祈念しております。本当にお世話
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になりました。ありがとうございました。　
◇石川会長挨拶

　皆さん、こんばんは。
森田さん、お疲れ様でご
ざいました。森田さんに
はRYLAの活動を長くし
ていただきありがとうご
ざいました。

　今日は、いよいよ最後の挨拶です。本日
は、会員47名、名誉会員の山崎さん、水曜会
から13名、ピアノの小笠原さん、新入会員の
武吉さんと岡﨑さん、たくさんの方に集まっ
ていただきました。
　今期のイアンH.S.ライズリーＲＩ会長の
テーマは「ロータリー：変化をもたらす」で
した。変化をもたらすという中で、例えば、
例会に関して祭日のある週は休んでも構わな
い。最低月２回開催すればいいといったこと
がありました。当クラブでは、１年間を通じ
てアンケートを取りましたが、やはり今のま
までいい。１週も２週も飛んで顔を会わさな
いのはよくないということで、東クラブは従
前どおりの活動をしています。
　柳澤ガバナーの地区のテーマは「クラブの
特性を生かそう」でした。東クラブの特性の
１番は、やはり100％例会出席率であると思
います。この特性を生かしていくためにも、
会長の運営方針を「柔軟性の中にも高知東ク
ラブらしさを持とう」としました。その結
果、100％は維持できたことを心からありが
たく思っています。
　昨年７月、不安いっぱいでスタートしまし
た。期首の会員数58名、本日59名となりまし
た。今年度は何といっても地区大会がありま
した。柳澤ガバナー、久松地区幹事、猿田実
行委員長をはじめ、皆さん本当にお疲れ様で
した。
　私の方はクラブ運営に際して、土居幹事に
どれだけお世話になったことかと思います。
ラインを利用して、分からない漢字を聞く、
中国の言葉まで教えていただきました。そし
て、事務局の河野さん、ありがとうございま
した。助けていただきました。役員、理事の
皆さん、各委員長、副委員長、委員の皆さん、
さらに水曜会の皆さんにお世話になりました。
皆さんの支えがあって、今日の日を迎えるこ

とができました。ありがとうございました。
　そして、今年４月30日から、長期交換留学
生のレイチェル・リントンさんを我が家に迎
えました。昨年８月に日本に来て４家族目で
したので、日本語は大体通じました。ところ
が、生活態度がなかなか大変でした。２ヵ月
ではありましたが、日本人とアメリカ人の違
い。私があまやかしていかんと、家内がいろ
いろ私に言う。辛抱しいやと。とうとう見送
る４日前には大げんかをしましたが、今日は
何とか来てくれています。
　６月24日、高知龍馬空港に土佐女子の生徒
さんも多く来てくれて見送りました。アメリ
カに飛び立ったはずですが、着いたという連
絡がありませんので浜崎さんが確認したとこ
ろ、無事に着いていたようです。
　奉仕理念の中の「最もよく奉仕する者が最
も多く報いられる」を信じて受け入れました
が、もう一つ「超我の奉仕」があります。ひ
たすら奉仕せよということで、これをもう少
し奥さんに伝えておいた方が良かったかなと
思います。今回、この二つの理念を身を以て
経験させていただきました。
　ここで１分ほど時間をいただいて、今、日
本と北朝鮮ほどの関係になっている石川博子
さんに、皆さんの前で和解案を提案したいと
思います。ちょっとした物を買ってきました
ので、これを受け取ってもらえるかどうか。
　皆さんが証人になっていただき、一応、受
け取ってもらいましたので、これから仲良く
できると信じています。
　次年度は、寺尾会長、松本幹事ですが50周
年がきます。水曜会の皆さんにもご協力いた
だいて、50周年記念事業が完璧に行えますよ
うに応援をして、私の話を終わります。
　皆さま方、１年間支えていただき誠にあり
がとうございました。言葉は足りませんが、
最後の会長挨拶とさせていただきます。あり
がとうございました。
◇土居幹事挨拶

　いよいよ最後になって
しまいました。普段の例
会では、時間を気にして
進行もしていますが、今
日は幸いにもＳＡＡ、永
野さんに進行していただ
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営を差配しなければいけないという話を伺っ
て、全く準備ができてないまま、今あたふた
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のご挨拶をさせていただきました。それから
１年。この１年間、短いとも早いとも感じま
せんでしたが、幹事の仕事は当然、簡単なも
のではありませんでした。特段、わくわく楽
しくするというものでもありませんでした。
　しかし、ひと言言えるのは、この１年間面
白かった。幹事をさせていただいて面白かっ
たというのが、正直な気持ちです。そして、
今の感情を正直に申し上げると、ちょっと寂
しいかなというところです。とは言うものの、
あと１年やれと言われたら、もちろん辞退さ
せていただきます。本当にこの１年間、いろ
いろ勉強をさせていただきました。また、ガ
バナー年度の幹事という貴重な体験もさせて
いただきました。ありがとうございました。
　各委員長さんはじめ委員の皆さま、本当に
お疲れ様でした。と同時にありがとうござい
ました。会長・幹事として、委員会活動には
積極的に関与はしてこなかったのかなと思い
ます。逆に、関与させてもらえなかった。各
委員会が素晴らしい運営をしていただいて、
会長・幹事が何も言うことがなかったという
感じです。各委員会とも素晴らしく、感謝申
し上げますが、敢えていうと、今日もこの会
を設けていただいた親睦委員会、１年間大変
だったと思います。本当にお疲れ様でした。
　事務局の河野さん、幹事を経験された方は
ご理解いただけると思いますが、事務局がな
ければ、クラブは大変なことになると思いま
す。幹事がもっと積極的に、自主的に動かな
いといけないというご意見もあるかと思いま
すが、河野さんには１年間お世話になりまし
た。ありがとうございました。私と石川さん
は、これで下りますが河野さんは、引き続き
事務局を担当していただけるということで、
これからもよろしくお願いします。
　最後に石川会長、本当にありがとうござい
ました。１年半前、ラ・ヴィータで幹事の指
名を受けさせていただく挨拶で、「喜んで幹
事を受けるわけじゃないけど、もし石川さん
が私以外を指名していたら、私はいじけてい
たかな」と言った記憶があります。
　会長、幹事の関係を上司・部下と表現する
のは少しおかしい話かと思いますが、部下と

して、本当に仕事のやりやすい上司でした。
日常のことには一切口を出さず、全てを任せ
ていただきました。ただ、何か判断を求めた
ときは即座に適格な判断を示していただき、
会長として自ら動かなければいけないとき
は、もちろん私が言うまでもなく、自分から
動き、最後には責任を取るという覚悟で会長
を務められたと思います。そして何より明る
い石川さんのもとで、幹事をさせていただい
たことに本当に感謝申し上げます。
　この１年間、東クラブの皆さま、水曜会の
皆さま、ご家族の皆さま、いろいろお世話に
なり、また勉強させていただき本当にありが
とうございました。
　松本さん、いよいよ始まります。まっちゃ
んなら１年間何の問題もなくやっていけると
思います。50周年もあります。寺尾会長をサ
ポートしながら東クラブを盛り上げていただ
けたらと思います。よろしくお願いします。
　ありがとうございました。
◇ピアノ伴奏でお世話になった、小笠原貴美

子先生にお礼をお渡ししました。
◇事務局の河野安美さんに、お礼の花をお渡

ししました。
◇水曜会の引き継ぎを行いました。
◇沖直前会長、西森直前幹事より石川会長、

土居幹事に記念バッチ贈呈
◇石川会長、土居幹事より寺尾次期会長、松

本次期幹事に引き継ぎバッチをお渡ししま
した。

◇次期寺尾会長と次期松本幹事より、石川会
長と土居幹事に花束の贈呈

■高知東ＲＣ当面の日程
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

◇出席率報告

　
　年間通じて100％を達成できました。あり
がとうございました。

６月27日

６月13日

総数
－5 59
－5 57

出席
46
39

欠席
1
0

メイク
アップ HC出席率

77.97％

68.42％

出席率
98.15％

100％

7
13
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本日　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

次週　７月11日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　ガ　バ　ナ　ー　公　式　訪　問

第2383回　例会報告／平成30年６月27日　天候　晴　最終夜間例会

◇ロータリーソング
  「知床旅情」
◇お客様（敬称略）
・名誉会員　　　山崎　敏朗　
・ご家族
　石川　博子　　浦田比奈子　　沖　伸歩子
　岡本　千春　　猿田　静子　　寺尾　幸子
　寺村みゆき　　土居　紀代　　前田　　紀
　松野　壽子　　水上　由美　　永　佳子
・ピアノ伴奏　　小笠原貴美子
◇新入会員紹介
　　　　　　・氏　　名　武吉　佳月
　　　　　　・生年月日　昭和48年６月５日
　　　　　　・職　　業　㈱アリス・アド
　　　　　　　　　　　　代表取締役社長

・専任アドバイザー　　中平真理子会員
・武吉佳月氏挨拶
　今回、竹村さんのご紹介で入会することに
なりました。初めてのことで何をすればいい
か分かりませんし、とまどってばかりです。
皆さん、仲良くしていただければと思います。
よろしくお願いします。
　　　　　　・氏　　名　岡﨑　勇樹
　　　　　　・生年月日　昭和48年10月４日
　　　　　　・職　　業　日進設備工業㈱
　　　　　　　　　　　　取締役
　　　　　　・配　偶　者　千夏子
・趣　　味　ゴルフ
・専任アドバイザー　　沖　卓史会員

・岡﨑勇樹氏挨拶
　仕事は水道工事、いわゆる水道屋さんです。
現場にも出ますし、作業もします。その関係
で、会の方にはご迷惑をおかけすることもあ
ろうかと思いますが、いろんなことに挑戦し
ていきたいと思っていますので、これからも
皆さんのご指導、ご鞭撻をよろしくお願いし
ます。
◇森田康子会員退会挨拶

　2006年、井出会長、寺
村幹事の年度に入会させ
ていただき、はや12年。
たくさんの方と出会えた
のは、ロータリーの魅力
だと思います。その中で、

思い出すのは、創立40周年の記念講演で、今
井鎮雄先生とお会いできたことです。今井先
生はRYLAセミナーを始めた方で、私もそれ
まで小豆島で８年ほどご講演をお聞きして、
身を以てロータリーの奉仕の精神を示してい
ただきました。
　また、本日は水曜会の皆さまにもお会いで
きました。今まで親しくお声をかけていただ
きありがとうございました。
　これからは、２人目の孫の誕生を心待ちに
しながら、長年のライフワークを極めたいと
思います。
　最後になりますが、東ＲＣの50周年、そし
て未来100周年に向かってますます繁栄して
いくことを祈念しております。本当にお世話

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

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

になりました。ありがとうございました。　
◇石川会長挨拶

　皆さん、こんばんは。
森田さん、お疲れ様でご
ざいました。森田さんに
はRYLAの活動を長くし
ていただきありがとうご
ざいました。

　今日は、いよいよ最後の挨拶です。本日
は、会員47名、名誉会員の山崎さん、水曜会
から13名、ピアノの小笠原さん、新入会員の
武吉さんと岡﨑さん、たくさんの方に集まっ
ていただきました。
　今期のイアンH.S.ライズリーＲＩ会長の
テーマは「ロータリー：変化をもたらす」で
した。変化をもたらすという中で、例えば、
例会に関して祭日のある週は休んでも構わな
い。最低月２回開催すればいいといったこと
がありました。当クラブでは、１年間を通じ
てアンケートを取りましたが、やはり今のま
までいい。１週も２週も飛んで顔を会わさな
いのはよくないということで、東クラブは従
前どおりの活動をしています。
　柳澤ガバナーの地区のテーマは「クラブの
特性を生かそう」でした。東クラブの特性の
１番は、やはり100％例会出席率であると思
います。この特性を生かしていくためにも、
会長の運営方針を「柔軟性の中にも高知東ク
ラブらしさを持とう」としました。その結
果、100％は維持できたことを心からありが
たく思っています。
　昨年７月、不安いっぱいでスタートしまし
た。期首の会員数58名、本日59名となりまし
た。今年度は何といっても地区大会がありま
した。柳澤ガバナー、久松地区幹事、猿田実
行委員長をはじめ、皆さん本当にお疲れ様で
した。
　私の方はクラブ運営に際して、土居幹事に
どれだけお世話になったことかと思います。
ラインを利用して、分からない漢字を聞く、
中国の言葉まで教えていただきました。そし
て、事務局の河野さん、ありがとうございま
した。助けていただきました。役員、理事の
皆さん、各委員長、副委員長、委員の皆さん、
さらに水曜会の皆さんにお世話になりました。
皆さんの支えがあって、今日の日を迎えるこ

とができました。ありがとうございました。
　そして、今年４月30日から、長期交換留学
生のレイチェル・リントンさんを我が家に迎
えました。昨年８月に日本に来て４家族目で
したので、日本語は大体通じました。ところ
が、生活態度がなかなか大変でした。２ヵ月
ではありましたが、日本人とアメリカ人の違
い。私があまやかしていかんと、家内がいろ
いろ私に言う。辛抱しいやと。とうとう見送
る４日前には大げんかをしましたが、今日は
何とか来てくれています。
　６月24日、高知龍馬空港に土佐女子の生徒
さんも多く来てくれて見送りました。アメリ
カに飛び立ったはずですが、着いたという連
絡がありませんので浜崎さんが確認したとこ
ろ、無事に着いていたようです。
　奉仕理念の中の「最もよく奉仕する者が最
も多く報いられる」を信じて受け入れました
が、もう一つ「超我の奉仕」があります。ひ
たすら奉仕せよということで、これをもう少
し奥さんに伝えておいた方が良かったかなと
思います。今回、この二つの理念を身を以て
経験させていただきました。
　ここで１分ほど時間をいただいて、今、日
本と北朝鮮ほどの関係になっている石川博子
さんに、皆さんの前で和解案を提案したいと
思います。ちょっとした物を買ってきました
ので、これを受け取ってもらえるかどうか。
　皆さんが証人になっていただき、一応、受
け取ってもらいましたので、これから仲良く
できると信じています。
　次年度は、寺尾会長、松本幹事ですが50周
年がきます。水曜会の皆さんにもご協力いた
だいて、50周年記念事業が完璧に行えますよ
うに応援をして、私の話を終わります。
　皆さま方、１年間支えていただき誠にあり
がとうございました。言葉は足りませんが、
最後の会長挨拶とさせていただきます。あり
がとうございました。
◇土居幹事挨拶

　いよいよ最後になって
しまいました。普段の例
会では、時間を気にして
進行もしていますが、今
日は幸いにもＳＡＡ、永
野さんに進行していただ

● ニコニコ箱 ●
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チビニコ 合　計

６月27日
今期の累計

◇寺尾正生次期会長挨拶
　石川会長、土居幹事大
変ご苦労様でした。石川
さんと土居さんは安堵の
日々が近づいて、私と松
本幹事は恐怖と憂鬱な
日々がやってきます。

　今期、石川会長の家庭でも問題があったよ
うですが、昨日、うちでも「二度と私に話し
かけないで」と言われて、昨日からほとんど
話をしていません。今日出がけにタクシー券
を渡して僕は先に出たのですが、来てくれて
どうもありがとうございました。
　私も会社に入って40数年、今の車も14年
乗っています。意外と物持ちもいい方で、
１ヵ月ほど前に罹った帯状疱疹の痛みもまだ
続いています。
　今日のロータリーソングの「知床旅情」の
３番の歌詞が「私を泣かすな、白いカモメ
よ」となっていますが、私の知る限りでは森
繁久弥が加藤登紀子に「君の歌は素晴らしい
が、白いカモメよとは歌わないでくれ。私は
白いカモメをと作詞した」と言ったそうで
す。このように、私はもちろんのこと松本幹
事も「てにおは」を間違えたり、皆さんには
ご迷惑をおかけするかも分かりませんが、精
一杯頑張って楽しくやっていきたいと思いま
すので、よろしくお願いいたします。

◇松本隆之次期幹事挨拶
　まずは、石川会長、土
居幹事、１年間お疲れ様
でした。目の前で見てい
て、本当に素晴らしいク
ラブ運営をしていただい
たと思っています。それ

を見ながら、まだまだ先だと高をくくってい
ましたが、ついにこのときが来てしまいまし
た。
　あわてて次年度の準備をしていますが、先
輩からは、クラブの会長は天皇で幹事は総理
大臣である。幹事である総理大臣がクラブ運
営を差配しなければいけないという話を伺っ
て、全く準備ができてないまま、今あたふた
としています。何をしても、どこからか先輩
のお叱りを受けるという状態で、既に心が折
れかけていて、安倍総理の気持ちがちょっと
分かる気がします。しかし、理事の皆さん、
各委員長の皆さん、委員の皆さん、最強の布
陣をしたと思っています。50周年の節目とい
うこともあります。そして何より、寺尾会長
の明るい人柄で、楽しい東ＲＣを演出できた
らと思います。
　寺尾会長を、歴代の会長と同じように、名
会長にしていくために全力を尽くしたいと
思っていますので、至らぬことが多々あると
思いますが、１年間よろしくお願いいたしま
す。

いています。
　昨年最後の水曜日は６月28日で、幹事就任
のご挨拶をさせていただきました。それから
１年。この１年間、短いとも早いとも感じま
せんでしたが、幹事の仕事は当然、簡単なも
のではありませんでした。特段、わくわく楽
しくするというものでもありませんでした。
　しかし、ひと言言えるのは、この１年間面
白かった。幹事をさせていただいて面白かっ
たというのが、正直な気持ちです。そして、
今の感情を正直に申し上げると、ちょっと寂
しいかなというところです。とは言うものの、
あと１年やれと言われたら、もちろん辞退さ
せていただきます。本当にこの１年間、いろ
いろ勉強をさせていただきました。また、ガ
バナー年度の幹事という貴重な体験もさせて
いただきました。ありがとうございました。
　各委員長さんはじめ委員の皆さま、本当に
お疲れ様でした。と同時にありがとうござい
ました。会長・幹事として、委員会活動には
積極的に関与はしてこなかったのかなと思い
ます。逆に、関与させてもらえなかった。各
委員会が素晴らしい運営をしていただいて、
会長・幹事が何も言うことがなかったという
感じです。各委員会とも素晴らしく、感謝申
し上げますが、敢えていうと、今日もこの会
を設けていただいた親睦委員会、１年間大変
だったと思います。本当にお疲れ様でした。
　事務局の河野さん、幹事を経験された方は
ご理解いただけると思いますが、事務局がな
ければ、クラブは大変なことになると思いま
す。幹事がもっと積極的に、自主的に動かな
いといけないというご意見もあるかと思いま
すが、河野さんには１年間お世話になりまし
た。ありがとうございました。私と石川さん
は、これで下りますが河野さんは、引き続き
事務局を担当していただけるということで、
これからもよろしくお願いします。
　最後に石川会長、本当にありがとうござい
ました。１年半前、ラ・ヴィータで幹事の指
名を受けさせていただく挨拶で、「喜んで幹
事を受けるわけじゃないけど、もし石川さん
が私以外を指名していたら、私はいじけてい
たかな」と言った記憶があります。
　会長、幹事の関係を上司・部下と表現する
のは少しおかしい話かと思いますが、部下と

して、本当に仕事のやりやすい上司でした。
日常のことには一切口を出さず、全てを任せ
ていただきました。ただ、何か判断を求めた
ときは即座に適格な判断を示していただき、
会長として自ら動かなければいけないとき
は、もちろん私が言うまでもなく、自分から
動き、最後には責任を取るという覚悟で会長
を務められたと思います。そして何より明る
い石川さんのもとで、幹事をさせていただい
たことに本当に感謝申し上げます。
　この１年間、東クラブの皆さま、水曜会の
皆さま、ご家族の皆さま、いろいろお世話に
なり、また勉強させていただき本当にありが
とうございました。
　松本さん、いよいよ始まります。まっちゃ
んなら１年間何の問題もなくやっていけると
思います。50周年もあります。寺尾会長をサ
ポートしながら東クラブを盛り上げていただ
けたらと思います。よろしくお願いします。
　ありがとうございました。
◇ピアノ伴奏でお世話になった、小笠原貴美

子先生にお礼をお渡ししました。
◇事務局の河野安美さんに、お礼の花をお渡

ししました。
◇水曜会の引き継ぎを行いました。
◇沖直前会長、西森直前幹事より石川会長、

土居幹事に記念バッチ贈呈
◇石川会長、土居幹事より寺尾次期会長、松

本次期幹事に引き継ぎバッチをお渡ししま
した。

◇次期寺尾会長と次期松本幹事より、石川会
長と土居幹事に花束の贈呈

■高知東ＲＣ当面の日程
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

◇出席率報告

　
　年間通じて100％を達成できました。あり
がとうございました。

６月27日

６月13日

総数
－5 59
－5 57

出席
46
39

欠席
1
0

メイク
アップ HC出席率

77.97％

68.42％

出席率
98.15％

100％

7
13

永野正将会員「太郎ちゃん」永野正将会員「太郎ちゃん」


