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本日　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

次週　７月18日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　各　　委　　員　　会　　発　　表

第2383回　例会報告／平成30年７月４日　天候　雨

◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんにちは。
後ほどの運営方針でお話
させていただきますが、
とりあえず、松本幹事と
私、寺尾で１年間頑張っ
ていきたいと思いますの

で、ご協力、またお叱りの言葉等あると思い
ますが、何とぞよろしくお願いいたします。
◇来訪ロータリアン
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
◇７月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　溝渕　源樹
　西森　良文
 ● 配偶者誕生日
　松﨑　範子　　永野　美佐
　松本　功子　　岡﨑千夏子
 ● 家庭記念日
　天野　禎久
 ● 入会記念日
　松岡　英雄　　猿田　隆夫　　久松　啓一
　松本　隆之　　鬼頭　愼一　　寺尾　正生
　近森　淳二　　西森　良文　　浦田　健治
　西森やよい　　川端信一郎

◇社会奉仕委員会より
　７月８日㈰に行われる第30回浦戸湾七河川
一斉清掃に参加される方は、６時50分集合、
７時から開始。小雨決行。当時決行か否かは
テレビ高知で６時15分に放送されます。中止
の場合は７月22日に延期。当日、おむすびと
飲み物を準備しますので、追加で参加の場合
は、委員会か事務局に連絡をお願いします。
◇柳澤光秋パストガバナーより

　久松代表幹事、前田副
代表幹事はじめ幹事の皆
さま、永野会計長、松野
事務局長、皆さまのおか
げで無事に務めることが
できました。誠にありが

とうございます。
　まだ、パストガバナーの仕事は残っていま
す。また、７月１日の会で「ロータリーの
友」の理事に就任しましたので、そちらの任
務も果たさないといけません。皆さまにご迷
惑をかけないようにいたしますが、この１年、
通常ではできない経験といろんな方と知り合
うこともできました。膨大なこの財産は、こ
れから先、お礼の代わりに高知東ＲＣにお務
めして責務を果たしていきたいと思います。
１年間、誠にありがとうございました。
◇幹　事　報　告
・次週は桑原ガバナー公式訪問です。ネクタ

イ着用をお願いします。また当日、20名を
超える短期交換留学生が来られます。来週
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は、ちょっと大変な週になりますので、ご
協力をお願いします。

・７月８日、浦戸湾七河川一斉清掃に関して、
近隣住民からクレームが来ていますので、
６時50分集合、７時清掃開始を厳守願いま
す。

・本日例会終了後、臨時総会を。また臨時総
会終了後に理事会を行います。

・2017－18年度のガバナー事務所は６月30日
に閉鎖しましたが、９月20日まで残務整理
を行います。

●会長／寺尾正生　●幹事／松本隆之　●雑誌会報委員／中西克行・西山忠利・関　淑公
●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
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　2018－19年度のテーマは「ロータリーを学
び、ロータリアンを実行しよう」とさせてい
ただきました。これは、ロータリーの中の
「入りて奉仕を研鑽し、出でて奉仕を実践す
る」という言葉から引用させていただきまし
た。入りてということですので、１番は例会
の場でロータリー精神、奉仕の心を学んで、
各ロータリアンが地域地域に根ざして奉仕活
動をするということが理想だと思いますの
で、そういう願いを込めてこのテーマにしま
した。
　創設以来、ロータリーはポール・ハリスの
理想とした団体として、多くの先人達が活動
の成果を残し、世界中の人々に受け入れられ
てきました。私たち東ＲＣも今年は創立50年
という節目の年を迎えます。
　2018－19年度のバリー・ラシン会長は「イ
ンスピレーションになろう」というテーマを
掲げられました。その中で、多くのロータリ
アンが、まだ会員としての恩恵を享受してい
ないのではないかという疑問を投げかけてい
ます。このロータリーの会員としての恩恵と
いうことですが、私なりに考えてみますと、
ロータリーの重要な概念の中に、「さもよく
奉仕する者が、さも多く報われる」というこ
とがありますので、報われるという恩恵を享
受していないのではないかということを投げ
かけています。
　それが、もしロータリーを学び、理解をす
るための努力不足、また機会不足から来てい
るとしたら、これはとても不幸なことです。
インスピレーションになるためには、場所が
必要です。そのための重要な場所が、毎週の
例会にあると思います。その中で多くの会員
と触れあい、いろいろな意見を聞き、自ら意
見を述べ、和やかな親睦のうちに大きな気づ
きであるインスピレーションを得て、初めて

そこから学びへと向かっていけるのではない
でしょうか。
　また今年の国際ロータリー第2670地区ガバ
ナー方針として、桑原征一ガバナーが「とも
に考え、ともに行動しよう」というテーマを
掲げられました。この「ともに考え、ともに
行動しよう」というのは、ロータリーは地域
地域に根ざしておりますので、ロータリー間
の連携というものがあまり取れてないという
こともあると思いますし、共通理念をともに
考えて、大きなロータリー間の連携を図って
いこうということを、この中で書かれていま
した。
　ロータリーの親睦は、多くの人を知り、和
することであると思います。ロータリーの奉
仕とは、ロータリアン一人一人が個人として
奉仕の理想を実現することだと思います。し
かし、組織としてこの二つの親睦と奉仕を、
この東ロータリーが実践するには、やはり会
員一人一人の個性、また多様性がありますの
で、それを尊重しながらクラブとしての組織
の独立性を維持・堅持して、クラブの中で個
性と個性の調和を図りながら、また融和も
図っていくという方向でなければならないと
思います。
　本年度のクラブ運営方針として、「ロータ
リーを学び、ロータリアンを実行しよう」と
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させていただきました。先ほど申しましたよ
うに、「入りて奉仕を研鑽し、出でて奉仕を
実践する」ということから取らせていただき
ました。クラブ創立半世紀を迎え、さらなる
１世紀に向けて、クラブの伝統と文化を守り
ながら、変革への新しい挑戦の１年としてい
きたいと思います。インスピレーションと
なって学び、ロータリーを実行するために
は、今年の重点目標として、次の３点を掲げ
させていただきました。
　一つ目として、例会への100％出席。これ
は、クラブの伝統として変わるべき新しい価
値ある伝統が見つかるまでは、理屈抜きに継
続していきたいと思います。ロータリーの歴
史の中でもいろんな変遷を経て、奉仕の概念
から職業奉仕の概念、そして、それが人道支
援への奉仕の概念へと移り変わっておりま
す。伝統の中で100％出席というものは、今
１番大切な伝統だと思いますので、価値ある
伝統が見つかるまで、敢えて書かせてもらい
ましたが、理屈抜きに堅持していきたいとい
うふうに考えます。
　２番目に、例会の充実です。出席したくな
る例会、会員増強につながる例会、各委員会
とＳＡＡと協力して魅力ある例会づくりを目
指します。
　そして３番目、50周年記念事業の成功。沖
実行委員長、寺村副実行委員長はじめ、全会
員と水曜会の協力を得ながら、一致団結して
取り組んでまいりたいと思います。
　私なりにロータリーの精神と言いますか、
確立されていった過程を読んでみると、今年
で113、114年目になると思いますが、1905年
にシカゴＲＣが創立されて、これは親睦と事
業上の相互利益を目的とした、特定の人によ
る本当に社交クラブ的なもので発足されたと
聞いてます。そして1906年に社会奉仕の概念
というものが、ドナルド・カーター氏によっ
て提唱され、1908年、アーサー・シェルドン
によって職業奉仕の概念というものが提唱さ
れた。クラブが発足してたった３、４年の間
に今の全世界に広がっているロータリーの概
念と言いますか、ほんとの基本理念が、最初
はどこにでもある社交クラブが、百何十年続
いて、このような大きな団体になったのは、
やはりこの３、４年の間に奉仕というもの

が、ロータリーのファクターとして加わった
ということが、非常に大きいということを勉
強させられました。
　そして、例会の充実の中に職業倫理が生き
てくると思います。それぞれの業種のパイオ
ニアと言いますか、トップの方が集まってま
す。その中で、例会の中で、職業の専門性、
それぞれの職業における倫理観、そういうも
のをこの例会の食事の中で、親睦の中で、お
互いが交流し合って、切磋琢磨して、職業間
による職業奉仕というものが生まれて、それ
を地域に根ざして実行していくということ
で、進んでいければ、この例会もますます充
実してくるのではないかと思います。1番の
目標として、例会の充実を図っていきたいと
思います。
　そして、50周年の記念事業ですが、沖実行
委員長、寺村副実行委員長、そして各委員の
皆さま、水曜会の皆さまで本当に熱心に、今
進められております。これはやはり一つの融
和という形で、個性と個性がぶつかり合うの
ではなく、その過程においてはいろんな意見
があって、衝突する意見もあると思います
し、違う意見もあると思いますけれども、そ
れはバランスを取りながら、調和を図りなが
ら、成功という２文字に、物質が一つになる
ように、心が一つになって、この50周年の記
念事業が大成功を収めることも、重点目標と
して頑張っていきたいというふうに思います。
　ここまで真面目に話してまいりましたが、
時間となりました。帯状疱疹をやっておりま
して、この帯状疱疹の痛みと、いかに自分が
この1年半の猶予をいただきながら、ロータ
リーを勉強していなかったかということが切
実に分かる、この数日間でしたので、支離滅
裂なことを申し上げましたが、間違いもあっ

たかと思いますけど、よろしくお願いしたい
と思います。
　最後に、僕が学生時代にある宗教家の先生
でしたけど、「信仰と信心とは、何が違いま
すか」と聞いたときに、その先生はちょっと
考えて「信仰は学問である。信心は信心だ
よ、それでいいんじゃないですか」とひと言
で片付けられました。ロータリーも同じだと
思います。ロータリーと宗教は違うと思いま
すけど、ロータリーを学問として、学問的に
探究しているロータリアンの方と、私みたい
にただ信心という領域でロータリー活動をし
ている者との違いを痛切に感じさせられる数

週間でした。
　この１年間、皆さまとともに、私もロータ
リーを学び、そして、ロータリーを例会から
出て、地域社会に奉仕として実践していくこ
とに努めてまいりたいと思います。今年１
年、松本幹事と寺尾でございます。ご迷惑を
おかけすることが多々あると思いますが、何
とぞお許しいただきまして、会長、幹事職を
務めさせていただきます。よろしくお願いし
ます。
　これをもちまして、運営方針の発表といた
します。
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■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
高知南ＲＣ　　８月９日㈭　休会（盆休み）
高知中央ＲＣ　８月９日㈭　休会（盆休み）
高知西ＲＣ　　８月10日㈮　休会（盆休み）
高知北ＲＣ　　８月13日㈪　休会（盆休み）
高知ＲＣ　　　８月14日㈫　休会（盆休み）
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　８月14日㈫　休会（盆休み）
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　８月21日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　８月23日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　８月23日㈭　夜間例会
高知北ＲＣ　　８月27日㈪　創立記念夜間例会
高知南ＲＣ　　８月30日㈭　夜間例会

◇寺尾正生会長クラブ運営方針
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◇臨時総会

 前年度早瀬会計に代わり、土居前幹事より
前年度の会計報告

議長　ありがとうございました。
　決算報告につきまして、ご質問等ございま
すでしょうか。
　なければ、監査報告の方を北村さんからお
願いします。

監査報告　去る６月20日、当ホテルにおいて
会計監査を行いました。通帳、領収書、会計
帳票等々の突合チェックを行いました。
　その結果、本会計処理は適切かつ正確であ
ることを確認いたしましたので、ご報告いた
します。
　監査、北村　裕

議長　ありがとうございました。
　それでは、決算並びに監査報告について、
ご承認いただけます方は、拍手をお願いしま
す。

（承認の拍手）

議長　ありがとうございます。
　続きまして、予算（案）の報告を松本幹事
の方からお願いします。

松本幹事より2018－19年度、予算（案）を説
明

議長　ありがとうございました。
　本予算（案）につきまして、何かご質問等
のある方はございませんでしょうか。
　ご賛同いただけましたら、拍手をお願いし
ます。

（承認の拍手）

議長　ありがとうございました。
　これで、議事は無事終了しました。
　申し遅れましたが、今回の臨時総会は、出
席 会 員 数 4 6 名 、 会 員 総 数 5 8 名 、 出 席 率
79.31％ということで、総会は会則に従い成
立しています。
　これで臨時総会を終了いたします。ありが
とうございました。

◇出席率報告

 ● 寺尾正生　今年１年、会長を務めさせてい
ただきます。よろしくお願い申し上げます。
入会祝いのお礼とともにニコニコします。
 ● 松本隆之　昨夜は緊張のあまり眠れません
でした。１年間、どうかよろしくお願いいた
します。入会祝い、妻の誕生祝いのお礼を兼
ねて。
 ● 前川美智子　寺尾会長、松本幹事、１年間
よろしくお願いします。
 ● 柳澤光秋　皆さまのおかげでガバナーの職
務、無事終了しました。ありがとうございま
す。最終夜間例会、トロントのため欠席。７
月１日にガバナー会、７月連休、網走でパス
トガバナー会です。
 ● 石川　健　会長職、１年間ありがとうござ
いました。今日はスカッとした気分で例会出
席しました。寺尾会長、松本幹事、ファイ
ト！
 ● 土居祐三　１年間ありがとうございました。
タイのサッカー少年が無事で良かったです。
 ● 北村　裕　入会３年でやっとタスキが取れ
ました。昼食もこれから待たずに食べられて

うれしいです。
 ● 福岡満喜子　前会長、石川さん、幹事、土
居さん、１年間ありがとうございました。寺
尾新会長、松本幹事、どうぞよろしくお願い
いたします。
 ● 武吉佳月　６月に入会させていただきまし
た。皆さま、よろしくお願いいたします。
 ● 岡﨑勇樹　これから頑張りますのでよろし
くお願いします。配偶者誕生日のお礼。
 ● 鬼田知明　岡﨑さん、武吉さん、入会おめ
でとうございます。今年１年、親睦委員会よ
ろしくお願いします。
 ● 松野宏司　６月18日の朝７時58分に発生し
たマグニチュード5.9の地震を新大阪駅のプ
ラットホームで体験しました。自然の脅威に
は為す術もなく、ただ早く収まってくれと祈
るだけでした。７時間閉じ込められて、動き
始めた新幹線に飛び乗って帰ってきました。
 ● 中平真理子　７月13日短期のウェルカムパ
ーティが得月楼でありますので、皆さま、た
くさん出席してホストファミリーを慰労して
いただけたらと思います。よろしくお願いい
たします。
 ● 山村一正　ホームページ、現在工事中です。
しばらくお待ちください。
 ● 猿田隆夫　入会記念、何年になったでしょ
うか。入会の頃を懐かしく思い出していま
す。
 ● 松岡英雄　入会記念日お礼。

 ● 浦田健治　啓ちゃん（久松さん）をスポン
サーに2005年入会し、はや13年目になりま
す。今後ともよろしくお願いします。
 ● 鬼頭愼一　入会祝いありがとう。
 ● 近森淳二　入会祝いありがとうございます。
 ● 西森やよい　平成19年７月入会からはやい
もので11年経ちました。また１年ずつ学びを
重ねてまいりたいと存じます。引き続きどう
ぞよろしくお願いいたします。武吉さん、岡
﨑さん、同級生が一気に２人も増えてうれし
いです。
 ● 西森良文　入会お礼と誕生祝いお礼。30代
で入会させていただきましたが、早くも51に
なりました。

 ● 松﨑郷輔　家内の誕生祝いありがとうござ
います。
 ● 永野正将　家内の誕生祝いありがとうござ
います。
 ● 天野禎久　家庭記念日祝いありがとうござ
います。
 ● 前田　博　会員選考委員会です。１年間、
会員の皆様のご協力よろしくお願いいたしま
す。
 ● ＳＡＡ（松野、岡、西村、八田）2018－19
年度のＳＡＡをこの４人で頑張りますのでよ
ろしくお願いいたします。
 ● サロンイースト協力金として　いつもあり
がとうございます。
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本日　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

次週　７月18日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　各　　委　　員　　会　　発　　表

第2383回　例会報告／平成30年７月４日　天候　雨

◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんにちは。
後ほどの運営方針でお話
させていただきますが、
とりあえず、松本幹事と
私、寺尾で１年間頑張っ
ていきたいと思いますの

で、ご協力、またお叱りの言葉等あると思い
ますが、何とぞよろしくお願いいたします。
◇来訪ロータリアン
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
◇７月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　溝渕　源樹
　西森　良文
 ● 配偶者誕生日
　松﨑　範子　　永野　美佐
　松本　功子　　岡﨑千夏子
 ● 家庭記念日
　天野　禎久
 ● 入会記念日
　松岡　英雄　　猿田　隆夫　　久松　啓一
　松本　隆之　　鬼頭　愼一　　寺尾　正生
　近森　淳二　　西森　良文　　浦田　健治
　西森やよい　　川端信一郎

◇社会奉仕委員会より
　７月８日㈰に行われる第30回浦戸湾七河川
一斉清掃に参加される方は、６時50分集合、
７時から開始。小雨決行。当時決行か否かは
テレビ高知で６時15分に放送されます。中止
の場合は７月22日に延期。当日、おむすびと
飲み物を準備しますので、追加で参加の場合
は、委員会か事務局に連絡をお願いします。
◇柳澤光秋パストガバナーより

　久松代表幹事、前田副
代表幹事はじめ幹事の皆
さま、永野会計長、松野
事務局長、皆さまのおか
げで無事に務めることが
できました。誠にありが

とうございます。
　まだ、パストガバナーの仕事は残っていま
す。また、７月１日の会で「ロータリーの
友」の理事に就任しましたので、そちらの任
務も果たさないといけません。皆さまにご迷
惑をかけないようにいたしますが、この１年、
通常ではできない経験といろんな方と知り合
うこともできました。膨大なこの財産は、こ
れから先、お礼の代わりに高知東ＲＣにお務
めして責務を果たしていきたいと思います。
１年間、誠にありがとうございました。
◇幹　事　報　告
・次週は桑原ガバナー公式訪問です。ネクタ

イ着用をお願いします。また当日、20名を
超える短期交換留学生が来られます。来週

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

は、ちょっと大変な週になりますので、ご
協力をお願いします。

・７月８日、浦戸湾七河川一斉清掃に関して、
近隣住民からクレームが来ていますので、
６時50分集合、７時清掃開始を厳守願いま
す。

・本日例会終了後、臨時総会を。また臨時総
会終了後に理事会を行います。

・2017－18年度のガバナー事務所は６月30日
に閉鎖しましたが、９月20日まで残務整理
を行います。

●会長／寺尾正生　●幹事／松本隆之　●雑誌会報委員／中西克行・西山忠利・関　淑公
●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

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

　2018－19年度のテーマは「ロータリーを学
び、ロータリアンを実行しよう」とさせてい
ただきました。これは、ロータリーの中の
「入りて奉仕を研鑽し、出でて奉仕を実践す
る」という言葉から引用させていただきまし
た。入りてということですので、１番は例会
の場でロータリー精神、奉仕の心を学んで、
各ロータリアンが地域地域に根ざして奉仕活
動をするということが理想だと思いますの
で、そういう願いを込めてこのテーマにしま
した。
　創設以来、ロータリーはポール・ハリスの
理想とした団体として、多くの先人達が活動
の成果を残し、世界中の人々に受け入れられ
てきました。私たち東ＲＣも今年は創立50年
という節目の年を迎えます。
　2018－19年度のバリー・ラシン会長は「イ
ンスピレーションになろう」というテーマを
掲げられました。その中で、多くのロータリ
アンが、まだ会員としての恩恵を享受してい
ないのではないかという疑問を投げかけてい
ます。このロータリーの会員としての恩恵と
いうことですが、私なりに考えてみますと、
ロータリーの重要な概念の中に、「さもよく
奉仕する者が、さも多く報われる」というこ
とがありますので、報われるという恩恵を享
受していないのではないかということを投げ
かけています。
　それが、もしロータリーを学び、理解をす
るための努力不足、また機会不足から来てい
るとしたら、これはとても不幸なことです。
インスピレーションになるためには、場所が
必要です。そのための重要な場所が、毎週の
例会にあると思います。その中で多くの会員
と触れあい、いろいろな意見を聞き、自ら意
見を述べ、和やかな親睦のうちに大きな気づ
きであるインスピレーションを得て、初めて

そこから学びへと向かっていけるのではない
でしょうか。
　また今年の国際ロータリー第2670地区ガバ
ナー方針として、桑原征一ガバナーが「とも
に考え、ともに行動しよう」というテーマを
掲げられました。この「ともに考え、ともに
行動しよう」というのは、ロータリーは地域
地域に根ざしておりますので、ロータリー間
の連携というものがあまり取れてないという
こともあると思いますし、共通理念をともに
考えて、大きなロータリー間の連携を図って
いこうということを、この中で書かれていま
した。
　ロータリーの親睦は、多くの人を知り、和
することであると思います。ロータリーの奉
仕とは、ロータリアン一人一人が個人として
奉仕の理想を実現することだと思います。し
かし、組織としてこの二つの親睦と奉仕を、
この東ロータリーが実践するには、やはり会
員一人一人の個性、また多様性がありますの
で、それを尊重しながらクラブとしての組織
の独立性を維持・堅持して、クラブの中で個
性と個性の調和を図りながら、また融和も
図っていくという方向でなければならないと
思います。
　本年度のクラブ運営方針として、「ロータ
リーを学び、ロータリアンを実行しよう」と

● ニコニコ箱 ●
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７月４日
今期の累計

させていただきました。先ほど申しましたよ
うに、「入りて奉仕を研鑽し、出でて奉仕を
実践する」ということから取らせていただき
ました。クラブ創立半世紀を迎え、さらなる
１世紀に向けて、クラブの伝統と文化を守り
ながら、変革への新しい挑戦の１年としてい
きたいと思います。インスピレーションと
なって学び、ロータリーを実行するために
は、今年の重点目標として、次の３点を掲げ
させていただきました。
　一つ目として、例会への100％出席。これ
は、クラブの伝統として変わるべき新しい価
値ある伝統が見つかるまでは、理屈抜きに継
続していきたいと思います。ロータリーの歴
史の中でもいろんな変遷を経て、奉仕の概念
から職業奉仕の概念、そして、それが人道支
援への奉仕の概念へと移り変わっておりま
す。伝統の中で100％出席というものは、今
１番大切な伝統だと思いますので、価値ある
伝統が見つかるまで、敢えて書かせてもらい
ましたが、理屈抜きに堅持していきたいとい
うふうに考えます。
　２番目に、例会の充実です。出席したくな
る例会、会員増強につながる例会、各委員会
とＳＡＡと協力して魅力ある例会づくりを目
指します。
　そして３番目、50周年記念事業の成功。沖
実行委員長、寺村副実行委員長はじめ、全会
員と水曜会の協力を得ながら、一致団結して
取り組んでまいりたいと思います。
　私なりにロータリーの精神と言いますか、
確立されていった過程を読んでみると、今年
で113、114年目になると思いますが、1905年
にシカゴＲＣが創立されて、これは親睦と事
業上の相互利益を目的とした、特定の人によ
る本当に社交クラブ的なもので発足されたと
聞いてます。そして1906年に社会奉仕の概念
というものが、ドナルド・カーター氏によっ
て提唱され、1908年、アーサー・シェルドン
によって職業奉仕の概念というものが提唱さ
れた。クラブが発足してたった３、４年の間
に今の全世界に広がっているロータリーの概
念と言いますか、ほんとの基本理念が、最初
はどこにでもある社交クラブが、百何十年続
いて、このような大きな団体になったのは、
やはりこの３、４年の間に奉仕というもの

が、ロータリーのファクターとして加わった
ということが、非常に大きいということを勉
強させられました。
　そして、例会の充実の中に職業倫理が生き
てくると思います。それぞれの業種のパイオ
ニアと言いますか、トップの方が集まってま
す。その中で、例会の中で、職業の専門性、
それぞれの職業における倫理観、そういうも
のをこの例会の食事の中で、親睦の中で、お
互いが交流し合って、切磋琢磨して、職業間
による職業奉仕というものが生まれて、それ
を地域に根ざして実行していくということ
で、進んでいければ、この例会もますます充
実してくるのではないかと思います。1番の
目標として、例会の充実を図っていきたいと
思います。
　そして、50周年の記念事業ですが、沖実行
委員長、寺村副実行委員長、そして各委員の
皆さま、水曜会の皆さまで本当に熱心に、今
進められております。これはやはり一つの融
和という形で、個性と個性がぶつかり合うの
ではなく、その過程においてはいろんな意見
があって、衝突する意見もあると思います
し、違う意見もあると思いますけれども、そ
れはバランスを取りながら、調和を図りなが
ら、成功という２文字に、物質が一つになる
ように、心が一つになって、この50周年の記
念事業が大成功を収めることも、重点目標と
して頑張っていきたいというふうに思います。
　ここまで真面目に話してまいりましたが、
時間となりました。帯状疱疹をやっておりま
して、この帯状疱疹の痛みと、いかに自分が
この1年半の猶予をいただきながら、ロータ
リーを勉強していなかったかということが切
実に分かる、この数日間でしたので、支離滅
裂なことを申し上げましたが、間違いもあっ

たかと思いますけど、よろしくお願いしたい
と思います。
　最後に、僕が学生時代にある宗教家の先生
でしたけど、「信仰と信心とは、何が違いま
すか」と聞いたときに、その先生はちょっと
考えて「信仰は学問である。信心は信心だ
よ、それでいいんじゃないですか」とひと言
で片付けられました。ロータリーも同じだと
思います。ロータリーと宗教は違うと思いま
すけど、ロータリーを学問として、学問的に
探究しているロータリアンの方と、私みたい
にただ信心という領域でロータリー活動をし
ている者との違いを痛切に感じさせられる数

週間でした。
　この１年間、皆さまとともに、私もロータ
リーを学び、そして、ロータリーを例会から
出て、地域社会に奉仕として実践していくこ
とに努めてまいりたいと思います。今年１
年、松本幹事と寺尾でございます。ご迷惑を
おかけすることが多々あると思いますが、何
とぞお許しいただきまして、会長、幹事職を
務めさせていただきます。よろしくお願いし
ます。
　これをもちまして、運営方針の発表といた
します。

７月４日

６月20日

総数
－５ 57
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出席
46
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5
0

メイク
アップ HC出席率

79.31％

71.93％

出席率
90.57％

100％

2
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■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
高知南ＲＣ　　８月９日㈭　休会（盆休み）
高知中央ＲＣ　８月９日㈭　休会（盆休み）
高知西ＲＣ　　８月10日㈮　休会（盆休み）
高知北ＲＣ　　８月13日㈪　休会（盆休み）
高知ＲＣ　　　８月14日㈫　休会（盆休み）
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　８月14日㈫　休会（盆休み）
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　８月21日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　８月23日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　８月23日㈭　夜間例会
高知北ＲＣ　　８月27日㈪　創立記念夜間例会
高知南ＲＣ　　８月30日㈭　夜間例会

◇寺尾正生会長クラブ運営方針
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◇臨時総会

 前年度早瀬会計に代わり、土居前幹事より
前年度の会計報告

議長　ありがとうございました。
　決算報告につきまして、ご質問等ございま
すでしょうか。
　なければ、監査報告の方を北村さんからお
願いします。

監査報告　去る６月20日、当ホテルにおいて
会計監査を行いました。通帳、領収書、会計
帳票等々の突合チェックを行いました。
　その結果、本会計処理は適切かつ正確であ
ることを確認いたしましたので、ご報告いた
します。
　監査、北村　裕

議長　ありがとうございました。
　それでは、決算並びに監査報告について、
ご承認いただけます方は、拍手をお願いしま
す。

（承認の拍手）

議長　ありがとうございます。
　続きまして、予算（案）の報告を松本幹事
の方からお願いします。

松本幹事より2018－19年度、予算（案）を説
明

議長　ありがとうございました。
　本予算（案）につきまして、何かご質問等
のある方はございませんでしょうか。
　ご賛同いただけましたら、拍手をお願いし
ます。

（承認の拍手）

議長　ありがとうございました。
　これで、議事は無事終了しました。
　申し遅れましたが、今回の臨時総会は、出
席 会 員 数 4 6 名 、 会 員 総 数 5 8 名 、 出 席 率
79.31％ということで、総会は会則に従い成
立しています。
　これで臨時総会を終了いたします。ありが
とうございました。

◇出席率報告

 ● 寺尾正生　今年１年、会長を務めさせてい
ただきます。よろしくお願い申し上げます。
入会祝いのお礼とともにニコニコします。
 ● 松本隆之　昨夜は緊張のあまり眠れません
でした。１年間、どうかよろしくお願いいた
します。入会祝い、妻の誕生祝いのお礼を兼
ねて。
 ● 前川美智子　寺尾会長、松本幹事、１年間
よろしくお願いします。
 ● 柳澤光秋　皆さまのおかげでガバナーの職
務、無事終了しました。ありがとうございま
す。最終夜間例会、トロントのため欠席。７
月１日にガバナー会、７月連休、網走でパス
トガバナー会です。
 ● 石川　健　会長職、１年間ありがとうござ
いました。今日はスカッとした気分で例会出
席しました。寺尾会長、松本幹事、ファイ
ト！
 ● 土居祐三　１年間ありがとうございました。
タイのサッカー少年が無事で良かったです。
 ● 北村　裕　入会３年でやっとタスキが取れ
ました。昼食もこれから待たずに食べられて

うれしいです。
 ● 福岡満喜子　前会長、石川さん、幹事、土
居さん、１年間ありがとうございました。寺
尾新会長、松本幹事、どうぞよろしくお願い
いたします。
 ● 武吉佳月　６月に入会させていただきまし
た。皆さま、よろしくお願いいたします。
 ● 岡﨑勇樹　これから頑張りますのでよろし
くお願いします。配偶者誕生日のお礼。
 ● 鬼田知明　岡﨑さん、武吉さん、入会おめ
でとうございます。今年１年、親睦委員会よ
ろしくお願いします。
 ● 松野宏司　６月18日の朝７時58分に発生し
たマグニチュード5.9の地震を新大阪駅のプ
ラットホームで体験しました。自然の脅威に
は為す術もなく、ただ早く収まってくれと祈
るだけでした。７時間閉じ込められて、動き
始めた新幹線に飛び乗って帰ってきました。
 ● 中平真理子　７月13日短期のウェルカムパ
ーティが得月楼でありますので、皆さま、た
くさん出席してホストファミリーを慰労して
いただけたらと思います。よろしくお願いい
たします。
 ● 山村一正　ホームページ、現在工事中です。
しばらくお待ちください。
 ● 猿田隆夫　入会記念、何年になったでしょ
うか。入会の頃を懐かしく思い出していま
す。
 ● 松岡英雄　入会記念日お礼。

 ● 浦田健治　啓ちゃん（久松さん）をスポン
サーに2005年入会し、はや13年目になりま
す。今後ともよろしくお願いします。
 ● 鬼頭愼一　入会祝いありがとう。
 ● 近森淳二　入会祝いありがとうございます。
 ● 西森やよい　平成19年７月入会からはやい
もので11年経ちました。また１年ずつ学びを
重ねてまいりたいと存じます。引き続きどう
ぞよろしくお願いいたします。武吉さん、岡
﨑さん、同級生が一気に２人も増えてうれし
いです。
 ● 西森良文　入会お礼と誕生祝いお礼。30代
で入会させていただきましたが、早くも51に
なりました。

 ● 松﨑郷輔　家内の誕生祝いありがとうござ
います。
 ● 永野正将　家内の誕生祝いありがとうござ
います。
 ● 天野禎久　家庭記念日祝いありがとうござ
います。
 ● 前田　博　会員選考委員会です。１年間、
会員の皆様のご協力よろしくお願いいたしま
す。
 ● ＳＡＡ（松野、岡、西村、八田）2018－19
年度のＳＡＡをこの４人で頑張りますのでよ
ろしくお願いいたします。
 ● サロンイースト協力金として　いつもあり
がとうございます。
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本日　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

次週　７月18日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　各　　委　　員　　会　　発　　表

第2383回　例会報告／平成30年７月４日　天候　雨

◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんにちは。
後ほどの運営方針でお話
させていただきますが、
とりあえず、松本幹事と
私、寺尾で１年間頑張っ
ていきたいと思いますの

で、ご協力、またお叱りの言葉等あると思い
ますが、何とぞよろしくお願いいたします。
◇来訪ロータリアン
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
◇７月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　溝渕　源樹
　西森　良文
 ● 配偶者誕生日
　松﨑　範子　　永野　美佐
　松本　功子　　岡﨑千夏子
 ● 家庭記念日
　天野　禎久
 ● 入会記念日
　松岡　英雄　　猿田　隆夫　　久松　啓一
　松本　隆之　　鬼頭　愼一　　寺尾　正生
　近森　淳二　　西森　良文　　浦田　健治
　西森やよい　　川端信一郎

◇社会奉仕委員会より
　７月８日㈰に行われる第30回浦戸湾七河川
一斉清掃に参加される方は、６時50分集合、
７時から開始。小雨決行。当時決行か否かは
テレビ高知で６時15分に放送されます。中止
の場合は７月22日に延期。当日、おむすびと
飲み物を準備しますので、追加で参加の場合
は、委員会か事務局に連絡をお願いします。
◇柳澤光秋パストガバナーより

　久松代表幹事、前田副
代表幹事はじめ幹事の皆
さま、永野会計長、松野
事務局長、皆さまのおか
げで無事に務めることが
できました。誠にありが

とうございます。
　まだ、パストガバナーの仕事は残っていま
す。また、７月１日の会で「ロータリーの
友」の理事に就任しましたので、そちらの任
務も果たさないといけません。皆さまにご迷
惑をかけないようにいたしますが、この１年、
通常ではできない経験といろんな方と知り合
うこともできました。膨大なこの財産は、こ
れから先、お礼の代わりに高知東ＲＣにお務
めして責務を果たしていきたいと思います。
１年間、誠にありがとうございました。
◇幹　事　報　告
・次週は桑原ガバナー公式訪問です。ネクタ

イ着用をお願いします。また当日、20名を
超える短期交換留学生が来られます。来週

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

は、ちょっと大変な週になりますので、ご
協力をお願いします。

・７月８日、浦戸湾七河川一斉清掃に関して、
近隣住民からクレームが来ていますので、
６時50分集合、７時清掃開始を厳守願いま
す。

・本日例会終了後、臨時総会を。また臨時総
会終了後に理事会を行います。

・2017－18年度のガバナー事務所は６月30日
に閉鎖しましたが、９月20日まで残務整理
を行います。

●会長／寺尾正生　●幹事／松本隆之　●雑誌会報委員／中西克行・西山忠利・関　淑公
●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

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

　2018－19年度のテーマは「ロータリーを学
び、ロータリアンを実行しよう」とさせてい
ただきました。これは、ロータリーの中の
「入りて奉仕を研鑽し、出でて奉仕を実践す
る」という言葉から引用させていただきまし
た。入りてということですので、１番は例会
の場でロータリー精神、奉仕の心を学んで、
各ロータリアンが地域地域に根ざして奉仕活
動をするということが理想だと思いますの
で、そういう願いを込めてこのテーマにしま
した。
　創設以来、ロータリーはポール・ハリスの
理想とした団体として、多くの先人達が活動
の成果を残し、世界中の人々に受け入れられ
てきました。私たち東ＲＣも今年は創立50年
という節目の年を迎えます。
　2018－19年度のバリー・ラシン会長は「イ
ンスピレーションになろう」というテーマを
掲げられました。その中で、多くのロータリ
アンが、まだ会員としての恩恵を享受してい
ないのではないかという疑問を投げかけてい
ます。このロータリーの会員としての恩恵と
いうことですが、私なりに考えてみますと、
ロータリーの重要な概念の中に、「さもよく
奉仕する者が、さも多く報われる」というこ
とがありますので、報われるという恩恵を享
受していないのではないかということを投げ
かけています。
　それが、もしロータリーを学び、理解をす
るための努力不足、また機会不足から来てい
るとしたら、これはとても不幸なことです。
インスピレーションになるためには、場所が
必要です。そのための重要な場所が、毎週の
例会にあると思います。その中で多くの会員
と触れあい、いろいろな意見を聞き、自ら意
見を述べ、和やかな親睦のうちに大きな気づ
きであるインスピレーションを得て、初めて

そこから学びへと向かっていけるのではない
でしょうか。
　また今年の国際ロータリー第2670地区ガバ
ナー方針として、桑原征一ガバナーが「とも
に考え、ともに行動しよう」というテーマを
掲げられました。この「ともに考え、ともに
行動しよう」というのは、ロータリーは地域
地域に根ざしておりますので、ロータリー間
の連携というものがあまり取れてないという
こともあると思いますし、共通理念をともに
考えて、大きなロータリー間の連携を図って
いこうということを、この中で書かれていま
した。
　ロータリーの親睦は、多くの人を知り、和
することであると思います。ロータリーの奉
仕とは、ロータリアン一人一人が個人として
奉仕の理想を実現することだと思います。し
かし、組織としてこの二つの親睦と奉仕を、
この東ロータリーが実践するには、やはり会
員一人一人の個性、また多様性がありますの
で、それを尊重しながらクラブとしての組織
の独立性を維持・堅持して、クラブの中で個
性と個性の調和を図りながら、また融和も
図っていくという方向でなければならないと
思います。
　本年度のクラブ運営方針として、「ロータ
リーを学び、ロータリアンを実行しよう」と

● ニコニコ箱 ●
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７月４日
今期の累計

させていただきました。先ほど申しましたよ
うに、「入りて奉仕を研鑽し、出でて奉仕を
実践する」ということから取らせていただき
ました。クラブ創立半世紀を迎え、さらなる
１世紀に向けて、クラブの伝統と文化を守り
ながら、変革への新しい挑戦の１年としてい
きたいと思います。インスピレーションと
なって学び、ロータリーを実行するために
は、今年の重点目標として、次の３点を掲げ
させていただきました。
　一つ目として、例会への100％出席。これ
は、クラブの伝統として変わるべき新しい価
値ある伝統が見つかるまでは、理屈抜きに継
続していきたいと思います。ロータリーの歴
史の中でもいろんな変遷を経て、奉仕の概念
から職業奉仕の概念、そして、それが人道支
援への奉仕の概念へと移り変わっておりま
す。伝統の中で100％出席というものは、今
１番大切な伝統だと思いますので、価値ある
伝統が見つかるまで、敢えて書かせてもらい
ましたが、理屈抜きに堅持していきたいとい
うふうに考えます。
　２番目に、例会の充実です。出席したくな
る例会、会員増強につながる例会、各委員会
とＳＡＡと協力して魅力ある例会づくりを目
指します。
　そして３番目、50周年記念事業の成功。沖
実行委員長、寺村副実行委員長はじめ、全会
員と水曜会の協力を得ながら、一致団結して
取り組んでまいりたいと思います。
　私なりにロータリーの精神と言いますか、
確立されていった過程を読んでみると、今年
で113、114年目になると思いますが、1905年
にシカゴＲＣが創立されて、これは親睦と事
業上の相互利益を目的とした、特定の人によ
る本当に社交クラブ的なもので発足されたと
聞いてます。そして1906年に社会奉仕の概念
というものが、ドナルド・カーター氏によっ
て提唱され、1908年、アーサー・シェルドン
によって職業奉仕の概念というものが提唱さ
れた。クラブが発足してたった３、４年の間
に今の全世界に広がっているロータリーの概
念と言いますか、ほんとの基本理念が、最初
はどこにでもある社交クラブが、百何十年続
いて、このような大きな団体になったのは、
やはりこの３、４年の間に奉仕というもの

が、ロータリーのファクターとして加わった
ということが、非常に大きいということを勉
強させられました。
　そして、例会の充実の中に職業倫理が生き
てくると思います。それぞれの業種のパイオ
ニアと言いますか、トップの方が集まってま
す。その中で、例会の中で、職業の専門性、
それぞれの職業における倫理観、そういうも
のをこの例会の食事の中で、親睦の中で、お
互いが交流し合って、切磋琢磨して、職業間
による職業奉仕というものが生まれて、それ
を地域に根ざして実行していくということ
で、進んでいければ、この例会もますます充
実してくるのではないかと思います。1番の
目標として、例会の充実を図っていきたいと
思います。
　そして、50周年の記念事業ですが、沖実行
委員長、寺村副実行委員長、そして各委員の
皆さま、水曜会の皆さまで本当に熱心に、今
進められております。これはやはり一つの融
和という形で、個性と個性がぶつかり合うの
ではなく、その過程においてはいろんな意見
があって、衝突する意見もあると思います
し、違う意見もあると思いますけれども、そ
れはバランスを取りながら、調和を図りなが
ら、成功という２文字に、物質が一つになる
ように、心が一つになって、この50周年の記
念事業が大成功を収めることも、重点目標と
して頑張っていきたいというふうに思います。
　ここまで真面目に話してまいりましたが、
時間となりました。帯状疱疹をやっておりま
して、この帯状疱疹の痛みと、いかに自分が
この1年半の猶予をいただきながら、ロータ
リーを勉強していなかったかということが切
実に分かる、この数日間でしたので、支離滅
裂なことを申し上げましたが、間違いもあっ

たかと思いますけど、よろしくお願いしたい
と思います。
　最後に、僕が学生時代にある宗教家の先生
でしたけど、「信仰と信心とは、何が違いま
すか」と聞いたときに、その先生はちょっと
考えて「信仰は学問である。信心は信心だ
よ、それでいいんじゃないですか」とひと言
で片付けられました。ロータリーも同じだと
思います。ロータリーと宗教は違うと思いま
すけど、ロータリーを学問として、学問的に
探究しているロータリアンの方と、私みたい
にただ信心という領域でロータリー活動をし
ている者との違いを痛切に感じさせられる数

週間でした。
　この１年間、皆さまとともに、私もロータ
リーを学び、そして、ロータリーを例会から
出て、地域社会に奉仕として実践していくこ
とに努めてまいりたいと思います。今年１
年、松本幹事と寺尾でございます。ご迷惑を
おかけすることが多々あると思いますが、何
とぞお許しいただきまして、会長、幹事職を
務めさせていただきます。よろしくお願いし
ます。
　これをもちまして、運営方針の発表といた
します。

７月４日

６月20日

総数
－５ 57
－6 57

出席
46
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欠席
5
0

メイク
アップ HC出席率

79.31％

71.93％

出席率
90.57％

100％

2
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■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
高知南ＲＣ　　８月９日㈭　休会（盆休み）
高知中央ＲＣ　８月９日㈭　休会（盆休み）
高知西ＲＣ　　８月10日㈮　休会（盆休み）
高知北ＲＣ　　８月13日㈪　休会（盆休み）
高知ＲＣ　　　８月14日㈫　休会（盆休み）
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　８月14日㈫　休会（盆休み）
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　８月21日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　８月23日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　８月23日㈭　夜間例会
高知北ＲＣ　　８月27日㈪　創立記念夜間例会
高知南ＲＣ　　８月30日㈭　夜間例会

◇寺尾正生会長クラブ運営方針
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◇臨時総会

 前年度早瀬会計に代わり、土居前幹事より
前年度の会計報告

議長　ありがとうございました。
　決算報告につきまして、ご質問等ございま
すでしょうか。
　なければ、監査報告の方を北村さんからお
願いします。

監査報告　去る６月20日、当ホテルにおいて
会計監査を行いました。通帳、領収書、会計
帳票等々の突合チェックを行いました。
　その結果、本会計処理は適切かつ正確であ
ることを確認いたしましたので、ご報告いた
します。
　監査、北村　裕

議長　ありがとうございました。
　それでは、決算並びに監査報告について、
ご承認いただけます方は、拍手をお願いしま
す。

（承認の拍手）

議長　ありがとうございます。
　続きまして、予算（案）の報告を松本幹事
の方からお願いします。

松本幹事より2018－19年度、予算（案）を説
明

議長　ありがとうございました。
　本予算（案）につきまして、何かご質問等
のある方はございませんでしょうか。
　ご賛同いただけましたら、拍手をお願いし
ます。

（承認の拍手）

議長　ありがとうございました。
　これで、議事は無事終了しました。
　申し遅れましたが、今回の臨時総会は、出
席 会 員 数 4 6 名 、 会 員 総 数 5 8 名 、 出 席 率
79.31％ということで、総会は会則に従い成
立しています。
　これで臨時総会を終了いたします。ありが
とうございました。

◇出席率報告

 ● 寺尾正生　今年１年、会長を務めさせてい
ただきます。よろしくお願い申し上げます。
入会祝いのお礼とともにニコニコします。
 ● 松本隆之　昨夜は緊張のあまり眠れません
でした。１年間、どうかよろしくお願いいた
します。入会祝い、妻の誕生祝いのお礼を兼
ねて。
 ● 前川美智子　寺尾会長、松本幹事、１年間
よろしくお願いします。
 ● 柳澤光秋　皆さまのおかげでガバナーの職
務、無事終了しました。ありがとうございま
す。最終夜間例会、トロントのため欠席。７
月１日にガバナー会、７月連休、網走でパス
トガバナー会です。
 ● 石川　健　会長職、１年間ありがとうござ
いました。今日はスカッとした気分で例会出
席しました。寺尾会長、松本幹事、ファイ
ト！
 ● 土居祐三　１年間ありがとうございました。
タイのサッカー少年が無事で良かったです。
 ● 北村　裕　入会３年でやっとタスキが取れ
ました。昼食もこれから待たずに食べられて

うれしいです。
 ● 福岡満喜子　前会長、石川さん、幹事、土
居さん、１年間ありがとうございました。寺
尾新会長、松本幹事、どうぞよろしくお願い
いたします。
 ● 武吉佳月　６月に入会させていただきまし
た。皆さま、よろしくお願いいたします。
 ● 岡﨑勇樹　これから頑張りますのでよろし
くお願いします。配偶者誕生日のお礼。
 ● 鬼田知明　岡﨑さん、武吉さん、入会おめ
でとうございます。今年１年、親睦委員会よ
ろしくお願いします。
 ● 松野宏司　６月18日の朝７時58分に発生し
たマグニチュード5.9の地震を新大阪駅のプ
ラットホームで体験しました。自然の脅威に
は為す術もなく、ただ早く収まってくれと祈
るだけでした。７時間閉じ込められて、動き
始めた新幹線に飛び乗って帰ってきました。
 ● 中平真理子　７月13日短期のウェルカムパ
ーティが得月楼でありますので、皆さま、た
くさん出席してホストファミリーを慰労して
いただけたらと思います。よろしくお願いい
たします。
 ● 山村一正　ホームページ、現在工事中です。
しばらくお待ちください。
 ● 猿田隆夫　入会記念、何年になったでしょ
うか。入会の頃を懐かしく思い出していま
す。
 ● 松岡英雄　入会記念日お礼。

 ● 浦田健治　啓ちゃん（久松さん）をスポン
サーに2005年入会し、はや13年目になりま
す。今後ともよろしくお願いします。
 ● 鬼頭愼一　入会祝いありがとう。
 ● 近森淳二　入会祝いありがとうございます。
 ● 西森やよい　平成19年７月入会からはやい
もので11年経ちました。また１年ずつ学びを
重ねてまいりたいと存じます。引き続きどう
ぞよろしくお願いいたします。武吉さん、岡
﨑さん、同級生が一気に２人も増えてうれし
いです。
 ● 西森良文　入会お礼と誕生祝いお礼。30代
で入会させていただきましたが、早くも51に
なりました。

 ● 松﨑郷輔　家内の誕生祝いありがとうござ
います。
 ● 永野正将　家内の誕生祝いありがとうござ
います。
 ● 天野禎久　家庭記念日祝いありがとうござ
います。
 ● 前田　博　会員選考委員会です。１年間、
会員の皆様のご協力よろしくお願いいたしま
す。
 ● ＳＡＡ（松野、岡、西村、八田）2018－19
年度のＳＡＡをこの４人で頑張りますのでよ
ろしくお願いいたします。
 ● サロンイースト協力金として　いつもあり
がとうございます。
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本日　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

次週　７月18日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　各　　委　　員　　会　　発　　表

第2383回　例会報告／平成30年７月４日　天候　雨

◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんにちは。
後ほどの運営方針でお話
させていただきますが、
とりあえず、松本幹事と
私、寺尾で１年間頑張っ
ていきたいと思いますの

で、ご協力、またお叱りの言葉等あると思い
ますが、何とぞよろしくお願いいたします。
◇来訪ロータリアン
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
◇７月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　溝渕　源樹
　西森　良文
 ● 配偶者誕生日
　松﨑　範子　　永野　美佐
　松本　功子　　岡﨑千夏子
 ● 家庭記念日
　天野　禎久
 ● 入会記念日
　松岡　英雄　　猿田　隆夫　　久松　啓一
　松本　隆之　　鬼頭　愼一　　寺尾　正生
　近森　淳二　　西森　良文　　浦田　健治
　西森やよい　　川端信一郎

◇社会奉仕委員会より
　７月８日㈰に行われる第30回浦戸湾七河川
一斉清掃に参加される方は、６時50分集合、
７時から開始。小雨決行。当時決行か否かは
テレビ高知で６時15分に放送されます。中止
の場合は７月22日に延期。当日、おむすびと
飲み物を準備しますので、追加で参加の場合
は、委員会か事務局に連絡をお願いします。
◇柳澤光秋パストガバナーより

　久松代表幹事、前田副
代表幹事はじめ幹事の皆
さま、永野会計長、松野
事務局長、皆さまのおか
げで無事に務めることが
できました。誠にありが

とうございます。
　まだ、パストガバナーの仕事は残っていま
す。また、７月１日の会で「ロータリーの
友」の理事に就任しましたので、そちらの任
務も果たさないといけません。皆さまにご迷
惑をかけないようにいたしますが、この１年、
通常ではできない経験といろんな方と知り合
うこともできました。膨大なこの財産は、こ
れから先、お礼の代わりに高知東ＲＣにお務
めして責務を果たしていきたいと思います。
１年間、誠にありがとうございました。
◇幹　事　報　告
・次週は桑原ガバナー公式訪問です。ネクタ

イ着用をお願いします。また当日、20名を
超える短期交換留学生が来られます。来週

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

は、ちょっと大変な週になりますので、ご
協力をお願いします。

・７月８日、浦戸湾七河川一斉清掃に関して、
近隣住民からクレームが来ていますので、
６時50分集合、７時清掃開始を厳守願いま
す。

・本日例会終了後、臨時総会を。また臨時総
会終了後に理事会を行います。

・2017－18年度のガバナー事務所は６月30日
に閉鎖しましたが、９月20日まで残務整理
を行います。

●会長／寺尾正生　●幹事／松本隆之　●雑誌会報委員／中西克行・西山忠利・関　淑公
●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

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

　2018－19年度のテーマは「ロータリーを学
び、ロータリアンを実行しよう」とさせてい
ただきました。これは、ロータリーの中の
「入りて奉仕を研鑽し、出でて奉仕を実践す
る」という言葉から引用させていただきまし
た。入りてということですので、１番は例会
の場でロータリー精神、奉仕の心を学んで、
各ロータリアンが地域地域に根ざして奉仕活
動をするということが理想だと思いますの
で、そういう願いを込めてこのテーマにしま
した。
　創設以来、ロータリーはポール・ハリスの
理想とした団体として、多くの先人達が活動
の成果を残し、世界中の人々に受け入れられ
てきました。私たち東ＲＣも今年は創立50年
という節目の年を迎えます。
　2018－19年度のバリー・ラシン会長は「イ
ンスピレーションになろう」というテーマを
掲げられました。その中で、多くのロータリ
アンが、まだ会員としての恩恵を享受してい
ないのではないかという疑問を投げかけてい
ます。このロータリーの会員としての恩恵と
いうことですが、私なりに考えてみますと、
ロータリーの重要な概念の中に、「さもよく
奉仕する者が、さも多く報われる」というこ
とがありますので、報われるという恩恵を享
受していないのではないかということを投げ
かけています。
　それが、もしロータリーを学び、理解をす
るための努力不足、また機会不足から来てい
るとしたら、これはとても不幸なことです。
インスピレーションになるためには、場所が
必要です。そのための重要な場所が、毎週の
例会にあると思います。その中で多くの会員
と触れあい、いろいろな意見を聞き、自ら意
見を述べ、和やかな親睦のうちに大きな気づ
きであるインスピレーションを得て、初めて

そこから学びへと向かっていけるのではない
でしょうか。
　また今年の国際ロータリー第2670地区ガバ
ナー方針として、桑原征一ガバナーが「とも
に考え、ともに行動しよう」というテーマを
掲げられました。この「ともに考え、ともに
行動しよう」というのは、ロータリーは地域
地域に根ざしておりますので、ロータリー間
の連携というものがあまり取れてないという
こともあると思いますし、共通理念をともに
考えて、大きなロータリー間の連携を図って
いこうということを、この中で書かれていま
した。
　ロータリーの親睦は、多くの人を知り、和
することであると思います。ロータリーの奉
仕とは、ロータリアン一人一人が個人として
奉仕の理想を実現することだと思います。し
かし、組織としてこの二つの親睦と奉仕を、
この東ロータリーが実践するには、やはり会
員一人一人の個性、また多様性がありますの
で、それを尊重しながらクラブとしての組織
の独立性を維持・堅持して、クラブの中で個
性と個性の調和を図りながら、また融和も
図っていくという方向でなければならないと
思います。
　本年度のクラブ運営方針として、「ロータ
リーを学び、ロータリアンを実行しよう」と

● ニコニコ箱 ●
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７月４日
今期の累計

させていただきました。先ほど申しましたよ
うに、「入りて奉仕を研鑽し、出でて奉仕を
実践する」ということから取らせていただき
ました。クラブ創立半世紀を迎え、さらなる
１世紀に向けて、クラブの伝統と文化を守り
ながら、変革への新しい挑戦の１年としてい
きたいと思います。インスピレーションと
なって学び、ロータリーを実行するために
は、今年の重点目標として、次の３点を掲げ
させていただきました。
　一つ目として、例会への100％出席。これ
は、クラブの伝統として変わるべき新しい価
値ある伝統が見つかるまでは、理屈抜きに継
続していきたいと思います。ロータリーの歴
史の中でもいろんな変遷を経て、奉仕の概念
から職業奉仕の概念、そして、それが人道支
援への奉仕の概念へと移り変わっておりま
す。伝統の中で100％出席というものは、今
１番大切な伝統だと思いますので、価値ある
伝統が見つかるまで、敢えて書かせてもらい
ましたが、理屈抜きに堅持していきたいとい
うふうに考えます。
　２番目に、例会の充実です。出席したくな
る例会、会員増強につながる例会、各委員会
とＳＡＡと協力して魅力ある例会づくりを目
指します。
　そして３番目、50周年記念事業の成功。沖
実行委員長、寺村副実行委員長はじめ、全会
員と水曜会の協力を得ながら、一致団結して
取り組んでまいりたいと思います。
　私なりにロータリーの精神と言いますか、
確立されていった過程を読んでみると、今年
で113、114年目になると思いますが、1905年
にシカゴＲＣが創立されて、これは親睦と事
業上の相互利益を目的とした、特定の人によ
る本当に社交クラブ的なもので発足されたと
聞いてます。そして1906年に社会奉仕の概念
というものが、ドナルド・カーター氏によっ
て提唱され、1908年、アーサー・シェルドン
によって職業奉仕の概念というものが提唱さ
れた。クラブが発足してたった３、４年の間
に今の全世界に広がっているロータリーの概
念と言いますか、ほんとの基本理念が、最初
はどこにでもある社交クラブが、百何十年続
いて、このような大きな団体になったのは、
やはりこの３、４年の間に奉仕というもの

が、ロータリーのファクターとして加わった
ということが、非常に大きいということを勉
強させられました。
　そして、例会の充実の中に職業倫理が生き
てくると思います。それぞれの業種のパイオ
ニアと言いますか、トップの方が集まってま
す。その中で、例会の中で、職業の専門性、
それぞれの職業における倫理観、そういうも
のをこの例会の食事の中で、親睦の中で、お
互いが交流し合って、切磋琢磨して、職業間
による職業奉仕というものが生まれて、それ
を地域に根ざして実行していくということ
で、進んでいければ、この例会もますます充
実してくるのではないかと思います。1番の
目標として、例会の充実を図っていきたいと
思います。
　そして、50周年の記念事業ですが、沖実行
委員長、寺村副実行委員長、そして各委員の
皆さま、水曜会の皆さまで本当に熱心に、今
進められております。これはやはり一つの融
和という形で、個性と個性がぶつかり合うの
ではなく、その過程においてはいろんな意見
があって、衝突する意見もあると思います
し、違う意見もあると思いますけれども、そ
れはバランスを取りながら、調和を図りなが
ら、成功という２文字に、物質が一つになる
ように、心が一つになって、この50周年の記
念事業が大成功を収めることも、重点目標と
して頑張っていきたいというふうに思います。
　ここまで真面目に話してまいりましたが、
時間となりました。帯状疱疹をやっておりま
して、この帯状疱疹の痛みと、いかに自分が
この1年半の猶予をいただきながら、ロータ
リーを勉強していなかったかということが切
実に分かる、この数日間でしたので、支離滅
裂なことを申し上げましたが、間違いもあっ

たかと思いますけど、よろしくお願いしたい
と思います。
　最後に、僕が学生時代にある宗教家の先生
でしたけど、「信仰と信心とは、何が違いま
すか」と聞いたときに、その先生はちょっと
考えて「信仰は学問である。信心は信心だ
よ、それでいいんじゃないですか」とひと言
で片付けられました。ロータリーも同じだと
思います。ロータリーと宗教は違うと思いま
すけど、ロータリーを学問として、学問的に
探究しているロータリアンの方と、私みたい
にただ信心という領域でロータリー活動をし
ている者との違いを痛切に感じさせられる数

週間でした。
　この１年間、皆さまとともに、私もロータ
リーを学び、そして、ロータリーを例会から
出て、地域社会に奉仕として実践していくこ
とに努めてまいりたいと思います。今年１
年、松本幹事と寺尾でございます。ご迷惑を
おかけすることが多々あると思いますが、何
とぞお許しいただきまして、会長、幹事職を
務めさせていただきます。よろしくお願いし
ます。
　これをもちまして、運営方針の発表といた
します。

７月４日

６月20日
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■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
高知南ＲＣ　　８月９日㈭　休会（盆休み）
高知中央ＲＣ　８月９日㈭　休会（盆休み）
高知西ＲＣ　　８月10日㈮　休会（盆休み）
高知北ＲＣ　　８月13日㈪　休会（盆休み）
高知ＲＣ　　　８月14日㈫　休会（盆休み）
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　８月14日㈫　休会（盆休み）
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　８月21日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　８月23日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　８月23日㈭　夜間例会
高知北ＲＣ　　８月27日㈪　創立記念夜間例会
高知南ＲＣ　　８月30日㈭　夜間例会

◇寺尾正生会長クラブ運営方針

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

◇臨時総会

 前年度早瀬会計に代わり、土居前幹事より
前年度の会計報告

議長　ありがとうございました。
　決算報告につきまして、ご質問等ございま
すでしょうか。
　なければ、監査報告の方を北村さんからお
願いします。

監査報告　去る６月20日、当ホテルにおいて
会計監査を行いました。通帳、領収書、会計
帳票等々の突合チェックを行いました。
　その結果、本会計処理は適切かつ正確であ
ることを確認いたしましたので、ご報告いた
します。
　監査、北村　裕

議長　ありがとうございました。
　それでは、決算並びに監査報告について、
ご承認いただけます方は、拍手をお願いしま
す。

（承認の拍手）

議長　ありがとうございます。
　続きまして、予算（案）の報告を松本幹事
の方からお願いします。

松本幹事より2018－19年度、予算（案）を説
明

議長　ありがとうございました。
　本予算（案）につきまして、何かご質問等
のある方はございませんでしょうか。
　ご賛同いただけましたら、拍手をお願いし
ます。

（承認の拍手）

議長　ありがとうございました。
　これで、議事は無事終了しました。
　申し遅れましたが、今回の臨時総会は、出
席 会 員 数 4 6 名 、 会 員 総 数 5 8 名 、 出 席 率
79.31％ということで、総会は会則に従い成
立しています。
　これで臨時総会を終了いたします。ありが
とうございました。

◇出席率報告

 ● 寺尾正生　今年１年、会長を務めさせてい
ただきます。よろしくお願い申し上げます。
入会祝いのお礼とともにニコニコします。
 ● 松本隆之　昨夜は緊張のあまり眠れません
でした。１年間、どうかよろしくお願いいた
します。入会祝い、妻の誕生祝いのお礼を兼
ねて。
 ● 前川美智子　寺尾会長、松本幹事、１年間
よろしくお願いします。
 ● 柳澤光秋　皆さまのおかげでガバナーの職
務、無事終了しました。ありがとうございま
す。最終夜間例会、トロントのため欠席。７
月１日にガバナー会、７月連休、網走でパス
トガバナー会です。
 ● 石川　健　会長職、１年間ありがとうござ
いました。今日はスカッとした気分で例会出
席しました。寺尾会長、松本幹事、ファイ
ト！
 ● 土居祐三　１年間ありがとうございました。
タイのサッカー少年が無事で良かったです。
 ● 北村　裕　入会３年でやっとタスキが取れ
ました。昼食もこれから待たずに食べられて

うれしいです。
 ● 福岡満喜子　前会長、石川さん、幹事、土
居さん、１年間ありがとうございました。寺
尾新会長、松本幹事、どうぞよろしくお願い
いたします。
 ● 武吉佳月　６月に入会させていただきまし
た。皆さま、よろしくお願いいたします。
 ● 岡﨑勇樹　これから頑張りますのでよろし
くお願いします。配偶者誕生日のお礼。
 ● 鬼田知明　岡﨑さん、武吉さん、入会おめ
でとうございます。今年１年、親睦委員会よ
ろしくお願いします。
 ● 松野宏司　６月18日の朝７時58分に発生し
たマグニチュード5.9の地震を新大阪駅のプ
ラットホームで体験しました。自然の脅威に
は為す術もなく、ただ早く収まってくれと祈
るだけでした。７時間閉じ込められて、動き
始めた新幹線に飛び乗って帰ってきました。
 ● 中平真理子　７月13日短期のウェルカムパ
ーティが得月楼でありますので、皆さま、た
くさん出席してホストファミリーを慰労して
いただけたらと思います。よろしくお願いい
たします。
 ● 山村一正　ホームページ、現在工事中です。
しばらくお待ちください。
 ● 猿田隆夫　入会記念、何年になったでしょ
うか。入会の頃を懐かしく思い出していま
す。
 ● 松岡英雄　入会記念日お礼。

 ● 浦田健治　啓ちゃん（久松さん）をスポン
サーに2005年入会し、はや13年目になりま
す。今後ともよろしくお願いします。
 ● 鬼頭愼一　入会祝いありがとう。
 ● 近森淳二　入会祝いありがとうございます。
 ● 西森やよい　平成19年７月入会からはやい
もので11年経ちました。また１年ずつ学びを
重ねてまいりたいと存じます。引き続きどう
ぞよろしくお願いいたします。武吉さん、岡
﨑さん、同級生が一気に２人も増えてうれし
いです。
 ● 西森良文　入会お礼と誕生祝いお礼。30代
で入会させていただきましたが、早くも51に
なりました。

 ● 松﨑郷輔　家内の誕生祝いありがとうござ
います。
 ● 永野正将　家内の誕生祝いありがとうござ
います。
 ● 天野禎久　家庭記念日祝いありがとうござ
います。
 ● 前田　博　会員選考委員会です。１年間、
会員の皆様のご協力よろしくお願いいたしま
す。
 ● ＳＡＡ（松野、岡、西村、八田）2018－19
年度のＳＡＡをこの４人で頑張りますのでよ
ろしくお願いいたします。
 ● サロンイースト協力金として　いつもあり
がとうございます。
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本日　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

次週　７月18日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　各　　委　　員　　会　　発　　表

第2383回　例会報告／平成30年７月４日　天候　雨

◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんにちは。
後ほどの運営方針でお話
させていただきますが、
とりあえず、松本幹事と
私、寺尾で１年間頑張っ
ていきたいと思いますの

で、ご協力、またお叱りの言葉等あると思い
ますが、何とぞよろしくお願いいたします。
◇来訪ロータリアン
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
◇７月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　溝渕　源樹
　西森　良文
 ● 配偶者誕生日
　松﨑　範子　　永野　美佐
　松本　功子　　岡﨑千夏子
 ● 家庭記念日
　天野　禎久
 ● 入会記念日
　松岡　英雄　　猿田　隆夫　　久松　啓一
　松本　隆之　　鬼頭　愼一　　寺尾　正生
　近森　淳二　　西森　良文　　浦田　健治
　西森やよい　　川端信一郎

◇社会奉仕委員会より
　７月８日㈰に行われる第30回浦戸湾七河川
一斉清掃に参加される方は、６時50分集合、
７時から開始。小雨決行。当時決行か否かは
テレビ高知で６時15分に放送されます。中止
の場合は７月22日に延期。当日、おむすびと
飲み物を準備しますので、追加で参加の場合
は、委員会か事務局に連絡をお願いします。
◇柳澤光秋パストガバナーより

　久松代表幹事、前田副
代表幹事はじめ幹事の皆
さま、永野会計長、松野
事務局長、皆さまのおか
げで無事に務めることが
できました。誠にありが

とうございます。
　まだ、パストガバナーの仕事は残っていま
す。また、７月１日の会で「ロータリーの
友」の理事に就任しましたので、そちらの任
務も果たさないといけません。皆さまにご迷
惑をかけないようにいたしますが、この１年、
通常ではできない経験といろんな方と知り合
うこともできました。膨大なこの財産は、こ
れから先、お礼の代わりに高知東ＲＣにお務
めして責務を果たしていきたいと思います。
１年間、誠にありがとうございました。
◇幹　事　報　告
・次週は桑原ガバナー公式訪問です。ネクタ

イ着用をお願いします。また当日、20名を
超える短期交換留学生が来られます。来週

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

は、ちょっと大変な週になりますので、ご
協力をお願いします。

・７月８日、浦戸湾七河川一斉清掃に関して、
近隣住民からクレームが来ていますので、
６時50分集合、７時清掃開始を厳守願いま
す。

・本日例会終了後、臨時総会を。また臨時総
会終了後に理事会を行います。

・2017－18年度のガバナー事務所は６月30日
に閉鎖しましたが、９月20日まで残務整理
を行います。

●会長／寺尾正生　●幹事／松本隆之　●雑誌会報委員／中西克行・西山忠利・関　淑公
●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

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

　2018－19年度のテーマは「ロータリーを学
び、ロータリアンを実行しよう」とさせてい
ただきました。これは、ロータリーの中の
「入りて奉仕を研鑽し、出でて奉仕を実践す
る」という言葉から引用させていただきまし
た。入りてということですので、１番は例会
の場でロータリー精神、奉仕の心を学んで、
各ロータリアンが地域地域に根ざして奉仕活
動をするということが理想だと思いますの
で、そういう願いを込めてこのテーマにしま
した。
　創設以来、ロータリーはポール・ハリスの
理想とした団体として、多くの先人達が活動
の成果を残し、世界中の人々に受け入れられ
てきました。私たち東ＲＣも今年は創立50年
という節目の年を迎えます。
　2018－19年度のバリー・ラシン会長は「イ
ンスピレーションになろう」というテーマを
掲げられました。その中で、多くのロータリ
アンが、まだ会員としての恩恵を享受してい
ないのではないかという疑問を投げかけてい
ます。このロータリーの会員としての恩恵と
いうことですが、私なりに考えてみますと、
ロータリーの重要な概念の中に、「さもよく
奉仕する者が、さも多く報われる」というこ
とがありますので、報われるという恩恵を享
受していないのではないかということを投げ
かけています。
　それが、もしロータリーを学び、理解をす
るための努力不足、また機会不足から来てい
るとしたら、これはとても不幸なことです。
インスピレーションになるためには、場所が
必要です。そのための重要な場所が、毎週の
例会にあると思います。その中で多くの会員
と触れあい、いろいろな意見を聞き、自ら意
見を述べ、和やかな親睦のうちに大きな気づ
きであるインスピレーションを得て、初めて

そこから学びへと向かっていけるのではない
でしょうか。
　また今年の国際ロータリー第2670地区ガバ
ナー方針として、桑原征一ガバナーが「とも
に考え、ともに行動しよう」というテーマを
掲げられました。この「ともに考え、ともに
行動しよう」というのは、ロータリーは地域
地域に根ざしておりますので、ロータリー間
の連携というものがあまり取れてないという
こともあると思いますし、共通理念をともに
考えて、大きなロータリー間の連携を図って
いこうということを、この中で書かれていま
した。
　ロータリーの親睦は、多くの人を知り、和
することであると思います。ロータリーの奉
仕とは、ロータリアン一人一人が個人として
奉仕の理想を実現することだと思います。し
かし、組織としてこの二つの親睦と奉仕を、
この東ロータリーが実践するには、やはり会
員一人一人の個性、また多様性がありますの
で、それを尊重しながらクラブとしての組織
の独立性を維持・堅持して、クラブの中で個
性と個性の調和を図りながら、また融和も
図っていくという方向でなければならないと
思います。
　本年度のクラブ運営方針として、「ロータ
リーを学び、ロータリアンを実行しよう」と
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させていただきました。先ほど申しましたよ
うに、「入りて奉仕を研鑽し、出でて奉仕を
実践する」ということから取らせていただき
ました。クラブ創立半世紀を迎え、さらなる
１世紀に向けて、クラブの伝統と文化を守り
ながら、変革への新しい挑戦の１年としてい
きたいと思います。インスピレーションと
なって学び、ロータリーを実行するために
は、今年の重点目標として、次の３点を掲げ
させていただきました。
　一つ目として、例会への100％出席。これ
は、クラブの伝統として変わるべき新しい価
値ある伝統が見つかるまでは、理屈抜きに継
続していきたいと思います。ロータリーの歴
史の中でもいろんな変遷を経て、奉仕の概念
から職業奉仕の概念、そして、それが人道支
援への奉仕の概念へと移り変わっておりま
す。伝統の中で100％出席というものは、今
１番大切な伝統だと思いますので、価値ある
伝統が見つかるまで、敢えて書かせてもらい
ましたが、理屈抜きに堅持していきたいとい
うふうに考えます。
　２番目に、例会の充実です。出席したくな
る例会、会員増強につながる例会、各委員会
とＳＡＡと協力して魅力ある例会づくりを目
指します。
　そして３番目、50周年記念事業の成功。沖
実行委員長、寺村副実行委員長はじめ、全会
員と水曜会の協力を得ながら、一致団結して
取り組んでまいりたいと思います。
　私なりにロータリーの精神と言いますか、
確立されていった過程を読んでみると、今年
で113、114年目になると思いますが、1905年
にシカゴＲＣが創立されて、これは親睦と事
業上の相互利益を目的とした、特定の人によ
る本当に社交クラブ的なもので発足されたと
聞いてます。そして1906年に社会奉仕の概念
というものが、ドナルド・カーター氏によっ
て提唱され、1908年、アーサー・シェルドン
によって職業奉仕の概念というものが提唱さ
れた。クラブが発足してたった３、４年の間
に今の全世界に広がっているロータリーの概
念と言いますか、ほんとの基本理念が、最初
はどこにでもある社交クラブが、百何十年続
いて、このような大きな団体になったのは、
やはりこの３、４年の間に奉仕というもの

が、ロータリーのファクターとして加わった
ということが、非常に大きいということを勉
強させられました。
　そして、例会の充実の中に職業倫理が生き
てくると思います。それぞれの業種のパイオ
ニアと言いますか、トップの方が集まってま
す。その中で、例会の中で、職業の専門性、
それぞれの職業における倫理観、そういうも
のをこの例会の食事の中で、親睦の中で、お
互いが交流し合って、切磋琢磨して、職業間
による職業奉仕というものが生まれて、それ
を地域に根ざして実行していくということ
で、進んでいければ、この例会もますます充
実してくるのではないかと思います。1番の
目標として、例会の充実を図っていきたいと
思います。
　そして、50周年の記念事業ですが、沖実行
委員長、寺村副実行委員長、そして各委員の
皆さま、水曜会の皆さまで本当に熱心に、今
進められております。これはやはり一つの融
和という形で、個性と個性がぶつかり合うの
ではなく、その過程においてはいろんな意見
があって、衝突する意見もあると思います
し、違う意見もあると思いますけれども、そ
れはバランスを取りながら、調和を図りなが
ら、成功という２文字に、物質が一つになる
ように、心が一つになって、この50周年の記
念事業が大成功を収めることも、重点目標と
して頑張っていきたいというふうに思います。
　ここまで真面目に話してまいりましたが、
時間となりました。帯状疱疹をやっておりま
して、この帯状疱疹の痛みと、いかに自分が
この1年半の猶予をいただきながら、ロータ
リーを勉強していなかったかということが切
実に分かる、この数日間でしたので、支離滅
裂なことを申し上げましたが、間違いもあっ

たかと思いますけど、よろしくお願いしたい
と思います。
　最後に、僕が学生時代にある宗教家の先生
でしたけど、「信仰と信心とは、何が違いま
すか」と聞いたときに、その先生はちょっと
考えて「信仰は学問である。信心は信心だ
よ、それでいいんじゃないですか」とひと言
で片付けられました。ロータリーも同じだと
思います。ロータリーと宗教は違うと思いま
すけど、ロータリーを学問として、学問的に
探究しているロータリアンの方と、私みたい
にただ信心という領域でロータリー活動をし
ている者との違いを痛切に感じさせられる数

週間でした。
　この１年間、皆さまとともに、私もロータ
リーを学び、そして、ロータリーを例会から
出て、地域社会に奉仕として実践していくこ
とに努めてまいりたいと思います。今年１
年、松本幹事と寺尾でございます。ご迷惑を
おかけすることが多々あると思いますが、何
とぞお許しいただきまして、会長、幹事職を
務めさせていただきます。よろしくお願いし
ます。
　これをもちまして、運営方針の発表といた
します。
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■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
高知南ＲＣ　　８月９日㈭　休会（盆休み）
高知中央ＲＣ　８月９日㈭　休会（盆休み）
高知西ＲＣ　　８月10日㈮　休会（盆休み）
高知北ＲＣ　　８月13日㈪　休会（盆休み）
高知ＲＣ　　　８月14日㈫　休会（盆休み）
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　８月14日㈫　休会（盆休み）
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　８月21日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　８月23日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　８月23日㈭　夜間例会
高知北ＲＣ　　８月27日㈪　創立記念夜間例会
高知南ＲＣ　　８月30日㈭　夜間例会

◇寺尾正生会長クラブ運営方針
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◇臨時総会

 前年度早瀬会計に代わり、土居前幹事より
前年度の会計報告

議長　ありがとうございました。
　決算報告につきまして、ご質問等ございま
すでしょうか。
　なければ、監査報告の方を北村さんからお
願いします。

監査報告　去る６月20日、当ホテルにおいて
会計監査を行いました。通帳、領収書、会計
帳票等々の突合チェックを行いました。
　その結果、本会計処理は適切かつ正確であ
ることを確認いたしましたので、ご報告いた
します。
　監査、北村　裕

議長　ありがとうございました。
　それでは、決算並びに監査報告について、
ご承認いただけます方は、拍手をお願いしま
す。

（承認の拍手）

議長　ありがとうございます。
　続きまして、予算（案）の報告を松本幹事
の方からお願いします。

松本幹事より2018－19年度、予算（案）を説
明

議長　ありがとうございました。
　本予算（案）につきまして、何かご質問等
のある方はございませんでしょうか。
　ご賛同いただけましたら、拍手をお願いし
ます。

（承認の拍手）

議長　ありがとうございました。
　これで、議事は無事終了しました。
　申し遅れましたが、今回の臨時総会は、出
席 会 員 数 4 6 名 、 会 員 総 数 5 8 名 、 出 席 率
79.31％ということで、総会は会則に従い成
立しています。
　これで臨時総会を終了いたします。ありが
とうございました。

◇出席率報告

 ● 寺尾正生　今年１年、会長を務めさせてい
ただきます。よろしくお願い申し上げます。
入会祝いのお礼とともにニコニコします。
 ● 松本隆之　昨夜は緊張のあまり眠れません
でした。１年間、どうかよろしくお願いいた
します。入会祝い、妻の誕生祝いのお礼を兼
ねて。
 ● 前川美智子　寺尾会長、松本幹事、１年間
よろしくお願いします。
 ● 柳澤光秋　皆さまのおかげでガバナーの職
務、無事終了しました。ありがとうございま
す。最終夜間例会、トロントのため欠席。７
月１日にガバナー会、７月連休、網走でパス
トガバナー会です。
 ● 石川　健　会長職、１年間ありがとうござ
いました。今日はスカッとした気分で例会出
席しました。寺尾会長、松本幹事、ファイ
ト！
 ● 土居祐三　１年間ありがとうございました。
タイのサッカー少年が無事で良かったです。
 ● 北村　裕　入会３年でやっとタスキが取れ
ました。昼食もこれから待たずに食べられて

うれしいです。
 ● 福岡満喜子　前会長、石川さん、幹事、土
居さん、１年間ありがとうございました。寺
尾新会長、松本幹事、どうぞよろしくお願い
いたします。
 ● 武吉佳月　６月に入会させていただきまし
た。皆さま、よろしくお願いいたします。
 ● 岡﨑勇樹　これから頑張りますのでよろし
くお願いします。配偶者誕生日のお礼。
 ● 鬼田知明　岡﨑さん、武吉さん、入会おめ
でとうございます。今年１年、親睦委員会よ
ろしくお願いします。
 ● 松野宏司　６月18日の朝７時58分に発生し
たマグニチュード5.9の地震を新大阪駅のプ
ラットホームで体験しました。自然の脅威に
は為す術もなく、ただ早く収まってくれと祈
るだけでした。７時間閉じ込められて、動き
始めた新幹線に飛び乗って帰ってきました。
 ● 中平真理子　７月13日短期のウェルカムパ
ーティが得月楼でありますので、皆さま、た
くさん出席してホストファミリーを慰労して
いただけたらと思います。よろしくお願いい
たします。
 ● 山村一正　ホームページ、現在工事中です。
しばらくお待ちください。
 ● 猿田隆夫　入会記念、何年になったでしょ
うか。入会の頃を懐かしく思い出していま
す。
 ● 松岡英雄　入会記念日お礼。

 ● 浦田健治　啓ちゃん（久松さん）をスポン
サーに2005年入会し、はや13年目になりま
す。今後ともよろしくお願いします。
 ● 鬼頭愼一　入会祝いありがとう。
 ● 近森淳二　入会祝いありがとうございます。
 ● 西森やよい　平成19年７月入会からはやい
もので11年経ちました。また１年ずつ学びを
重ねてまいりたいと存じます。引き続きどう
ぞよろしくお願いいたします。武吉さん、岡
﨑さん、同級生が一気に２人も増えてうれし
いです。
 ● 西森良文　入会お礼と誕生祝いお礼。30代
で入会させていただきましたが、早くも51に
なりました。

 ● 松﨑郷輔　家内の誕生祝いありがとうござ
います。
 ● 永野正将　家内の誕生祝いありがとうござ
います。
 ● 天野禎久　家庭記念日祝いありがとうござ
います。
 ● 前田　博　会員選考委員会です。１年間、
会員の皆様のご協力よろしくお願いいたしま
す。
 ● ＳＡＡ（松野、岡、西村、八田）2018－19
年度のＳＡＡをこの４人で頑張りますのでよ
ろしくお願いいたします。
 ● サロンイースト協力金として　いつもあり
がとうございます。
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本日　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

次週　７月18日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　各　　委　　員　　会　　発　　表

第2383回　例会報告／平成30年７月４日　天候　雨

◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんにちは。
後ほどの運営方針でお話
させていただきますが、
とりあえず、松本幹事と
私、寺尾で１年間頑張っ
ていきたいと思いますの

で、ご協力、またお叱りの言葉等あると思い
ますが、何とぞよろしくお願いいたします。
◇来訪ロータリアン
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
◇７月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　溝渕　源樹
　西森　良文
 ● 配偶者誕生日
　松﨑　範子　　永野　美佐
　松本　功子　　岡﨑千夏子
 ● 家庭記念日
　天野　禎久
 ● 入会記念日
　松岡　英雄　　猿田　隆夫　　久松　啓一
　松本　隆之　　鬼頭　愼一　　寺尾　正生
　近森　淳二　　西森　良文　　浦田　健治
　西森やよい　　川端信一郎

◇社会奉仕委員会より
　７月８日㈰に行われる第30回浦戸湾七河川
一斉清掃に参加される方は、６時50分集合、
７時から開始。小雨決行。当時決行か否かは
テレビ高知で６時15分に放送されます。中止
の場合は７月22日に延期。当日、おむすびと
飲み物を準備しますので、追加で参加の場合
は、委員会か事務局に連絡をお願いします。
◇柳澤光秋パストガバナーより

　久松代表幹事、前田副
代表幹事はじめ幹事の皆
さま、永野会計長、松野
事務局長、皆さまのおか
げで無事に務めることが
できました。誠にありが

とうございます。
　まだ、パストガバナーの仕事は残っていま
す。また、７月１日の会で「ロータリーの
友」の理事に就任しましたので、そちらの任
務も果たさないといけません。皆さまにご迷
惑をかけないようにいたしますが、この１年、
通常ではできない経験といろんな方と知り合
うこともできました。膨大なこの財産は、こ
れから先、お礼の代わりに高知東ＲＣにお務
めして責務を果たしていきたいと思います。
１年間、誠にありがとうございました。
◇幹　事　報　告
・次週は桑原ガバナー公式訪問です。ネクタ

イ着用をお願いします。また当日、20名を
超える短期交換留学生が来られます。来週
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は、ちょっと大変な週になりますので、ご
協力をお願いします。

・７月８日、浦戸湾七河川一斉清掃に関して、
近隣住民からクレームが来ていますので、
６時50分集合、７時清掃開始を厳守願いま
す。

・本日例会終了後、臨時総会を。また臨時総
会終了後に理事会を行います。

・2017－18年度のガバナー事務所は６月30日
に閉鎖しましたが、９月20日まで残務整理
を行います。

●会長／寺尾正生　●幹事／松本隆之　●雑誌会報委員／中西克行・西山忠利・関　淑公
●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
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　2018－19年度のテーマは「ロータリーを学
び、ロータリアンを実行しよう」とさせてい
ただきました。これは、ロータリーの中の
「入りて奉仕を研鑽し、出でて奉仕を実践す
る」という言葉から引用させていただきまし
た。入りてということですので、１番は例会
の場でロータリー精神、奉仕の心を学んで、
各ロータリアンが地域地域に根ざして奉仕活
動をするということが理想だと思いますの
で、そういう願いを込めてこのテーマにしま
した。
　創設以来、ロータリーはポール・ハリスの
理想とした団体として、多くの先人達が活動
の成果を残し、世界中の人々に受け入れられ
てきました。私たち東ＲＣも今年は創立50年
という節目の年を迎えます。
　2018－19年度のバリー・ラシン会長は「イ
ンスピレーションになろう」というテーマを
掲げられました。その中で、多くのロータリ
アンが、まだ会員としての恩恵を享受してい
ないのではないかという疑問を投げかけてい
ます。このロータリーの会員としての恩恵と
いうことですが、私なりに考えてみますと、
ロータリーの重要な概念の中に、「さもよく
奉仕する者が、さも多く報われる」というこ
とがありますので、報われるという恩恵を享
受していないのではないかということを投げ
かけています。
　それが、もしロータリーを学び、理解をす
るための努力不足、また機会不足から来てい
るとしたら、これはとても不幸なことです。
インスピレーションになるためには、場所が
必要です。そのための重要な場所が、毎週の
例会にあると思います。その中で多くの会員
と触れあい、いろいろな意見を聞き、自ら意
見を述べ、和やかな親睦のうちに大きな気づ
きであるインスピレーションを得て、初めて

そこから学びへと向かっていけるのではない
でしょうか。
　また今年の国際ロータリー第2670地区ガバ
ナー方針として、桑原征一ガバナーが「とも
に考え、ともに行動しよう」というテーマを
掲げられました。この「ともに考え、ともに
行動しよう」というのは、ロータリーは地域
地域に根ざしておりますので、ロータリー間
の連携というものがあまり取れてないという
こともあると思いますし、共通理念をともに
考えて、大きなロータリー間の連携を図って
いこうということを、この中で書かれていま
した。
　ロータリーの親睦は、多くの人を知り、和
することであると思います。ロータリーの奉
仕とは、ロータリアン一人一人が個人として
奉仕の理想を実現することだと思います。し
かし、組織としてこの二つの親睦と奉仕を、
この東ロータリーが実践するには、やはり会
員一人一人の個性、また多様性がありますの
で、それを尊重しながらクラブとしての組織
の独立性を維持・堅持して、クラブの中で個
性と個性の調和を図りながら、また融和も
図っていくという方向でなければならないと
思います。
　本年度のクラブ運営方針として、「ロータ
リーを学び、ロータリアンを実行しよう」と
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させていただきました。先ほど申しましたよ
うに、「入りて奉仕を研鑽し、出でて奉仕を
実践する」ということから取らせていただき
ました。クラブ創立半世紀を迎え、さらなる
１世紀に向けて、クラブの伝統と文化を守り
ながら、変革への新しい挑戦の１年としてい
きたいと思います。インスピレーションと
なって学び、ロータリーを実行するために
は、今年の重点目標として、次の３点を掲げ
させていただきました。
　一つ目として、例会への100％出席。これ
は、クラブの伝統として変わるべき新しい価
値ある伝統が見つかるまでは、理屈抜きに継
続していきたいと思います。ロータリーの歴
史の中でもいろんな変遷を経て、奉仕の概念
から職業奉仕の概念、そして、それが人道支
援への奉仕の概念へと移り変わっておりま
す。伝統の中で100％出席というものは、今
１番大切な伝統だと思いますので、価値ある
伝統が見つかるまで、敢えて書かせてもらい
ましたが、理屈抜きに堅持していきたいとい
うふうに考えます。
　２番目に、例会の充実です。出席したくな
る例会、会員増強につながる例会、各委員会
とＳＡＡと協力して魅力ある例会づくりを目
指します。
　そして３番目、50周年記念事業の成功。沖
実行委員長、寺村副実行委員長はじめ、全会
員と水曜会の協力を得ながら、一致団結して
取り組んでまいりたいと思います。
　私なりにロータリーの精神と言いますか、
確立されていった過程を読んでみると、今年
で113、114年目になると思いますが、1905年
にシカゴＲＣが創立されて、これは親睦と事
業上の相互利益を目的とした、特定の人によ
る本当に社交クラブ的なもので発足されたと
聞いてます。そして1906年に社会奉仕の概念
というものが、ドナルド・カーター氏によっ
て提唱され、1908年、アーサー・シェルドン
によって職業奉仕の概念というものが提唱さ
れた。クラブが発足してたった３、４年の間
に今の全世界に広がっているロータリーの概
念と言いますか、ほんとの基本理念が、最初
はどこにでもある社交クラブが、百何十年続
いて、このような大きな団体になったのは、
やはりこの３、４年の間に奉仕というもの

が、ロータリーのファクターとして加わった
ということが、非常に大きいということを勉
強させられました。
　そして、例会の充実の中に職業倫理が生き
てくると思います。それぞれの業種のパイオ
ニアと言いますか、トップの方が集まってま
す。その中で、例会の中で、職業の専門性、
それぞれの職業における倫理観、そういうも
のをこの例会の食事の中で、親睦の中で、お
互いが交流し合って、切磋琢磨して、職業間
による職業奉仕というものが生まれて、それ
を地域に根ざして実行していくということ
で、進んでいければ、この例会もますます充
実してくるのではないかと思います。1番の
目標として、例会の充実を図っていきたいと
思います。
　そして、50周年の記念事業ですが、沖実行
委員長、寺村副実行委員長、そして各委員の
皆さま、水曜会の皆さまで本当に熱心に、今
進められております。これはやはり一つの融
和という形で、個性と個性がぶつかり合うの
ではなく、その過程においてはいろんな意見
があって、衝突する意見もあると思います
し、違う意見もあると思いますけれども、そ
れはバランスを取りながら、調和を図りなが
ら、成功という２文字に、物質が一つになる
ように、心が一つになって、この50周年の記
念事業が大成功を収めることも、重点目標と
して頑張っていきたいというふうに思います。
　ここまで真面目に話してまいりましたが、
時間となりました。帯状疱疹をやっておりま
して、この帯状疱疹の痛みと、いかに自分が
この1年半の猶予をいただきながら、ロータ
リーを勉強していなかったかということが切
実に分かる、この数日間でしたので、支離滅
裂なことを申し上げましたが、間違いもあっ

たかと思いますけど、よろしくお願いしたい
と思います。
　最後に、僕が学生時代にある宗教家の先生
でしたけど、「信仰と信心とは、何が違いま
すか」と聞いたときに、その先生はちょっと
考えて「信仰は学問である。信心は信心だ
よ、それでいいんじゃないですか」とひと言
で片付けられました。ロータリーも同じだと
思います。ロータリーと宗教は違うと思いま
すけど、ロータリーを学問として、学問的に
探究しているロータリアンの方と、私みたい
にただ信心という領域でロータリー活動をし
ている者との違いを痛切に感じさせられる数

週間でした。
　この１年間、皆さまとともに、私もロータ
リーを学び、そして、ロータリーを例会から
出て、地域社会に奉仕として実践していくこ
とに努めてまいりたいと思います。今年１
年、松本幹事と寺尾でございます。ご迷惑を
おかけすることが多々あると思いますが、何
とぞお許しいただきまして、会長、幹事職を
務めさせていただきます。よろしくお願いし
ます。
　これをもちまして、運営方針の発表といた
します。

７月４日

６月20日

総数
－５ 57
－6 57

出席
46
41

欠席
5
0

メイク
アップ HC出席率

79.31％

71.93％

出席率
90.57％

100％

2
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■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
高知南ＲＣ　　８月９日㈭　休会（盆休み）
高知中央ＲＣ　８月９日㈭　休会（盆休み）
高知西ＲＣ　　８月10日㈮　休会（盆休み）
高知北ＲＣ　　８月13日㈪　休会（盆休み）
高知ＲＣ　　　８月14日㈫　休会（盆休み）
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　８月14日㈫　休会（盆休み）
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　８月21日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　８月23日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　８月23日㈭　夜間例会
高知北ＲＣ　　８月27日㈪　創立記念夜間例会
高知南ＲＣ　　８月30日㈭　夜間例会

◇寺尾正生会長クラブ運営方針

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

◇臨時総会

 前年度早瀬会計に代わり、土居前幹事より
前年度の会計報告

議長　ありがとうございました。
　決算報告につきまして、ご質問等ございま
すでしょうか。
　なければ、監査報告の方を北村さんからお
願いします。

監査報告　去る６月20日、当ホテルにおいて
会計監査を行いました。通帳、領収書、会計
帳票等々の突合チェックを行いました。
　その結果、本会計処理は適切かつ正確であ
ることを確認いたしましたので、ご報告いた
します。
　監査、北村　裕

議長　ありがとうございました。
　それでは、決算並びに監査報告について、
ご承認いただけます方は、拍手をお願いしま
す。

（承認の拍手）

議長　ありがとうございます。
　続きまして、予算（案）の報告を松本幹事
の方からお願いします。

松本幹事より2018－19年度、予算（案）を説
明

議長　ありがとうございました。
　本予算（案）につきまして、何かご質問等
のある方はございませんでしょうか。
　ご賛同いただけましたら、拍手をお願いし
ます。

（承認の拍手）

議長　ありがとうございました。
　これで、議事は無事終了しました。
　申し遅れましたが、今回の臨時総会は、出
席 会 員 数 4 6 名 、 会 員 総 数 5 8 名 、 出 席 率
79.31％ということで、総会は会則に従い成
立しています。
　これで臨時総会を終了いたします。ありが
とうございました。

◇出席率報告

 ● 寺尾正生　今年１年、会長を務めさせてい
ただきます。よろしくお願い申し上げます。
入会祝いのお礼とともにニコニコします。
 ● 松本隆之　昨夜は緊張のあまり眠れません
でした。１年間、どうかよろしくお願いいた
します。入会祝い、妻の誕生祝いのお礼を兼
ねて。
 ● 前川美智子　寺尾会長、松本幹事、１年間
よろしくお願いします。
 ● 柳澤光秋　皆さまのおかげでガバナーの職
務、無事終了しました。ありがとうございま
す。最終夜間例会、トロントのため欠席。７
月１日にガバナー会、７月連休、網走でパス
トガバナー会です。
 ● 石川　健　会長職、１年間ありがとうござ
いました。今日はスカッとした気分で例会出
席しました。寺尾会長、松本幹事、ファイ
ト！
 ● 土居祐三　１年間ありがとうございました。
タイのサッカー少年が無事で良かったです。
 ● 北村　裕　入会３年でやっとタスキが取れ
ました。昼食もこれから待たずに食べられて

うれしいです。
 ● 福岡満喜子　前会長、石川さん、幹事、土
居さん、１年間ありがとうございました。寺
尾新会長、松本幹事、どうぞよろしくお願い
いたします。
 ● 武吉佳月　６月に入会させていただきまし
た。皆さま、よろしくお願いいたします。
 ● 岡﨑勇樹　これから頑張りますのでよろし
くお願いします。配偶者誕生日のお礼。
 ● 鬼田知明　岡﨑さん、武吉さん、入会おめ
でとうございます。今年１年、親睦委員会よ
ろしくお願いします。
 ● 松野宏司　６月18日の朝７時58分に発生し
たマグニチュード5.9の地震を新大阪駅のプ
ラットホームで体験しました。自然の脅威に
は為す術もなく、ただ早く収まってくれと祈
るだけでした。７時間閉じ込められて、動き
始めた新幹線に飛び乗って帰ってきました。
 ● 中平真理子　７月13日短期のウェルカムパ
ーティが得月楼でありますので、皆さま、た
くさん出席してホストファミリーを慰労して
いただけたらと思います。よろしくお願いい
たします。
 ● 山村一正　ホームページ、現在工事中です。
しばらくお待ちください。
 ● 猿田隆夫　入会記念、何年になったでしょ
うか。入会の頃を懐かしく思い出していま
す。
 ● 松岡英雄　入会記念日お礼。

 ● 浦田健治　啓ちゃん（久松さん）をスポン
サーに2005年入会し、はや13年目になりま
す。今後ともよろしくお願いします。
 ● 鬼頭愼一　入会祝いありがとう。
 ● 近森淳二　入会祝いありがとうございます。
 ● 西森やよい　平成19年７月入会からはやい
もので11年経ちました。また１年ずつ学びを
重ねてまいりたいと存じます。引き続きどう
ぞよろしくお願いいたします。武吉さん、岡
﨑さん、同級生が一気に２人も増えてうれし
いです。
 ● 西森良文　入会お礼と誕生祝いお礼。30代
で入会させていただきましたが、早くも51に
なりました。

 ● 松﨑郷輔　家内の誕生祝いありがとうござ
います。
 ● 永野正将　家内の誕生祝いありがとうござ
います。
 ● 天野禎久　家庭記念日祝いありがとうござ
います。
 ● 前田　博　会員選考委員会です。１年間、
会員の皆様のご協力よろしくお願いいたしま
す。
 ● ＳＡＡ（松野、岡、西村、八田）2018－19
年度のＳＡＡをこの４人で頑張りますのでよ
ろしくお願いいたします。
 ● サロンイースト協力金として　いつもあり
がとうございます。


