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本日　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

次週　７月25日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　各　　委　　員　　会　　発　　表

第2384回　例会報告／平成30年７月11日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんにちは。
本日は2670地区のガバ
ナー公式訪問です。それ
と、黄色いシャツの男女、
短期留学生が見えていま
す。

　先ほどのガバナーとの懇談会でも、この大
雨で愛媛県では大洲、宇和島などが大きな被
害に遭ったとのお話がありました。また短期
交換留学生も、高速道路の橋の崩壊に伴い、
国道を通って高知に入ったため、随分と時間
がかかったようです。
　後ほどガバナーからは、今年のテーマ「共
に学び、共に行動しよう」についてのお話が
あります。高知東ＲＣも地区と共に歩んでい
きたいと思います。
◇David Beniご夫妻を含め、一行30名の短

期交換留学生が来訪されました。
　ガバナーはじめ、高知東ＲＣの皆さま、本
日は温かくお迎えくださって本当にありがと
うございます。50周年おめでとうございます。
　昨日、ウェルカムランチと高知のビデオを

見せていた
だき、あり
がとうござ
いました。

◇来訪ロータリアン
　第2670地区ガバナー
　　桑原征一氏（新居浜ＲＣ）
　高知第Ⅰ分区ガバナー補佐
　　門田幹夫氏（高知南ＲＣ）
　地区代表幹事
　　安藤賢一氏（新居浜ＲＣ）
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN氏
　高知西ＲＣ　　竹内康祐氏
　高知中央ＲＣ　浜崎日美子氏
◇桑原征一ガバナーと
　バナーの交換を行い
　ました。

◇社会奉仕委員会より
　第30回浦戸湾七河川一斉清掃は、８日が大
雨のため22日に延期になりました。６時50分
集合、７時から開始。16日までに出欠の返事
をお願いします。
◇国際奉仕委員会より
　13日㈮18時半から得月樓で、短期交換留学
生のウェルカムパーティを行います。出席者
が少ないようですので、多くの出席をお願い
します。
◇幹　事　報　告
・例会終了後、ガバナー、短期交換留学生と

一緒に写真撮影を行います。
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　2018－19年度、第2670地区ガバナーを仰せ
つかりました愛媛第Ⅰ分区、新居浜ＲＣに所
属しています桑原征一と申します。どうぞよ
ろしくお願い申し上げたいと思います。
　本日は、第１回の公式訪問といたしまして、
直前パストガバナーになられました柳澤光秋
前ガバナーのホームクラブでございます、高
知東ＲＣをご訪問させていただきました。ま
ずもって柳澤光秋ガバナー、そしてまた久松
地区代表幹事、そして永野地区会計長をはじ
めといたしまして、高知東ＲＣの皆さま方、
１年間本当にお疲れ様でございました。心か
らお見舞いと申しますか、大変ご苦労様でご
ざいましたと申し上げます。
　また、本当に１年間、第2670地区の運営
を、高知東ＲＣの皆さま方がしっかりとして
いただきましたことに対しまして、心から厚
く御礼を申し上げたいと思います。本当にあ
りがとうございました。お陰をもちまして、
新年度の事業年度も、これからいよいよ船出
することができました。私どもの地区代表幹
事、安藤賢一が一緒に随行でまいっておりま
すけれども、安藤地区代表幹事が申しますに
は、本当にここまでようやくスタートできる
のは、久松さんのお陰だと。久松さんから、
本当にいろいろとご指導、ご配慮を頂戴した
お陰で、この年度がスタートできるというこ
とでございます。本当にありがとうございま
す。心から御礼申し上げたいと思います。
　さて、それではガバナーの公式訪問でござ
いますので、今年の方針から若干お話させて
いただきたいと思います。
　本年度の国際ロータリーの会長でございま
すバリー・ラシン会長は
「BE THE INSPIRATION　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。私どもインスピレーションという言葉

を聞きますと、単にひらめきとかきっかけと
か、そういう感じのものしか浮かんでこない
わけでございますけれども、決してそういう
ひらめきということではなく、何か人を変え
る、人に対してきっかけを与えて、その方に
変革をもたらす。そして共に前進をしていこ
うというような意味でございます。我々同期
のガバナーの間で、いろいろ意見の交換をさ
せていただきましたけれども、結局、そうい
う形でバリ－・ラシン会長の方針を解釈させ
ていただいております。そのような、バ
リー・ラシン会長の「インスピレーションに
なろう」、すなわち、他の人にそういう変革
のきっかけを、それとともに前進していこう
というテーマでございます。
　そのテーマを受けまして、私の本年度の地
区の方針といたしまして「共に考え、共に行
動しよう」という方針を出させていただきま
した。これにつきましては、三つの要素がご
ざいまして、まず１番目は、クラブの中で、
この高知東ＲＣの中で、メンバー同士が共に
考え、共に行動しようという意味合いを込め
させていただいています。本当に、高知東Ｒ
Ｃの皆さん方が一緒に考え、一緒に悩み、そ
して共に行動するというようなクラブ運営を
ぜひお願いを申し上げたいというところでご
ざいます。
　それから２番目は、地区とクラブというこ
とですが、ここで若干、私の経験をお話させ
ていただきますけれども、実は私は平成元年
の新居浜ＲＣの入会でございます。ロータリ
アンとしての経歴は約30年ございます。しか
しながら、この30年間のロータリアンとして
の経歴というものは、ただ単に昼の例会に出
席をして新居浜ＲＣの役割を果たすだけでご
ざいました。全く私にとりましてロータリー
活動というのは、新居浜ＲＣが全てでござい

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
121,000円

24,600円

145,600円

55円

230円

285円

121,055円

24,830円

145,885円

チビニコ 合　計

７月11日
今期の累計

まして、地区のことにつきましても、あるい
は国際ロータリーのことにつきましても、知
識としては知っておりましたけれども、実質
のところ全く体験をしていない状態でござい
ました。
　従いまして、２年ほど前にガバナーノミ
ニーデジグネイトとしまして突然引っ張り出
された状態でございます。本当に“井の中の
蛙　大海を知らず”という言葉がございます
けれども、全く井戸の中で過ごしておった者
が突然引っ張り出されて、大きな大海に放り
出されたというような状態でございました。
そういう状態の中で、初めて2670地区という
ものを経験させていただきました。正直な感
想を申し上げますと、「おっ、すごいな」と
いう感じでございました。本当に地区の中
で、いろんな方々が一生懸命、地区の委員会
活動に取り組んでおられる姿を見ました。
　浜崎さん、ここに来られてますけど、長期
委員会、短期交換委員会、そしてインターア
クト、ローターアクト、そしてRYLA、そし
てまた財団関係。またいろんな社会奉仕、そ
の他いろんな活動がございますけども、全て
の活動が、本当に素晴らしい活動をなさって
おるということを初めて知らされたような状
態でございました。
　それと同時に気がついたことは、地区の運
営は本当に一部の熱心に、献身的に努力をさ
れる方々で支えられておるんだなということ
でございました。我が地区には約3,000名の
会員がおられますけれども、ほとんどの方は
今までの私と同じように、単に知識としての
ロータリーだけで、体験ということをやって
ない。クラブと地区、あるいはそれぞれロー
タリアンお一人お一人と地区との間に、大き
な壁があるなということを感じた次第でござ
います。
　従いまして、私の方針といたしまして、
「共に考え、共に行動しよう」ということの
クラブの中でのことは当然でございますけれ
ども、クラブと地区との共同。もっともっと
地区の活動を各ロータリーの方々に知ってい
ただきたい。そしてまた知っていただくと同
時に、ぜひご支援を頂戴したいという具合に
思った次第でございます。地区の活動を本当
に献身的な一部の方々だけの活動で終わらさ

ずに、74クラブ、3,000名のロータリアンの
方々が一緒に、共に考え、共に行動するよう
な、そういう地区でありたい。そういう地区
になってもらいたいという気持ちを強く持っ
た次第でございます。
　従いまして、私はこの１年間、ガバナー年
度を各専門委員会の活動に対しまして、全面
的にバックアップをしたいと思っておりま
す。各委員会の活動に対しましては、できる
限りのご支援を申し上げたい。それと同時
に、他のロータリアンの方々にもぜひこの委
員会活動、地区の活動にご理解とご支援を賜
りますように。ぜひ地区の行事にご協力を賜
りますように。またできるだけ多くの方々が
委員会活動を通じて、地区の行事に関わって
いただきますように、広く広くそれを広めて
いきたいと言う具合に思った次第でございま
す。
　そして３番目には、地区と国際ロータ
リー、あるいはクラブと国際ロータリー。今
まで我々にとりまして国際ロータリーという
ものは、非常に遠い存在でございました。し
かしながら、例えばロータリー財団のポリオ
撲滅活動等々を考えますと、本当にそれぞれ
のクラブの活動と、国際ロータリーの活動と
は連動しておるということを感じたところで
ございます。もちろん、ＧＥＴＳと言いまし
てガバナーエレクトの研修セミナーを２回、
３回、受けさせていただきました。最終的に
はサンディエゴで国際協議会に参加をさせて
いただきました。決して洗脳されて帰ってき
たわけではございませんけれども、やはり国
際ロータリーの事業というものは、我々120
万の世界中のロータリアン一人一人の力で、
この国際ロータリーを支えておると。そして
また国際ロータリーの行事が翻って、我々の
地域にその恩恵と言いますか、そういう効果
を現していただいている。このつながりとい
うものを感じて帰ってまいりました。
　ぜひ、遠い存在であった国際ロータリーと
のつながりというものを、ぜひ皆さま方にも
大事にしていただきたいと思っております。
　本日、この席上にアメリカのニュージャー
ジから短期交換という形で、28名の学生の
方々、そしてデビッド、ダイアン・ベニご夫
妻、本当にご苦労様でございます。心からご
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■高知東ＲＣ当面の日程
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
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歓迎申し上げたいと思います。こういう形で
国際交流ができますのも、やはりロータリー
のつながりから来ていると思います。ぜひこ
の国際交流というものを大事にしていきたい
という具合に考えておる次第でございます。
　それと同時に、私が方針といたしまして、
クラブの中、クラブと地区、そしてクラブ・
地区と国際ロータリーと三つの、共に考え、
共に行動しようということを申し上げたわけ
ですけども、一つだけ忘れておったものがご
ざいます。それは、地域社会とのつながりで
ございます。皆さま方が今現在、住まわれて
おる高知市、高知県、この地域社会の方々と
の共同というものも、ぜひロータリークラブ
の活動の中に取り入れていただきたいと思っ
ております。
　今、国際ロータリーといたしましては、
ロータリーの公共イメージの向上ということ
に大変力を入れてございます。なかなかロー
タリーの活動が地域の方々にご理解いただけ
ない。ロータリークラブというものが、そも
そもどういうものか、地域の方々に分かって
いただけないということでございますけれど
も、これは、言葉を代えていいますと、地域
の方々にとって必要な事業を本当にやってお
るかどうか、ということにつながってくるの
ではないかと思います。皆さま方がクラブの
中で一緒に考えていただきまして、地域の
方々と、地域の方々のニーズを、今必要とす
るものをしっかりと考えていただいて、そし
て、その事業に取り組んでいけば、必ずそれ
が地域の方々にとって、ロータリークラブの
存在意義は上がってくるものだと思っており
ます。そしてまたそれが、公共イメージの向
上に自然につながってくる。そして、ロータ
リークラブがそんな素晴らしい活動をやって
いるのであればということで、会員拡大にも
つながるという具合に思っております。
　基本は一つだろうと思います。本当に奉仕
活動をするのであれば、本当に必要な、地域
の方々にとりましても必要な奉仕活動をする
ことが、ロータリークラブの役割であろうと
思います。どうか皆さま方、この「共に考
え、共に行動しよう」ということは、クラブ
の中で会員同士が、そしてクラブと地区が、
そして国際ロータリーと地区、あるいは皆さ

ま方のクラブ、そしてまた地域社会と、この
ような形でぜひいろいろと考え、そして共に
行動しようと。バリー・ラシン会長の「イン
スピレーションになろう」ということは、共
に前進しようと。地域の方々、あるいはロー
タリアンに変革のきっかけを与えた上で、と
もに前進しようということでございます。ぜ
ひ、そのような形で１年間の活動を行ってい
ただきまして、高知東ＲＣのますますの発展、
高知県、高知市、また関係の皆さま方のご発
展に役立てれば幸いだと思っております。
　それと最後に、高知東ＲＣの皆さま方に敬
意を表させていただきますけども、この20年
以上100％出席を継続されていることを、心
からお慶び、敬意を表させていただきたいと
思います。実は、私の所属している新居浜Ｒ
Ｃも昭和27年創立以来、現在65年ぐらいにな
りますけども、65年間と言いたいところです
が、４回か５回切れていますけれども、ほぼ
ほぼ65年間100％例会を継続しています。1度
切れ、もう一度100％をやり、５年か10年
経ってまた切れ、さらにそれをまた100％を
続けるということでございました。私の気持
ちの中では、65年間のこの新居浜ＲＣの歴史
は100％出席を続けてきた歴史であるという
具合に思っています。４回か５回途中で切れ
たことはございますけれども、気持ちは
100％例会でございます。
　ぜひ、皆さま方も100％例会を継続してい
ただきますように、心からお祈り申し上げま
して、またますますのご発展をお祈り申し上
げまして、ご挨拶とさせていただきたいと思
います。
　また、ガバナー補佐の門田先生には、大変
お世話になりました。本来、私がお伺いし
て、詳しくお話を頂戴しなければならないと
ころ、門田先生が全部代わりに聞いていただ
きました。私は何もすることがないというこ
とでございます。柳澤直前ガバナーをはじめ
とする高知東ＲＣの皆さま方の１年間のご苦
労に、心からの敬意を表し、その上でご挨拶
とさせていただきたいと思います。本当にど
うもお疲れ様でございました。今後とも、１
年間よろしくお願い申し上げます。　
　以上でございます。どうもありがとうござ
いました。

◇出席率報告

 ● 桑原征一ガバナー　本日はお世話になりま
す。
 ● 門田幹夫ガバナー補佐　本日はお世話にな
ります。
 ● 竹内康祐（短期交換委員・高知西ＲＣ）　
日ごろより、短期交換プログラムへのご理
解、ご協力ありがとうございます。本日、午
前中、高知さんさんテレビの社内見学に行っ
てまいりました。大雨報道の関係で、放送日
が未定ですが、今日夕方以降、近日中に学生
さんたちの姿が画面に映ります。どうぞ、気
に掛けていただければ！
 ● 寺尾正生　なんと、第１回、初回の公式訪
問で、ガバナーを交換するところでした。桑
原ガバナー、申しわけございませんでした。
 ● 松本隆之　本日は桑原ガバナー、短期交換
留学生の皆さま、お越しいただきありがとう
ございました。
 ● 柳澤光秋　ガバナー公式訪問、ありがとう

ございます。
 ● 久松啓一　入会祝品、ありがとうございま
した。
 ● 八田聡子　先週のニコニコの発表の後、遅
刻・早退の件数をお伝えし忘れてしまいまし
た。初回早々にミスをしてしまい、申しわけ
ございませんでした。詰めが甘く、私らしい
出来事でした。今さらですが、先週の遅刻・
早退は４件です。今週は西村美香さんが発表
してくださるので、間違うことはないと思い
ます。あと、今年度はニコニコの発表時に、
ニックネームを読み上げることをやめていま
す。松本幹事には、事前に了承をいただいて
いますが、これもまた読み上げた八田のミス
だと思い、心配される方もいらっしゃいます
ので、念のためにご報告しておきます。ニッ
クネームはニコニコ発表以外の場で活用して
いただけたらと思います。
 ● 西村美香　先週、昨年度親睦委員会の打ち
上げを新阪急ホテル崋山さんで行い、豪華鉄
板焼きディナーを堪能しました。２次会のお
つりをニコニコへ。　　
 ● 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　１件

◇ガバナーアドレス 第2670地区ガバナー  桑原　征一 氏（新居浜ＲＣ）
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本日　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

次週　７月25日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　各　　委　　員　　会　　発　　表

第2384回　例会報告／平成30年７月11日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんにちは。
本日は2670地区のガバ
ナー公式訪問です。それ
と、黄色いシャツの男女、
短期留学生が見えていま
す。

　先ほどのガバナーとの懇談会でも、この大
雨で愛媛県では大洲、宇和島などが大きな被
害に遭ったとのお話がありました。また短期
交換留学生も、高速道路の橋の崩壊に伴い、
国道を通って高知に入ったため、随分と時間
がかかったようです。
　後ほどガバナーからは、今年のテーマ「共
に学び、共に行動しよう」についてのお話が
あります。高知東ＲＣも地区と共に歩んでい
きたいと思います。
◇David Beniご夫妻を含め、一行30名の短

期交換留学生が来訪されました。
　ガバナーはじめ、高知東ＲＣの皆さま、本
日は温かくお迎えくださって本当にありがと
うございます。50周年おめでとうございます。
　昨日、ウェルカムランチと高知のビデオを

見せていた
だき、あり
がとうござ
いました。

◇来訪ロータリアン
　第2670地区ガバナー
　　桑原征一氏（新居浜ＲＣ）
　高知第Ⅰ分区ガバナー補佐
　　門田幹夫氏（高知南ＲＣ）
　地区代表幹事
　　安藤賢一氏（新居浜ＲＣ）
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN氏
　高知西ＲＣ　　竹内康祐氏
　高知中央ＲＣ　浜崎日美子氏
◇桑原征一ガバナーと
　バナーの交換を行い
　ました。

◇社会奉仕委員会より
　第30回浦戸湾七河川一斉清掃は、８日が大
雨のため22日に延期になりました。６時50分
集合、７時から開始。16日までに出欠の返事
をお願いします。
◇国際奉仕委員会より
　13日㈮18時半から得月樓で、短期交換留学
生のウェルカムパーティを行います。出席者
が少ないようですので、多くの出席をお願い
します。
◇幹　事　報　告
・例会終了後、ガバナー、短期交換留学生と

一緒に写真撮影を行います。
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　2018－19年度、第2670地区ガバナーを仰せ
つかりました愛媛第Ⅰ分区、新居浜ＲＣに所
属しています桑原征一と申します。どうぞよ
ろしくお願い申し上げたいと思います。
　本日は、第１回の公式訪問といたしまして、
直前パストガバナーになられました柳澤光秋
前ガバナーのホームクラブでございます、高
知東ＲＣをご訪問させていただきました。ま
ずもって柳澤光秋ガバナー、そしてまた久松
地区代表幹事、そして永野地区会計長をはじ
めといたしまして、高知東ＲＣの皆さま方、
１年間本当にお疲れ様でございました。心か
らお見舞いと申しますか、大変ご苦労様でご
ざいましたと申し上げます。
　また、本当に１年間、第2670地区の運営
を、高知東ＲＣの皆さま方がしっかりとして
いただきましたことに対しまして、心から厚
く御礼を申し上げたいと思います。本当にあ
りがとうございました。お陰をもちまして、
新年度の事業年度も、これからいよいよ船出
することができました。私どもの地区代表幹
事、安藤賢一が一緒に随行でまいっておりま
すけれども、安藤地区代表幹事が申しますに
は、本当にここまでようやくスタートできる
のは、久松さんのお陰だと。久松さんから、
本当にいろいろとご指導、ご配慮を頂戴した
お陰で、この年度がスタートできるというこ
とでございます。本当にありがとうございま
す。心から御礼申し上げたいと思います。
　さて、それではガバナーの公式訪問でござ
いますので、今年の方針から若干お話させて
いただきたいと思います。
　本年度の国際ロータリーの会長でございま
すバリー・ラシン会長は
「BE THE INSPIRATION　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。私どもインスピレーションという言葉

を聞きますと、単にひらめきとかきっかけと
か、そういう感じのものしか浮かんでこない
わけでございますけれども、決してそういう
ひらめきということではなく、何か人を変え
る、人に対してきっかけを与えて、その方に
変革をもたらす。そして共に前進をしていこ
うというような意味でございます。我々同期
のガバナーの間で、いろいろ意見の交換をさ
せていただきましたけれども、結局、そうい
う形でバリ－・ラシン会長の方針を解釈させ
ていただいております。そのような、バ
リー・ラシン会長の「インスピレーションに
なろう」、すなわち、他の人にそういう変革
のきっかけを、それとともに前進していこう
というテーマでございます。
　そのテーマを受けまして、私の本年度の地
区の方針といたしまして「共に考え、共に行
動しよう」という方針を出させていただきま
した。これにつきましては、三つの要素がご
ざいまして、まず１番目は、クラブの中で、
この高知東ＲＣの中で、メンバー同士が共に
考え、共に行動しようという意味合いを込め
させていただいています。本当に、高知東Ｒ
Ｃの皆さん方が一緒に考え、一緒に悩み、そ
して共に行動するというようなクラブ運営を
ぜひお願いを申し上げたいというところでご
ざいます。
　それから２番目は、地区とクラブというこ
とですが、ここで若干、私の経験をお話させ
ていただきますけれども、実は私は平成元年
の新居浜ＲＣの入会でございます。ロータリ
アンとしての経歴は約30年ございます。しか
しながら、この30年間のロータリアンとして
の経歴というものは、ただ単に昼の例会に出
席をして新居浜ＲＣの役割を果たすだけでご
ざいました。全く私にとりましてロータリー
活動というのは、新居浜ＲＣが全てでござい

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
121,000円

24,600円

145,600円

55円

230円

285円

121,055円

24,830円

145,885円

チビニコ 合　計

７月11日
今期の累計

まして、地区のことにつきましても、あるい
は国際ロータリーのことにつきましても、知
識としては知っておりましたけれども、実質
のところ全く体験をしていない状態でござい
ました。
　従いまして、２年ほど前にガバナーノミ
ニーデジグネイトとしまして突然引っ張り出
された状態でございます。本当に“井の中の
蛙　大海を知らず”という言葉がございます
けれども、全く井戸の中で過ごしておった者
が突然引っ張り出されて、大きな大海に放り
出されたというような状態でございました。
そういう状態の中で、初めて2670地区という
ものを経験させていただきました。正直な感
想を申し上げますと、「おっ、すごいな」と
いう感じでございました。本当に地区の中
で、いろんな方々が一生懸命、地区の委員会
活動に取り組んでおられる姿を見ました。
　浜崎さん、ここに来られてますけど、長期
委員会、短期交換委員会、そしてインターア
クト、ローターアクト、そしてRYLA、そし
てまた財団関係。またいろんな社会奉仕、そ
の他いろんな活動がございますけども、全て
の活動が、本当に素晴らしい活動をなさって
おるということを初めて知らされたような状
態でございました。
　それと同時に気がついたことは、地区の運
営は本当に一部の熱心に、献身的に努力をさ
れる方々で支えられておるんだなということ
でございました。我が地区には約3,000名の
会員がおられますけれども、ほとんどの方は
今までの私と同じように、単に知識としての
ロータリーだけで、体験ということをやって
ない。クラブと地区、あるいはそれぞれロー
タリアンお一人お一人と地区との間に、大き
な壁があるなということを感じた次第でござ
います。
　従いまして、私の方針といたしまして、
「共に考え、共に行動しよう」ということの
クラブの中でのことは当然でございますけれ
ども、クラブと地区との共同。もっともっと
地区の活動を各ロータリーの方々に知ってい
ただきたい。そしてまた知っていただくと同
時に、ぜひご支援を頂戴したいという具合に
思った次第でございます。地区の活動を本当
に献身的な一部の方々だけの活動で終わらさ

ずに、74クラブ、3,000名のロータリアンの
方々が一緒に、共に考え、共に行動するよう
な、そういう地区でありたい。そういう地区
になってもらいたいという気持ちを強く持っ
た次第でございます。
　従いまして、私はこの１年間、ガバナー年
度を各専門委員会の活動に対しまして、全面
的にバックアップをしたいと思っておりま
す。各委員会の活動に対しましては、できる
限りのご支援を申し上げたい。それと同時
に、他のロータリアンの方々にもぜひこの委
員会活動、地区の活動にご理解とご支援を賜
りますように。ぜひ地区の行事にご協力を賜
りますように。またできるだけ多くの方々が
委員会活動を通じて、地区の行事に関わって
いただきますように、広く広くそれを広めて
いきたいと言う具合に思った次第でございま
す。
　そして３番目には、地区と国際ロータ
リー、あるいはクラブと国際ロータリー。今
まで我々にとりまして国際ロータリーという
ものは、非常に遠い存在でございました。し
かしながら、例えばロータリー財団のポリオ
撲滅活動等々を考えますと、本当にそれぞれ
のクラブの活動と、国際ロータリーの活動と
は連動しておるということを感じたところで
ございます。もちろん、ＧＥＴＳと言いまし
てガバナーエレクトの研修セミナーを２回、
３回、受けさせていただきました。最終的に
はサンディエゴで国際協議会に参加をさせて
いただきました。決して洗脳されて帰ってき
たわけではございませんけれども、やはり国
際ロータリーの事業というものは、我々120
万の世界中のロータリアン一人一人の力で、
この国際ロータリーを支えておると。そして
また国際ロータリーの行事が翻って、我々の
地域にその恩恵と言いますか、そういう効果
を現していただいている。このつながりとい
うものを感じて帰ってまいりました。
　ぜひ、遠い存在であった国際ロータリーと
のつながりというものを、ぜひ皆さま方にも
大事にしていただきたいと思っております。
　本日、この席上にアメリカのニュージャー
ジから短期交換という形で、28名の学生の
方々、そしてデビッド、ダイアン・ベニご夫
妻、本当にご苦労様でございます。心からご

７月11日

６月27日
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88.89％
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■高知東ＲＣ当面の日程
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
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歓迎申し上げたいと思います。こういう形で
国際交流ができますのも、やはりロータリー
のつながりから来ていると思います。ぜひこ
の国際交流というものを大事にしていきたい
という具合に考えておる次第でございます。
　それと同時に、私が方針といたしまして、
クラブの中、クラブと地区、そしてクラブ・
地区と国際ロータリーと三つの、共に考え、
共に行動しようということを申し上げたわけ
ですけども、一つだけ忘れておったものがご
ざいます。それは、地域社会とのつながりで
ございます。皆さま方が今現在、住まわれて
おる高知市、高知県、この地域社会の方々と
の共同というものも、ぜひロータリークラブ
の活動の中に取り入れていただきたいと思っ
ております。
　今、国際ロータリーといたしましては、
ロータリーの公共イメージの向上ということ
に大変力を入れてございます。なかなかロー
タリーの活動が地域の方々にご理解いただけ
ない。ロータリークラブというものが、そも
そもどういうものか、地域の方々に分かって
いただけないということでございますけれど
も、これは、言葉を代えていいますと、地域
の方々にとって必要な事業を本当にやってお
るかどうか、ということにつながってくるの
ではないかと思います。皆さま方がクラブの
中で一緒に考えていただきまして、地域の
方々と、地域の方々のニーズを、今必要とす
るものをしっかりと考えていただいて、そし
て、その事業に取り組んでいけば、必ずそれ
が地域の方々にとって、ロータリークラブの
存在意義は上がってくるものだと思っており
ます。そしてまたそれが、公共イメージの向
上に自然につながってくる。そして、ロータ
リークラブがそんな素晴らしい活動をやって
いるのであればということで、会員拡大にも
つながるという具合に思っております。
　基本は一つだろうと思います。本当に奉仕
活動をするのであれば、本当に必要な、地域
の方々にとりましても必要な奉仕活動をする
ことが、ロータリークラブの役割であろうと
思います。どうか皆さま方、この「共に考
え、共に行動しよう」ということは、クラブ
の中で会員同士が、そしてクラブと地区が、
そして国際ロータリーと地区、あるいは皆さ

ま方のクラブ、そしてまた地域社会と、この
ような形でぜひいろいろと考え、そして共に
行動しようと。バリー・ラシン会長の「イン
スピレーションになろう」ということは、共
に前進しようと。地域の方々、あるいはロー
タリアンに変革のきっかけを与えた上で、と
もに前進しようということでございます。ぜ
ひ、そのような形で１年間の活動を行ってい
ただきまして、高知東ＲＣのますますの発展、
高知県、高知市、また関係の皆さま方のご発
展に役立てれば幸いだと思っております。
　それと最後に、高知東ＲＣの皆さま方に敬
意を表させていただきますけども、この20年
以上100％出席を継続されていることを、心
からお慶び、敬意を表させていただきたいと
思います。実は、私の所属している新居浜Ｒ
Ｃも昭和27年創立以来、現在65年ぐらいにな
りますけども、65年間と言いたいところです
が、４回か５回切れていますけれども、ほぼ
ほぼ65年間100％例会を継続しています。1度
切れ、もう一度100％をやり、５年か10年
経ってまた切れ、さらにそれをまた100％を
続けるということでございました。私の気持
ちの中では、65年間のこの新居浜ＲＣの歴史
は100％出席を続けてきた歴史であるという
具合に思っています。４回か５回途中で切れ
たことはございますけれども、気持ちは
100％例会でございます。
　ぜひ、皆さま方も100％例会を継続してい
ただきますように、心からお祈り申し上げま
して、またますますのご発展をお祈り申し上
げまして、ご挨拶とさせていただきたいと思
います。
　また、ガバナー補佐の門田先生には、大変
お世話になりました。本来、私がお伺いし
て、詳しくお話を頂戴しなければならないと
ころ、門田先生が全部代わりに聞いていただ
きました。私は何もすることがないというこ
とでございます。柳澤直前ガバナーをはじめ
とする高知東ＲＣの皆さま方の１年間のご苦
労に、心からの敬意を表し、その上でご挨拶
とさせていただきたいと思います。本当にど
うもお疲れ様でございました。今後とも、１
年間よろしくお願い申し上げます。　
　以上でございます。どうもありがとうござ
いました。

◇出席率報告

 ● 桑原征一ガバナー　本日はお世話になりま
す。
 ● 門田幹夫ガバナー補佐　本日はお世話にな
ります。
 ● 竹内康祐（短期交換委員・高知西ＲＣ）　
日ごろより、短期交換プログラムへのご理
解、ご協力ありがとうございます。本日、午
前中、高知さんさんテレビの社内見学に行っ
てまいりました。大雨報道の関係で、放送日
が未定ですが、今日夕方以降、近日中に学生
さんたちの姿が画面に映ります。どうぞ、気
に掛けていただければ！
 ● 寺尾正生　なんと、第１回、初回の公式訪
問で、ガバナーを交換するところでした。桑
原ガバナー、申しわけございませんでした。
 ● 松本隆之　本日は桑原ガバナー、短期交換
留学生の皆さま、お越しいただきありがとう
ございました。
 ● 柳澤光秋　ガバナー公式訪問、ありがとう

ございます。
 ● 久松啓一　入会祝品、ありがとうございま
した。
 ● 八田聡子　先週のニコニコの発表の後、遅
刻・早退の件数をお伝えし忘れてしまいまし
た。初回早々にミスをしてしまい、申しわけ
ございませんでした。詰めが甘く、私らしい
出来事でした。今さらですが、先週の遅刻・
早退は４件です。今週は西村美香さんが発表
してくださるので、間違うことはないと思い
ます。あと、今年度はニコニコの発表時に、
ニックネームを読み上げることをやめていま
す。松本幹事には、事前に了承をいただいて
いますが、これもまた読み上げた八田のミス
だと思い、心配される方もいらっしゃいます
ので、念のためにご報告しておきます。ニッ
クネームはニコニコ発表以外の場で活用して
いただけたらと思います。
 ● 西村美香　先週、昨年度親睦委員会の打ち
上げを新阪急ホテル崋山さんで行い、豪華鉄
板焼きディナーを堪能しました。２次会のお
つりをニコニコへ。　　
 ● 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　１件

◇ガバナーアドレス 第2670地区ガバナー  桑原　征一 氏（新居浜ＲＣ）
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本日　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

次週　７月25日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　各　　委　　員　　会　　発　　表

第2384回　例会報告／平成30年７月11日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんにちは。
本日は2670地区のガバ
ナー公式訪問です。それ
と、黄色いシャツの男女、
短期留学生が見えていま
す。

　先ほどのガバナーとの懇談会でも、この大
雨で愛媛県では大洲、宇和島などが大きな被
害に遭ったとのお話がありました。また短期
交換留学生も、高速道路の橋の崩壊に伴い、
国道を通って高知に入ったため、随分と時間
がかかったようです。
　後ほどガバナーからは、今年のテーマ「共
に学び、共に行動しよう」についてのお話が
あります。高知東ＲＣも地区と共に歩んでい
きたいと思います。
◇David Beniご夫妻を含め、一行30名の短

期交換留学生が来訪されました。
　ガバナーはじめ、高知東ＲＣの皆さま、本
日は温かくお迎えくださって本当にありがと
うございます。50周年おめでとうございます。
　昨日、ウェルカムランチと高知のビデオを

見せていた
だき、あり
がとうござ
いました。

◇来訪ロータリアン
　第2670地区ガバナー
　　桑原征一氏（新居浜ＲＣ）
　高知第Ⅰ分区ガバナー補佐
　　門田幹夫氏（高知南ＲＣ）
　地区代表幹事
　　安藤賢一氏（新居浜ＲＣ）
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN氏
　高知西ＲＣ　　竹内康祐氏
　高知中央ＲＣ　浜崎日美子氏
◇桑原征一ガバナーと
　バナーの交換を行い
　ました。

◇社会奉仕委員会より
　第30回浦戸湾七河川一斉清掃は、８日が大
雨のため22日に延期になりました。６時50分
集合、７時から開始。16日までに出欠の返事
をお願いします。
◇国際奉仕委員会より
　13日㈮18時半から得月樓で、短期交換留学
生のウェルカムパーティを行います。出席者
が少ないようですので、多くの出席をお願い
します。
◇幹　事　報　告
・例会終了後、ガバナー、短期交換留学生と

一緒に写真撮影を行います。
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　2018－19年度、第2670地区ガバナーを仰せ
つかりました愛媛第Ⅰ分区、新居浜ＲＣに所
属しています桑原征一と申します。どうぞよ
ろしくお願い申し上げたいと思います。
　本日は、第１回の公式訪問といたしまして、
直前パストガバナーになられました柳澤光秋
前ガバナーのホームクラブでございます、高
知東ＲＣをご訪問させていただきました。ま
ずもって柳澤光秋ガバナー、そしてまた久松
地区代表幹事、そして永野地区会計長をはじ
めといたしまして、高知東ＲＣの皆さま方、
１年間本当にお疲れ様でございました。心か
らお見舞いと申しますか、大変ご苦労様でご
ざいましたと申し上げます。
　また、本当に１年間、第2670地区の運営
を、高知東ＲＣの皆さま方がしっかりとして
いただきましたことに対しまして、心から厚
く御礼を申し上げたいと思います。本当にあ
りがとうございました。お陰をもちまして、
新年度の事業年度も、これからいよいよ船出
することができました。私どもの地区代表幹
事、安藤賢一が一緒に随行でまいっておりま
すけれども、安藤地区代表幹事が申しますに
は、本当にここまでようやくスタートできる
のは、久松さんのお陰だと。久松さんから、
本当にいろいろとご指導、ご配慮を頂戴した
お陰で、この年度がスタートできるというこ
とでございます。本当にありがとうございま
す。心から御礼申し上げたいと思います。
　さて、それではガバナーの公式訪問でござ
いますので、今年の方針から若干お話させて
いただきたいと思います。
　本年度の国際ロータリーの会長でございま
すバリー・ラシン会長は
「BE THE INSPIRATION　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。私どもインスピレーションという言葉

を聞きますと、単にひらめきとかきっかけと
か、そういう感じのものしか浮かんでこない
わけでございますけれども、決してそういう
ひらめきということではなく、何か人を変え
る、人に対してきっかけを与えて、その方に
変革をもたらす。そして共に前進をしていこ
うというような意味でございます。我々同期
のガバナーの間で、いろいろ意見の交換をさ
せていただきましたけれども、結局、そうい
う形でバリ－・ラシン会長の方針を解釈させ
ていただいております。そのような、バ
リー・ラシン会長の「インスピレーションに
なろう」、すなわち、他の人にそういう変革
のきっかけを、それとともに前進していこう
というテーマでございます。
　そのテーマを受けまして、私の本年度の地
区の方針といたしまして「共に考え、共に行
動しよう」という方針を出させていただきま
した。これにつきましては、三つの要素がご
ざいまして、まず１番目は、クラブの中で、
この高知東ＲＣの中で、メンバー同士が共に
考え、共に行動しようという意味合いを込め
させていただいています。本当に、高知東Ｒ
Ｃの皆さん方が一緒に考え、一緒に悩み、そ
して共に行動するというようなクラブ運営を
ぜひお願いを申し上げたいというところでご
ざいます。
　それから２番目は、地区とクラブというこ
とですが、ここで若干、私の経験をお話させ
ていただきますけれども、実は私は平成元年
の新居浜ＲＣの入会でございます。ロータリ
アンとしての経歴は約30年ございます。しか
しながら、この30年間のロータリアンとして
の経歴というものは、ただ単に昼の例会に出
席をして新居浜ＲＣの役割を果たすだけでご
ざいました。全く私にとりましてロータリー
活動というのは、新居浜ＲＣが全てでござい

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
121,000円

24,600円

145,600円

55円

230円

285円

121,055円

24,830円

145,885円

チビニコ 合　計

７月11日
今期の累計

まして、地区のことにつきましても、あるい
は国際ロータリーのことにつきましても、知
識としては知っておりましたけれども、実質
のところ全く体験をしていない状態でござい
ました。
　従いまして、２年ほど前にガバナーノミ
ニーデジグネイトとしまして突然引っ張り出
された状態でございます。本当に“井の中の
蛙　大海を知らず”という言葉がございます
けれども、全く井戸の中で過ごしておった者
が突然引っ張り出されて、大きな大海に放り
出されたというような状態でございました。
そういう状態の中で、初めて2670地区という
ものを経験させていただきました。正直な感
想を申し上げますと、「おっ、すごいな」と
いう感じでございました。本当に地区の中
で、いろんな方々が一生懸命、地区の委員会
活動に取り組んでおられる姿を見ました。
　浜崎さん、ここに来られてますけど、長期
委員会、短期交換委員会、そしてインターア
クト、ローターアクト、そしてRYLA、そし
てまた財団関係。またいろんな社会奉仕、そ
の他いろんな活動がございますけども、全て
の活動が、本当に素晴らしい活動をなさって
おるということを初めて知らされたような状
態でございました。
　それと同時に気がついたことは、地区の運
営は本当に一部の熱心に、献身的に努力をさ
れる方々で支えられておるんだなということ
でございました。我が地区には約3,000名の
会員がおられますけれども、ほとんどの方は
今までの私と同じように、単に知識としての
ロータリーだけで、体験ということをやって
ない。クラブと地区、あるいはそれぞれロー
タリアンお一人お一人と地区との間に、大き
な壁があるなということを感じた次第でござ
います。
　従いまして、私の方針といたしまして、
「共に考え、共に行動しよう」ということの
クラブの中でのことは当然でございますけれ
ども、クラブと地区との共同。もっともっと
地区の活動を各ロータリーの方々に知ってい
ただきたい。そしてまた知っていただくと同
時に、ぜひご支援を頂戴したいという具合に
思った次第でございます。地区の活動を本当
に献身的な一部の方々だけの活動で終わらさ

ずに、74クラブ、3,000名のロータリアンの
方々が一緒に、共に考え、共に行動するよう
な、そういう地区でありたい。そういう地区
になってもらいたいという気持ちを強く持っ
た次第でございます。
　従いまして、私はこの１年間、ガバナー年
度を各専門委員会の活動に対しまして、全面
的にバックアップをしたいと思っておりま
す。各委員会の活動に対しましては、できる
限りのご支援を申し上げたい。それと同時
に、他のロータリアンの方々にもぜひこの委
員会活動、地区の活動にご理解とご支援を賜
りますように。ぜひ地区の行事にご協力を賜
りますように。またできるだけ多くの方々が
委員会活動を通じて、地区の行事に関わって
いただきますように、広く広くそれを広めて
いきたいと言う具合に思った次第でございま
す。
　そして３番目には、地区と国際ロータ
リー、あるいはクラブと国際ロータリー。今
まで我々にとりまして国際ロータリーという
ものは、非常に遠い存在でございました。し
かしながら、例えばロータリー財団のポリオ
撲滅活動等々を考えますと、本当にそれぞれ
のクラブの活動と、国際ロータリーの活動と
は連動しておるということを感じたところで
ございます。もちろん、ＧＥＴＳと言いまし
てガバナーエレクトの研修セミナーを２回、
３回、受けさせていただきました。最終的に
はサンディエゴで国際協議会に参加をさせて
いただきました。決して洗脳されて帰ってき
たわけではございませんけれども、やはり国
際ロータリーの事業というものは、我々120
万の世界中のロータリアン一人一人の力で、
この国際ロータリーを支えておると。そして
また国際ロータリーの行事が翻って、我々の
地域にその恩恵と言いますか、そういう効果
を現していただいている。このつながりとい
うものを感じて帰ってまいりました。
　ぜひ、遠い存在であった国際ロータリーと
のつながりというものを、ぜひ皆さま方にも
大事にしていただきたいと思っております。
　本日、この席上にアメリカのニュージャー
ジから短期交換という形で、28名の学生の
方々、そしてデビッド、ダイアン・ベニご夫
妻、本当にご苦労様でございます。心からご

７月11日

６月27日

総数
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出席
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6
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アップ HC出席率

72.41％
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出席率
88.89％

100％

6
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■高知東ＲＣ当面の日程
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
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歓迎申し上げたいと思います。こういう形で
国際交流ができますのも、やはりロータリー
のつながりから来ていると思います。ぜひこ
の国際交流というものを大事にしていきたい
という具合に考えておる次第でございます。
　それと同時に、私が方針といたしまして、
クラブの中、クラブと地区、そしてクラブ・
地区と国際ロータリーと三つの、共に考え、
共に行動しようということを申し上げたわけ
ですけども、一つだけ忘れておったものがご
ざいます。それは、地域社会とのつながりで
ございます。皆さま方が今現在、住まわれて
おる高知市、高知県、この地域社会の方々と
の共同というものも、ぜひロータリークラブ
の活動の中に取り入れていただきたいと思っ
ております。
　今、国際ロータリーといたしましては、
ロータリーの公共イメージの向上ということ
に大変力を入れてございます。なかなかロー
タリーの活動が地域の方々にご理解いただけ
ない。ロータリークラブというものが、そも
そもどういうものか、地域の方々に分かって
いただけないということでございますけれど
も、これは、言葉を代えていいますと、地域
の方々にとって必要な事業を本当にやってお
るかどうか、ということにつながってくるの
ではないかと思います。皆さま方がクラブの
中で一緒に考えていただきまして、地域の
方々と、地域の方々のニーズを、今必要とす
るものをしっかりと考えていただいて、そし
て、その事業に取り組んでいけば、必ずそれ
が地域の方々にとって、ロータリークラブの
存在意義は上がってくるものだと思っており
ます。そしてまたそれが、公共イメージの向
上に自然につながってくる。そして、ロータ
リークラブがそんな素晴らしい活動をやって
いるのであればということで、会員拡大にも
つながるという具合に思っております。
　基本は一つだろうと思います。本当に奉仕
活動をするのであれば、本当に必要な、地域
の方々にとりましても必要な奉仕活動をする
ことが、ロータリークラブの役割であろうと
思います。どうか皆さま方、この「共に考
え、共に行動しよう」ということは、クラブ
の中で会員同士が、そしてクラブと地区が、
そして国際ロータリーと地区、あるいは皆さ

ま方のクラブ、そしてまた地域社会と、この
ような形でぜひいろいろと考え、そして共に
行動しようと。バリー・ラシン会長の「イン
スピレーションになろう」ということは、共
に前進しようと。地域の方々、あるいはロー
タリアンに変革のきっかけを与えた上で、と
もに前進しようということでございます。ぜ
ひ、そのような形で１年間の活動を行ってい
ただきまして、高知東ＲＣのますますの発展、
高知県、高知市、また関係の皆さま方のご発
展に役立てれば幸いだと思っております。
　それと最後に、高知東ＲＣの皆さま方に敬
意を表させていただきますけども、この20年
以上100％出席を継続されていることを、心
からお慶び、敬意を表させていただきたいと
思います。実は、私の所属している新居浜Ｒ
Ｃも昭和27年創立以来、現在65年ぐらいにな
りますけども、65年間と言いたいところです
が、４回か５回切れていますけれども、ほぼ
ほぼ65年間100％例会を継続しています。1度
切れ、もう一度100％をやり、５年か10年
経ってまた切れ、さらにそれをまた100％を
続けるということでございました。私の気持
ちの中では、65年間のこの新居浜ＲＣの歴史
は100％出席を続けてきた歴史であるという
具合に思っています。４回か５回途中で切れ
たことはございますけれども、気持ちは
100％例会でございます。
　ぜひ、皆さま方も100％例会を継続してい
ただきますように、心からお祈り申し上げま
して、またますますのご発展をお祈り申し上
げまして、ご挨拶とさせていただきたいと思
います。
　また、ガバナー補佐の門田先生には、大変
お世話になりました。本来、私がお伺いし
て、詳しくお話を頂戴しなければならないと
ころ、門田先生が全部代わりに聞いていただ
きました。私は何もすることがないというこ
とでございます。柳澤直前ガバナーをはじめ
とする高知東ＲＣの皆さま方の１年間のご苦
労に、心からの敬意を表し、その上でご挨拶
とさせていただきたいと思います。本当にど
うもお疲れ様でございました。今後とも、１
年間よろしくお願い申し上げます。　
　以上でございます。どうもありがとうござ
いました。

◇出席率報告

 ● 桑原征一ガバナー　本日はお世話になりま
す。
 ● 門田幹夫ガバナー補佐　本日はお世話にな
ります。
 ● 竹内康祐（短期交換委員・高知西ＲＣ）　
日ごろより、短期交換プログラムへのご理
解、ご協力ありがとうございます。本日、午
前中、高知さんさんテレビの社内見学に行っ
てまいりました。大雨報道の関係で、放送日
が未定ですが、今日夕方以降、近日中に学生
さんたちの姿が画面に映ります。どうぞ、気
に掛けていただければ！
 ● 寺尾正生　なんと、第１回、初回の公式訪
問で、ガバナーを交換するところでした。桑
原ガバナー、申しわけございませんでした。
 ● 松本隆之　本日は桑原ガバナー、短期交換
留学生の皆さま、お越しいただきありがとう
ございました。
 ● 柳澤光秋　ガバナー公式訪問、ありがとう

ございます。
 ● 久松啓一　入会祝品、ありがとうございま
した。
 ● 八田聡子　先週のニコニコの発表の後、遅
刻・早退の件数をお伝えし忘れてしまいまし
た。初回早々にミスをしてしまい、申しわけ
ございませんでした。詰めが甘く、私らしい
出来事でした。今さらですが、先週の遅刻・
早退は４件です。今週は西村美香さんが発表
してくださるので、間違うことはないと思い
ます。あと、今年度はニコニコの発表時に、
ニックネームを読み上げることをやめていま
す。松本幹事には、事前に了承をいただいて
いますが、これもまた読み上げた八田のミス
だと思い、心配される方もいらっしゃいます
ので、念のためにご報告しておきます。ニッ
クネームはニコニコ発表以外の場で活用して
いただけたらと思います。
 ● 西村美香　先週、昨年度親睦委員会の打ち
上げを新阪急ホテル崋山さんで行い、豪華鉄
板焼きディナーを堪能しました。２次会のお
つりをニコニコへ。　　
 ● 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　１件

◇ガバナーアドレス 第2670地区ガバナー  桑原　征一 氏（新居浜ＲＣ）
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本日　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

次週　７月25日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　各　　委　　員　　会　　発　　表

第2384回　例会報告／平成30年７月11日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんにちは。
本日は2670地区のガバ
ナー公式訪問です。それ
と、黄色いシャツの男女、
短期留学生が見えていま
す。

　先ほどのガバナーとの懇談会でも、この大
雨で愛媛県では大洲、宇和島などが大きな被
害に遭ったとのお話がありました。また短期
交換留学生も、高速道路の橋の崩壊に伴い、
国道を通って高知に入ったため、随分と時間
がかかったようです。
　後ほどガバナーからは、今年のテーマ「共
に学び、共に行動しよう」についてのお話が
あります。高知東ＲＣも地区と共に歩んでい
きたいと思います。
◇David Beniご夫妻を含め、一行30名の短

期交換留学生が来訪されました。
　ガバナーはじめ、高知東ＲＣの皆さま、本
日は温かくお迎えくださって本当にありがと
うございます。50周年おめでとうございます。
　昨日、ウェルカムランチと高知のビデオを

見せていた
だき、あり
がとうござ
いました。

◇来訪ロータリアン
　第2670地区ガバナー
　　桑原征一氏（新居浜ＲＣ）
　高知第Ⅰ分区ガバナー補佐
　　門田幹夫氏（高知南ＲＣ）
　地区代表幹事
　　安藤賢一氏（新居浜ＲＣ）
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN氏
　高知西ＲＣ　　竹内康祐氏
　高知中央ＲＣ　浜崎日美子氏
◇桑原征一ガバナーと
　バナーの交換を行い
　ました。

◇社会奉仕委員会より
　第30回浦戸湾七河川一斉清掃は、８日が大
雨のため22日に延期になりました。６時50分
集合、７時から開始。16日までに出欠の返事
をお願いします。
◇国際奉仕委員会より
　13日㈮18時半から得月樓で、短期交換留学
生のウェルカムパーティを行います。出席者
が少ないようですので、多くの出席をお願い
します。
◇幹　事　報　告
・例会終了後、ガバナー、短期交換留学生と

一緒に写真撮影を行います。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST
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　2018－19年度、第2670地区ガバナーを仰せ
つかりました愛媛第Ⅰ分区、新居浜ＲＣに所
属しています桑原征一と申します。どうぞよ
ろしくお願い申し上げたいと思います。
　本日は、第１回の公式訪問といたしまして、
直前パストガバナーになられました柳澤光秋
前ガバナーのホームクラブでございます、高
知東ＲＣをご訪問させていただきました。ま
ずもって柳澤光秋ガバナー、そしてまた久松
地区代表幹事、そして永野地区会計長をはじ
めといたしまして、高知東ＲＣの皆さま方、
１年間本当にお疲れ様でございました。心か
らお見舞いと申しますか、大変ご苦労様でご
ざいましたと申し上げます。
　また、本当に１年間、第2670地区の運営
を、高知東ＲＣの皆さま方がしっかりとして
いただきましたことに対しまして、心から厚
く御礼を申し上げたいと思います。本当にあ
りがとうございました。お陰をもちまして、
新年度の事業年度も、これからいよいよ船出
することができました。私どもの地区代表幹
事、安藤賢一が一緒に随行でまいっておりま
すけれども、安藤地区代表幹事が申しますに
は、本当にここまでようやくスタートできる
のは、久松さんのお陰だと。久松さんから、
本当にいろいろとご指導、ご配慮を頂戴した
お陰で、この年度がスタートできるというこ
とでございます。本当にありがとうございま
す。心から御礼申し上げたいと思います。
　さて、それではガバナーの公式訪問でござ
いますので、今年の方針から若干お話させて
いただきたいと思います。
　本年度の国際ロータリーの会長でございま
すバリー・ラシン会長は
「BE THE INSPIRATION　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。私どもインスピレーションという言葉

を聞きますと、単にひらめきとかきっかけと
か、そういう感じのものしか浮かんでこない
わけでございますけれども、決してそういう
ひらめきということではなく、何か人を変え
る、人に対してきっかけを与えて、その方に
変革をもたらす。そして共に前進をしていこ
うというような意味でございます。我々同期
のガバナーの間で、いろいろ意見の交換をさ
せていただきましたけれども、結局、そうい
う形でバリ－・ラシン会長の方針を解釈させ
ていただいております。そのような、バ
リー・ラシン会長の「インスピレーションに
なろう」、すなわち、他の人にそういう変革
のきっかけを、それとともに前進していこう
というテーマでございます。
　そのテーマを受けまして、私の本年度の地
区の方針といたしまして「共に考え、共に行
動しよう」という方針を出させていただきま
した。これにつきましては、三つの要素がご
ざいまして、まず１番目は、クラブの中で、
この高知東ＲＣの中で、メンバー同士が共に
考え、共に行動しようという意味合いを込め
させていただいています。本当に、高知東Ｒ
Ｃの皆さん方が一緒に考え、一緒に悩み、そ
して共に行動するというようなクラブ運営を
ぜひお願いを申し上げたいというところでご
ざいます。
　それから２番目は、地区とクラブというこ
とですが、ここで若干、私の経験をお話させ
ていただきますけれども、実は私は平成元年
の新居浜ＲＣの入会でございます。ロータリ
アンとしての経歴は約30年ございます。しか
しながら、この30年間のロータリアンとして
の経歴というものは、ただ単に昼の例会に出
席をして新居浜ＲＣの役割を果たすだけでご
ざいました。全く私にとりましてロータリー
活動というのは、新居浜ＲＣが全てでござい

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
121,000円

24,600円

145,600円

55円

230円

285円

121,055円

24,830円

145,885円

チビニコ 合　計

７月11日
今期の累計

まして、地区のことにつきましても、あるい
は国際ロータリーのことにつきましても、知
識としては知っておりましたけれども、実質
のところ全く体験をしていない状態でござい
ました。
　従いまして、２年ほど前にガバナーノミ
ニーデジグネイトとしまして突然引っ張り出
された状態でございます。本当に“井の中の
蛙　大海を知らず”という言葉がございます
けれども、全く井戸の中で過ごしておった者
が突然引っ張り出されて、大きな大海に放り
出されたというような状態でございました。
そういう状態の中で、初めて2670地区という
ものを経験させていただきました。正直な感
想を申し上げますと、「おっ、すごいな」と
いう感じでございました。本当に地区の中
で、いろんな方々が一生懸命、地区の委員会
活動に取り組んでおられる姿を見ました。
　浜崎さん、ここに来られてますけど、長期
委員会、短期交換委員会、そしてインターア
クト、ローターアクト、そしてRYLA、そし
てまた財団関係。またいろんな社会奉仕、そ
の他いろんな活動がございますけども、全て
の活動が、本当に素晴らしい活動をなさって
おるということを初めて知らされたような状
態でございました。
　それと同時に気がついたことは、地区の運
営は本当に一部の熱心に、献身的に努力をさ
れる方々で支えられておるんだなということ
でございました。我が地区には約3,000名の
会員がおられますけれども、ほとんどの方は
今までの私と同じように、単に知識としての
ロータリーだけで、体験ということをやって
ない。クラブと地区、あるいはそれぞれロー
タリアンお一人お一人と地区との間に、大き
な壁があるなということを感じた次第でござ
います。
　従いまして、私の方針といたしまして、
「共に考え、共に行動しよう」ということの
クラブの中でのことは当然でございますけれ
ども、クラブと地区との共同。もっともっと
地区の活動を各ロータリーの方々に知ってい
ただきたい。そしてまた知っていただくと同
時に、ぜひご支援を頂戴したいという具合に
思った次第でございます。地区の活動を本当
に献身的な一部の方々だけの活動で終わらさ

ずに、74クラブ、3,000名のロータリアンの
方々が一緒に、共に考え、共に行動するよう
な、そういう地区でありたい。そういう地区
になってもらいたいという気持ちを強く持っ
た次第でございます。
　従いまして、私はこの１年間、ガバナー年
度を各専門委員会の活動に対しまして、全面
的にバックアップをしたいと思っておりま
す。各委員会の活動に対しましては、できる
限りのご支援を申し上げたい。それと同時
に、他のロータリアンの方々にもぜひこの委
員会活動、地区の活動にご理解とご支援を賜
りますように。ぜひ地区の行事にご協力を賜
りますように。またできるだけ多くの方々が
委員会活動を通じて、地区の行事に関わって
いただきますように、広く広くそれを広めて
いきたいと言う具合に思った次第でございま
す。
　そして３番目には、地区と国際ロータ
リー、あるいはクラブと国際ロータリー。今
まで我々にとりまして国際ロータリーという
ものは、非常に遠い存在でございました。し
かしながら、例えばロータリー財団のポリオ
撲滅活動等々を考えますと、本当にそれぞれ
のクラブの活動と、国際ロータリーの活動と
は連動しておるということを感じたところで
ございます。もちろん、ＧＥＴＳと言いまし
てガバナーエレクトの研修セミナーを２回、
３回、受けさせていただきました。最終的に
はサンディエゴで国際協議会に参加をさせて
いただきました。決して洗脳されて帰ってき
たわけではございませんけれども、やはり国
際ロータリーの事業というものは、我々120
万の世界中のロータリアン一人一人の力で、
この国際ロータリーを支えておると。そして
また国際ロータリーの行事が翻って、我々の
地域にその恩恵と言いますか、そういう効果
を現していただいている。このつながりとい
うものを感じて帰ってまいりました。
　ぜひ、遠い存在であった国際ロータリーと
のつながりというものを、ぜひ皆さま方にも
大事にしていただきたいと思っております。
　本日、この席上にアメリカのニュージャー
ジから短期交換という形で、28名の学生の
方々、そしてデビッド、ダイアン・ベニご夫
妻、本当にご苦労様でございます。心からご

７月11日

６月27日

総数
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出席
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6
0

メイク
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72.41％

77.97％

出席率
88.89％

100％

6
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■高知東ＲＣ当面の日程
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
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歓迎申し上げたいと思います。こういう形で
国際交流ができますのも、やはりロータリー
のつながりから来ていると思います。ぜひこ
の国際交流というものを大事にしていきたい
という具合に考えておる次第でございます。
　それと同時に、私が方針といたしまして、
クラブの中、クラブと地区、そしてクラブ・
地区と国際ロータリーと三つの、共に考え、
共に行動しようということを申し上げたわけ
ですけども、一つだけ忘れておったものがご
ざいます。それは、地域社会とのつながりで
ございます。皆さま方が今現在、住まわれて
おる高知市、高知県、この地域社会の方々と
の共同というものも、ぜひロータリークラブ
の活動の中に取り入れていただきたいと思っ
ております。
　今、国際ロータリーといたしましては、
ロータリーの公共イメージの向上ということ
に大変力を入れてございます。なかなかロー
タリーの活動が地域の方々にご理解いただけ
ない。ロータリークラブというものが、そも
そもどういうものか、地域の方々に分かって
いただけないということでございますけれど
も、これは、言葉を代えていいますと、地域
の方々にとって必要な事業を本当にやってお
るかどうか、ということにつながってくるの
ではないかと思います。皆さま方がクラブの
中で一緒に考えていただきまして、地域の
方々と、地域の方々のニーズを、今必要とす
るものをしっかりと考えていただいて、そし
て、その事業に取り組んでいけば、必ずそれ
が地域の方々にとって、ロータリークラブの
存在意義は上がってくるものだと思っており
ます。そしてまたそれが、公共イメージの向
上に自然につながってくる。そして、ロータ
リークラブがそんな素晴らしい活動をやって
いるのであればということで、会員拡大にも
つながるという具合に思っております。
　基本は一つだろうと思います。本当に奉仕
活動をするのであれば、本当に必要な、地域
の方々にとりましても必要な奉仕活動をする
ことが、ロータリークラブの役割であろうと
思います。どうか皆さま方、この「共に考
え、共に行動しよう」ということは、クラブ
の中で会員同士が、そしてクラブと地区が、
そして国際ロータリーと地区、あるいは皆さ

ま方のクラブ、そしてまた地域社会と、この
ような形でぜひいろいろと考え、そして共に
行動しようと。バリー・ラシン会長の「イン
スピレーションになろう」ということは、共
に前進しようと。地域の方々、あるいはロー
タリアンに変革のきっかけを与えた上で、と
もに前進しようということでございます。ぜ
ひ、そのような形で１年間の活動を行ってい
ただきまして、高知東ＲＣのますますの発展、
高知県、高知市、また関係の皆さま方のご発
展に役立てれば幸いだと思っております。
　それと最後に、高知東ＲＣの皆さま方に敬
意を表させていただきますけども、この20年
以上100％出席を継続されていることを、心
からお慶び、敬意を表させていただきたいと
思います。実は、私の所属している新居浜Ｒ
Ｃも昭和27年創立以来、現在65年ぐらいにな
りますけども、65年間と言いたいところです
が、４回か５回切れていますけれども、ほぼ
ほぼ65年間100％例会を継続しています。1度
切れ、もう一度100％をやり、５年か10年
経ってまた切れ、さらにそれをまた100％を
続けるということでございました。私の気持
ちの中では、65年間のこの新居浜ＲＣの歴史
は100％出席を続けてきた歴史であるという
具合に思っています。４回か５回途中で切れ
たことはございますけれども、気持ちは
100％例会でございます。
　ぜひ、皆さま方も100％例会を継続してい
ただきますように、心からお祈り申し上げま
して、またますますのご発展をお祈り申し上
げまして、ご挨拶とさせていただきたいと思
います。
　また、ガバナー補佐の門田先生には、大変
お世話になりました。本来、私がお伺いし
て、詳しくお話を頂戴しなければならないと
ころ、門田先生が全部代わりに聞いていただ
きました。私は何もすることがないというこ
とでございます。柳澤直前ガバナーをはじめ
とする高知東ＲＣの皆さま方の１年間のご苦
労に、心からの敬意を表し、その上でご挨拶
とさせていただきたいと思います。本当にど
うもお疲れ様でございました。今後とも、１
年間よろしくお願い申し上げます。　
　以上でございます。どうもありがとうござ
いました。

◇出席率報告

 ● 桑原征一ガバナー　本日はお世話になりま
す。
 ● 門田幹夫ガバナー補佐　本日はお世話にな
ります。
 ● 竹内康祐（短期交換委員・高知西ＲＣ）　
日ごろより、短期交換プログラムへのご理
解、ご協力ありがとうございます。本日、午
前中、高知さんさんテレビの社内見学に行っ
てまいりました。大雨報道の関係で、放送日
が未定ですが、今日夕方以降、近日中に学生
さんたちの姿が画面に映ります。どうぞ、気
に掛けていただければ！
 ● 寺尾正生　なんと、第１回、初回の公式訪
問で、ガバナーを交換するところでした。桑
原ガバナー、申しわけございませんでした。
 ● 松本隆之　本日は桑原ガバナー、短期交換
留学生の皆さま、お越しいただきありがとう
ございました。
 ● 柳澤光秋　ガバナー公式訪問、ありがとう

ございます。
 ● 久松啓一　入会祝品、ありがとうございま
した。
 ● 八田聡子　先週のニコニコの発表の後、遅
刻・早退の件数をお伝えし忘れてしまいまし
た。初回早々にミスをしてしまい、申しわけ
ございませんでした。詰めが甘く、私らしい
出来事でした。今さらですが、先週の遅刻・
早退は４件です。今週は西村美香さんが発表
してくださるので、間違うことはないと思い
ます。あと、今年度はニコニコの発表時に、
ニックネームを読み上げることをやめていま
す。松本幹事には、事前に了承をいただいて
いますが、これもまた読み上げた八田のミス
だと思い、心配される方もいらっしゃいます
ので、念のためにご報告しておきます。ニッ
クネームはニコニコ発表以外の場で活用して
いただけたらと思います。
 ● 西村美香　先週、昨年度親睦委員会の打ち
上げを新阪急ホテル崋山さんで行い、豪華鉄
板焼きディナーを堪能しました。２次会のお
つりをニコニコへ。　　
 ● 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　１件

◇ガバナーアドレス 第2670地区ガバナー  桑原　征一 氏（新居浜ＲＣ）
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本日　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

次週　７月25日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　各　　委　　員　　会　　発　　表

第2384回　例会報告／平成30年７月11日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんにちは。
本日は2670地区のガバ
ナー公式訪問です。それ
と、黄色いシャツの男女、
短期留学生が見えていま
す。

　先ほどのガバナーとの懇談会でも、この大
雨で愛媛県では大洲、宇和島などが大きな被
害に遭ったとのお話がありました。また短期
交換留学生も、高速道路の橋の崩壊に伴い、
国道を通って高知に入ったため、随分と時間
がかかったようです。
　後ほどガバナーからは、今年のテーマ「共
に学び、共に行動しよう」についてのお話が
あります。高知東ＲＣも地区と共に歩んでい
きたいと思います。
◇David Beniご夫妻を含め、一行30名の短

期交換留学生が来訪されました。
　ガバナーはじめ、高知東ＲＣの皆さま、本
日は温かくお迎えくださって本当にありがと
うございます。50周年おめでとうございます。
　昨日、ウェルカムランチと高知のビデオを

見せていた
だき、あり
がとうござ
いました。

◇来訪ロータリアン
　第2670地区ガバナー
　　桑原征一氏（新居浜ＲＣ）
　高知第Ⅰ分区ガバナー補佐
　　門田幹夫氏（高知南ＲＣ）
　地区代表幹事
　　安藤賢一氏（新居浜ＲＣ）
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN氏
　高知西ＲＣ　　竹内康祐氏
　高知中央ＲＣ　浜崎日美子氏
◇桑原征一ガバナーと
　バナーの交換を行い
　ました。

◇社会奉仕委員会より
　第30回浦戸湾七河川一斉清掃は、８日が大
雨のため22日に延期になりました。６時50分
集合、７時から開始。16日までに出欠の返事
をお願いします。
◇国際奉仕委員会より
　13日㈮18時半から得月樓で、短期交換留学
生のウェルカムパーティを行います。出席者
が少ないようですので、多くの出席をお願い
します。
◇幹　事　報　告
・例会終了後、ガバナー、短期交換留学生と

一緒に写真撮影を行います。
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　2018－19年度、第2670地区ガバナーを仰せ
つかりました愛媛第Ⅰ分区、新居浜ＲＣに所
属しています桑原征一と申します。どうぞよ
ろしくお願い申し上げたいと思います。
　本日は、第１回の公式訪問といたしまして、
直前パストガバナーになられました柳澤光秋
前ガバナーのホームクラブでございます、高
知東ＲＣをご訪問させていただきました。ま
ずもって柳澤光秋ガバナー、そしてまた久松
地区代表幹事、そして永野地区会計長をはじ
めといたしまして、高知東ＲＣの皆さま方、
１年間本当にお疲れ様でございました。心か
らお見舞いと申しますか、大変ご苦労様でご
ざいましたと申し上げます。
　また、本当に１年間、第2670地区の運営
を、高知東ＲＣの皆さま方がしっかりとして
いただきましたことに対しまして、心から厚
く御礼を申し上げたいと思います。本当にあ
りがとうございました。お陰をもちまして、
新年度の事業年度も、これからいよいよ船出
することができました。私どもの地区代表幹
事、安藤賢一が一緒に随行でまいっておりま
すけれども、安藤地区代表幹事が申しますに
は、本当にここまでようやくスタートできる
のは、久松さんのお陰だと。久松さんから、
本当にいろいろとご指導、ご配慮を頂戴した
お陰で、この年度がスタートできるというこ
とでございます。本当にありがとうございま
す。心から御礼申し上げたいと思います。
　さて、それではガバナーの公式訪問でござ
いますので、今年の方針から若干お話させて
いただきたいと思います。
　本年度の国際ロータリーの会長でございま
すバリー・ラシン会長は
「BE THE INSPIRATION　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。私どもインスピレーションという言葉

を聞きますと、単にひらめきとかきっかけと
か、そういう感じのものしか浮かんでこない
わけでございますけれども、決してそういう
ひらめきということではなく、何か人を変え
る、人に対してきっかけを与えて、その方に
変革をもたらす。そして共に前進をしていこ
うというような意味でございます。我々同期
のガバナーの間で、いろいろ意見の交換をさ
せていただきましたけれども、結局、そうい
う形でバリ－・ラシン会長の方針を解釈させ
ていただいております。そのような、バ
リー・ラシン会長の「インスピレーションに
なろう」、すなわち、他の人にそういう変革
のきっかけを、それとともに前進していこう
というテーマでございます。
　そのテーマを受けまして、私の本年度の地
区の方針といたしまして「共に考え、共に行
動しよう」という方針を出させていただきま
した。これにつきましては、三つの要素がご
ざいまして、まず１番目は、クラブの中で、
この高知東ＲＣの中で、メンバー同士が共に
考え、共に行動しようという意味合いを込め
させていただいています。本当に、高知東Ｒ
Ｃの皆さん方が一緒に考え、一緒に悩み、そ
して共に行動するというようなクラブ運営を
ぜひお願いを申し上げたいというところでご
ざいます。
　それから２番目は、地区とクラブというこ
とですが、ここで若干、私の経験をお話させ
ていただきますけれども、実は私は平成元年
の新居浜ＲＣの入会でございます。ロータリ
アンとしての経歴は約30年ございます。しか
しながら、この30年間のロータリアンとして
の経歴というものは、ただ単に昼の例会に出
席をして新居浜ＲＣの役割を果たすだけでご
ざいました。全く私にとりましてロータリー
活動というのは、新居浜ＲＣが全てでござい

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
121,000円

24,600円

145,600円

55円

230円

285円

121,055円

24,830円

145,885円

チビニコ 合　計

７月11日
今期の累計

まして、地区のことにつきましても、あるい
は国際ロータリーのことにつきましても、知
識としては知っておりましたけれども、実質
のところ全く体験をしていない状態でござい
ました。
　従いまして、２年ほど前にガバナーノミ
ニーデジグネイトとしまして突然引っ張り出
された状態でございます。本当に“井の中の
蛙　大海を知らず”という言葉がございます
けれども、全く井戸の中で過ごしておった者
が突然引っ張り出されて、大きな大海に放り
出されたというような状態でございました。
そういう状態の中で、初めて2670地区という
ものを経験させていただきました。正直な感
想を申し上げますと、「おっ、すごいな」と
いう感じでございました。本当に地区の中
で、いろんな方々が一生懸命、地区の委員会
活動に取り組んでおられる姿を見ました。
　浜崎さん、ここに来られてますけど、長期
委員会、短期交換委員会、そしてインターア
クト、ローターアクト、そしてRYLA、そし
てまた財団関係。またいろんな社会奉仕、そ
の他いろんな活動がございますけども、全て
の活動が、本当に素晴らしい活動をなさって
おるということを初めて知らされたような状
態でございました。
　それと同時に気がついたことは、地区の運
営は本当に一部の熱心に、献身的に努力をさ
れる方々で支えられておるんだなということ
でございました。我が地区には約3,000名の
会員がおられますけれども、ほとんどの方は
今までの私と同じように、単に知識としての
ロータリーだけで、体験ということをやって
ない。クラブと地区、あるいはそれぞれロー
タリアンお一人お一人と地区との間に、大き
な壁があるなということを感じた次第でござ
います。
　従いまして、私の方針といたしまして、
「共に考え、共に行動しよう」ということの
クラブの中でのことは当然でございますけれ
ども、クラブと地区との共同。もっともっと
地区の活動を各ロータリーの方々に知ってい
ただきたい。そしてまた知っていただくと同
時に、ぜひご支援を頂戴したいという具合に
思った次第でございます。地区の活動を本当
に献身的な一部の方々だけの活動で終わらさ

ずに、74クラブ、3,000名のロータリアンの
方々が一緒に、共に考え、共に行動するよう
な、そういう地区でありたい。そういう地区
になってもらいたいという気持ちを強く持っ
た次第でございます。
　従いまして、私はこの１年間、ガバナー年
度を各専門委員会の活動に対しまして、全面
的にバックアップをしたいと思っておりま
す。各委員会の活動に対しましては、できる
限りのご支援を申し上げたい。それと同時
に、他のロータリアンの方々にもぜひこの委
員会活動、地区の活動にご理解とご支援を賜
りますように。ぜひ地区の行事にご協力を賜
りますように。またできるだけ多くの方々が
委員会活動を通じて、地区の行事に関わって
いただきますように、広く広くそれを広めて
いきたいと言う具合に思った次第でございま
す。
　そして３番目には、地区と国際ロータ
リー、あるいはクラブと国際ロータリー。今
まで我々にとりまして国際ロータリーという
ものは、非常に遠い存在でございました。し
かしながら、例えばロータリー財団のポリオ
撲滅活動等々を考えますと、本当にそれぞれ
のクラブの活動と、国際ロータリーの活動と
は連動しておるということを感じたところで
ございます。もちろん、ＧＥＴＳと言いまし
てガバナーエレクトの研修セミナーを２回、
３回、受けさせていただきました。最終的に
はサンディエゴで国際協議会に参加をさせて
いただきました。決して洗脳されて帰ってき
たわけではございませんけれども、やはり国
際ロータリーの事業というものは、我々120
万の世界中のロータリアン一人一人の力で、
この国際ロータリーを支えておると。そして
また国際ロータリーの行事が翻って、我々の
地域にその恩恵と言いますか、そういう効果
を現していただいている。このつながりとい
うものを感じて帰ってまいりました。
　ぜひ、遠い存在であった国際ロータリーと
のつながりというものを、ぜひ皆さま方にも
大事にしていただきたいと思っております。
　本日、この席上にアメリカのニュージャー
ジから短期交換という形で、28名の学生の
方々、そしてデビッド、ダイアン・ベニご夫
妻、本当にご苦労様でございます。心からご

７月11日

６月27日

総数
－4 58
－5 59

出席
42
46

欠席
6
0

メイク
アップ HC出席率

72.41％

77.97％

出席率
88.89％

100％

6
8

■高知東ＲＣ当面の日程
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
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歓迎申し上げたいと思います。こういう形で
国際交流ができますのも、やはりロータリー
のつながりから来ていると思います。ぜひこ
の国際交流というものを大事にしていきたい
という具合に考えておる次第でございます。
　それと同時に、私が方針といたしまして、
クラブの中、クラブと地区、そしてクラブ・
地区と国際ロータリーと三つの、共に考え、
共に行動しようということを申し上げたわけ
ですけども、一つだけ忘れておったものがご
ざいます。それは、地域社会とのつながりで
ございます。皆さま方が今現在、住まわれて
おる高知市、高知県、この地域社会の方々と
の共同というものも、ぜひロータリークラブ
の活動の中に取り入れていただきたいと思っ
ております。
　今、国際ロータリーといたしましては、
ロータリーの公共イメージの向上ということ
に大変力を入れてございます。なかなかロー
タリーの活動が地域の方々にご理解いただけ
ない。ロータリークラブというものが、そも
そもどういうものか、地域の方々に分かって
いただけないということでございますけれど
も、これは、言葉を代えていいますと、地域
の方々にとって必要な事業を本当にやってお
るかどうか、ということにつながってくるの
ではないかと思います。皆さま方がクラブの
中で一緒に考えていただきまして、地域の
方々と、地域の方々のニーズを、今必要とす
るものをしっかりと考えていただいて、そし
て、その事業に取り組んでいけば、必ずそれ
が地域の方々にとって、ロータリークラブの
存在意義は上がってくるものだと思っており
ます。そしてまたそれが、公共イメージの向
上に自然につながってくる。そして、ロータ
リークラブがそんな素晴らしい活動をやって
いるのであればということで、会員拡大にも
つながるという具合に思っております。
　基本は一つだろうと思います。本当に奉仕
活動をするのであれば、本当に必要な、地域
の方々にとりましても必要な奉仕活動をする
ことが、ロータリークラブの役割であろうと
思います。どうか皆さま方、この「共に考
え、共に行動しよう」ということは、クラブ
の中で会員同士が、そしてクラブと地区が、
そして国際ロータリーと地区、あるいは皆さ

ま方のクラブ、そしてまた地域社会と、この
ような形でぜひいろいろと考え、そして共に
行動しようと。バリー・ラシン会長の「イン
スピレーションになろう」ということは、共
に前進しようと。地域の方々、あるいはロー
タリアンに変革のきっかけを与えた上で、と
もに前進しようということでございます。ぜ
ひ、そのような形で１年間の活動を行ってい
ただきまして、高知東ＲＣのますますの発展、
高知県、高知市、また関係の皆さま方のご発
展に役立てれば幸いだと思っております。
　それと最後に、高知東ＲＣの皆さま方に敬
意を表させていただきますけども、この20年
以上100％出席を継続されていることを、心
からお慶び、敬意を表させていただきたいと
思います。実は、私の所属している新居浜Ｒ
Ｃも昭和27年創立以来、現在65年ぐらいにな
りますけども、65年間と言いたいところです
が、４回か５回切れていますけれども、ほぼ
ほぼ65年間100％例会を継続しています。1度
切れ、もう一度100％をやり、５年か10年
経ってまた切れ、さらにそれをまた100％を
続けるということでございました。私の気持
ちの中では、65年間のこの新居浜ＲＣの歴史
は100％出席を続けてきた歴史であるという
具合に思っています。４回か５回途中で切れ
たことはございますけれども、気持ちは
100％例会でございます。
　ぜひ、皆さま方も100％例会を継続してい
ただきますように、心からお祈り申し上げま
して、またますますのご発展をお祈り申し上
げまして、ご挨拶とさせていただきたいと思
います。
　また、ガバナー補佐の門田先生には、大変
お世話になりました。本来、私がお伺いし
て、詳しくお話を頂戴しなければならないと
ころ、門田先生が全部代わりに聞いていただ
きました。私は何もすることがないというこ
とでございます。柳澤直前ガバナーをはじめ
とする高知東ＲＣの皆さま方の１年間のご苦
労に、心からの敬意を表し、その上でご挨拶
とさせていただきたいと思います。本当にど
うもお疲れ様でございました。今後とも、１
年間よろしくお願い申し上げます。　
　以上でございます。どうもありがとうござ
いました。

◇出席率報告

 ● 桑原征一ガバナー　本日はお世話になりま
す。
 ● 門田幹夫ガバナー補佐　本日はお世話にな
ります。
 ● 竹内康祐（短期交換委員・高知西ＲＣ）　
日ごろより、短期交換プログラムへのご理
解、ご協力ありがとうございます。本日、午
前中、高知さんさんテレビの社内見学に行っ
てまいりました。大雨報道の関係で、放送日
が未定ですが、今日夕方以降、近日中に学生
さんたちの姿が画面に映ります。どうぞ、気
に掛けていただければ！
 ● 寺尾正生　なんと、第１回、初回の公式訪
問で、ガバナーを交換するところでした。桑
原ガバナー、申しわけございませんでした。
 ● 松本隆之　本日は桑原ガバナー、短期交換
留学生の皆さま、お越しいただきありがとう
ございました。
 ● 柳澤光秋　ガバナー公式訪問、ありがとう

ございます。
 ● 久松啓一　入会祝品、ありがとうございま
した。
 ● 八田聡子　先週のニコニコの発表の後、遅
刻・早退の件数をお伝えし忘れてしまいまし
た。初回早々にミスをしてしまい、申しわけ
ございませんでした。詰めが甘く、私らしい
出来事でした。今さらですが、先週の遅刻・
早退は４件です。今週は西村美香さんが発表
してくださるので、間違うことはないと思い
ます。あと、今年度はニコニコの発表時に、
ニックネームを読み上げることをやめていま
す。松本幹事には、事前に了承をいただいて
いますが、これもまた読み上げた八田のミス
だと思い、心配される方もいらっしゃいます
ので、念のためにご報告しておきます。ニッ
クネームはニコニコ発表以外の場で活用して
いただけたらと思います。
 ● 西村美香　先週、昨年度親睦委員会の打ち
上げを新阪急ホテル崋山さんで行い、豪華鉄
板焼きディナーを堪能しました。２次会のお
つりをニコニコへ。　　
 ● 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　１件

◇ガバナーアドレス 第2670地区ガバナー  桑原　征一 氏（新居浜ＲＣ）
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本日　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

次週　７月25日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　各　　委　　員　　会　　発　　表

第2384回　例会報告／平成30年７月11日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんにちは。
本日は2670地区のガバ
ナー公式訪問です。それ
と、黄色いシャツの男女、
短期留学生が見えていま
す。

　先ほどのガバナーとの懇談会でも、この大
雨で愛媛県では大洲、宇和島などが大きな被
害に遭ったとのお話がありました。また短期
交換留学生も、高速道路の橋の崩壊に伴い、
国道を通って高知に入ったため、随分と時間
がかかったようです。
　後ほどガバナーからは、今年のテーマ「共
に学び、共に行動しよう」についてのお話が
あります。高知東ＲＣも地区と共に歩んでい
きたいと思います。
◇David Beniご夫妻を含め、一行30名の短

期交換留学生が来訪されました。
　ガバナーはじめ、高知東ＲＣの皆さま、本
日は温かくお迎えくださって本当にありがと
うございます。50周年おめでとうございます。
　昨日、ウェルカムランチと高知のビデオを

見せていた
だき、あり
がとうござ
いました。

◇来訪ロータリアン
　第2670地区ガバナー
　　桑原征一氏（新居浜ＲＣ）
　高知第Ⅰ分区ガバナー補佐
　　門田幹夫氏（高知南ＲＣ）
　地区代表幹事
　　安藤賢一氏（新居浜ＲＣ）
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN氏
　高知西ＲＣ　　竹内康祐氏
　高知中央ＲＣ　浜崎日美子氏
◇桑原征一ガバナーと
　バナーの交換を行い
　ました。

◇社会奉仕委員会より
　第30回浦戸湾七河川一斉清掃は、８日が大
雨のため22日に延期になりました。６時50分
集合、７時から開始。16日までに出欠の返事
をお願いします。
◇国際奉仕委員会より
　13日㈮18時半から得月樓で、短期交換留学
生のウェルカムパーティを行います。出席者
が少ないようですので、多くの出席をお願い
します。
◇幹　事　報　告
・例会終了後、ガバナー、短期交換留学生と

一緒に写真撮影を行います。
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　2018－19年度、第2670地区ガバナーを仰せ
つかりました愛媛第Ⅰ分区、新居浜ＲＣに所
属しています桑原征一と申します。どうぞよ
ろしくお願い申し上げたいと思います。
　本日は、第１回の公式訪問といたしまして、
直前パストガバナーになられました柳澤光秋
前ガバナーのホームクラブでございます、高
知東ＲＣをご訪問させていただきました。ま
ずもって柳澤光秋ガバナー、そしてまた久松
地区代表幹事、そして永野地区会計長をはじ
めといたしまして、高知東ＲＣの皆さま方、
１年間本当にお疲れ様でございました。心か
らお見舞いと申しますか、大変ご苦労様でご
ざいましたと申し上げます。
　また、本当に１年間、第2670地区の運営
を、高知東ＲＣの皆さま方がしっかりとして
いただきましたことに対しまして、心から厚
く御礼を申し上げたいと思います。本当にあ
りがとうございました。お陰をもちまして、
新年度の事業年度も、これからいよいよ船出
することができました。私どもの地区代表幹
事、安藤賢一が一緒に随行でまいっておりま
すけれども、安藤地区代表幹事が申しますに
は、本当にここまでようやくスタートできる
のは、久松さんのお陰だと。久松さんから、
本当にいろいろとご指導、ご配慮を頂戴した
お陰で、この年度がスタートできるというこ
とでございます。本当にありがとうございま
す。心から御礼申し上げたいと思います。
　さて、それではガバナーの公式訪問でござ
いますので、今年の方針から若干お話させて
いただきたいと思います。
　本年度の国際ロータリーの会長でございま
すバリー・ラシン会長は
「BE THE INSPIRATION　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。私どもインスピレーションという言葉

を聞きますと、単にひらめきとかきっかけと
か、そういう感じのものしか浮かんでこない
わけでございますけれども、決してそういう
ひらめきということではなく、何か人を変え
る、人に対してきっかけを与えて、その方に
変革をもたらす。そして共に前進をしていこ
うというような意味でございます。我々同期
のガバナーの間で、いろいろ意見の交換をさ
せていただきましたけれども、結局、そうい
う形でバリ－・ラシン会長の方針を解釈させ
ていただいております。そのような、バ
リー・ラシン会長の「インスピレーションに
なろう」、すなわち、他の人にそういう変革
のきっかけを、それとともに前進していこう
というテーマでございます。
　そのテーマを受けまして、私の本年度の地
区の方針といたしまして「共に考え、共に行
動しよう」という方針を出させていただきま
した。これにつきましては、三つの要素がご
ざいまして、まず１番目は、クラブの中で、
この高知東ＲＣの中で、メンバー同士が共に
考え、共に行動しようという意味合いを込め
させていただいています。本当に、高知東Ｒ
Ｃの皆さん方が一緒に考え、一緒に悩み、そ
して共に行動するというようなクラブ運営を
ぜひお願いを申し上げたいというところでご
ざいます。
　それから２番目は、地区とクラブというこ
とですが、ここで若干、私の経験をお話させ
ていただきますけれども、実は私は平成元年
の新居浜ＲＣの入会でございます。ロータリ
アンとしての経歴は約30年ございます。しか
しながら、この30年間のロータリアンとして
の経歴というものは、ただ単に昼の例会に出
席をして新居浜ＲＣの役割を果たすだけでご
ざいました。全く私にとりましてロータリー
活動というのは、新居浜ＲＣが全てでござい

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
121,000円

24,600円

145,600円

55円

230円

285円

121,055円

24,830円

145,885円

チビニコ 合　計

７月11日
今期の累計

まして、地区のことにつきましても、あるい
は国際ロータリーのことにつきましても、知
識としては知っておりましたけれども、実質
のところ全く体験をしていない状態でござい
ました。
　従いまして、２年ほど前にガバナーノミ
ニーデジグネイトとしまして突然引っ張り出
された状態でございます。本当に“井の中の
蛙　大海を知らず”という言葉がございます
けれども、全く井戸の中で過ごしておった者
が突然引っ張り出されて、大きな大海に放り
出されたというような状態でございました。
そういう状態の中で、初めて2670地区という
ものを経験させていただきました。正直な感
想を申し上げますと、「おっ、すごいな」と
いう感じでございました。本当に地区の中
で、いろんな方々が一生懸命、地区の委員会
活動に取り組んでおられる姿を見ました。
　浜崎さん、ここに来られてますけど、長期
委員会、短期交換委員会、そしてインターア
クト、ローターアクト、そしてRYLA、そし
てまた財団関係。またいろんな社会奉仕、そ
の他いろんな活動がございますけども、全て
の活動が、本当に素晴らしい活動をなさって
おるということを初めて知らされたような状
態でございました。
　それと同時に気がついたことは、地区の運
営は本当に一部の熱心に、献身的に努力をさ
れる方々で支えられておるんだなということ
でございました。我が地区には約3,000名の
会員がおられますけれども、ほとんどの方は
今までの私と同じように、単に知識としての
ロータリーだけで、体験ということをやって
ない。クラブと地区、あるいはそれぞれロー
タリアンお一人お一人と地区との間に、大き
な壁があるなということを感じた次第でござ
います。
　従いまして、私の方針といたしまして、
「共に考え、共に行動しよう」ということの
クラブの中でのことは当然でございますけれ
ども、クラブと地区との共同。もっともっと
地区の活動を各ロータリーの方々に知ってい
ただきたい。そしてまた知っていただくと同
時に、ぜひご支援を頂戴したいという具合に
思った次第でございます。地区の活動を本当
に献身的な一部の方々だけの活動で終わらさ

ずに、74クラブ、3,000名のロータリアンの
方々が一緒に、共に考え、共に行動するよう
な、そういう地区でありたい。そういう地区
になってもらいたいという気持ちを強く持っ
た次第でございます。
　従いまして、私はこの１年間、ガバナー年
度を各専門委員会の活動に対しまして、全面
的にバックアップをしたいと思っておりま
す。各委員会の活動に対しましては、できる
限りのご支援を申し上げたい。それと同時
に、他のロータリアンの方々にもぜひこの委
員会活動、地区の活動にご理解とご支援を賜
りますように。ぜひ地区の行事にご協力を賜
りますように。またできるだけ多くの方々が
委員会活動を通じて、地区の行事に関わって
いただきますように、広く広くそれを広めて
いきたいと言う具合に思った次第でございま
す。
　そして３番目には、地区と国際ロータ
リー、あるいはクラブと国際ロータリー。今
まで我々にとりまして国際ロータリーという
ものは、非常に遠い存在でございました。し
かしながら、例えばロータリー財団のポリオ
撲滅活動等々を考えますと、本当にそれぞれ
のクラブの活動と、国際ロータリーの活動と
は連動しておるということを感じたところで
ございます。もちろん、ＧＥＴＳと言いまし
てガバナーエレクトの研修セミナーを２回、
３回、受けさせていただきました。最終的に
はサンディエゴで国際協議会に参加をさせて
いただきました。決して洗脳されて帰ってき
たわけではございませんけれども、やはり国
際ロータリーの事業というものは、我々120
万の世界中のロータリアン一人一人の力で、
この国際ロータリーを支えておると。そして
また国際ロータリーの行事が翻って、我々の
地域にその恩恵と言いますか、そういう効果
を現していただいている。このつながりとい
うものを感じて帰ってまいりました。
　ぜひ、遠い存在であった国際ロータリーと
のつながりというものを、ぜひ皆さま方にも
大事にしていただきたいと思っております。
　本日、この席上にアメリカのニュージャー
ジから短期交換という形で、28名の学生の
方々、そしてデビッド、ダイアン・ベニご夫
妻、本当にご苦労様でございます。心からご

７月11日

６月27日
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■高知東ＲＣ当面の日程
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

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

歓迎申し上げたいと思います。こういう形で
国際交流ができますのも、やはりロータリー
のつながりから来ていると思います。ぜひこ
の国際交流というものを大事にしていきたい
という具合に考えておる次第でございます。
　それと同時に、私が方針といたしまして、
クラブの中、クラブと地区、そしてクラブ・
地区と国際ロータリーと三つの、共に考え、
共に行動しようということを申し上げたわけ
ですけども、一つだけ忘れておったものがご
ざいます。それは、地域社会とのつながりで
ございます。皆さま方が今現在、住まわれて
おる高知市、高知県、この地域社会の方々と
の共同というものも、ぜひロータリークラブ
の活動の中に取り入れていただきたいと思っ
ております。
　今、国際ロータリーといたしましては、
ロータリーの公共イメージの向上ということ
に大変力を入れてございます。なかなかロー
タリーの活動が地域の方々にご理解いただけ
ない。ロータリークラブというものが、そも
そもどういうものか、地域の方々に分かって
いただけないということでございますけれど
も、これは、言葉を代えていいますと、地域
の方々にとって必要な事業を本当にやってお
るかどうか、ということにつながってくるの
ではないかと思います。皆さま方がクラブの
中で一緒に考えていただきまして、地域の
方々と、地域の方々のニーズを、今必要とす
るものをしっかりと考えていただいて、そし
て、その事業に取り組んでいけば、必ずそれ
が地域の方々にとって、ロータリークラブの
存在意義は上がってくるものだと思っており
ます。そしてまたそれが、公共イメージの向
上に自然につながってくる。そして、ロータ
リークラブがそんな素晴らしい活動をやって
いるのであればということで、会員拡大にも
つながるという具合に思っております。
　基本は一つだろうと思います。本当に奉仕
活動をするのであれば、本当に必要な、地域
の方々にとりましても必要な奉仕活動をする
ことが、ロータリークラブの役割であろうと
思います。どうか皆さま方、この「共に考
え、共に行動しよう」ということは、クラブ
の中で会員同士が、そしてクラブと地区が、
そして国際ロータリーと地区、あるいは皆さ

ま方のクラブ、そしてまた地域社会と、この
ような形でぜひいろいろと考え、そして共に
行動しようと。バリー・ラシン会長の「イン
スピレーションになろう」ということは、共
に前進しようと。地域の方々、あるいはロー
タリアンに変革のきっかけを与えた上で、と
もに前進しようということでございます。ぜ
ひ、そのような形で１年間の活動を行ってい
ただきまして、高知東ＲＣのますますの発展、
高知県、高知市、また関係の皆さま方のご発
展に役立てれば幸いだと思っております。
　それと最後に、高知東ＲＣの皆さま方に敬
意を表させていただきますけども、この20年
以上100％出席を継続されていることを、心
からお慶び、敬意を表させていただきたいと
思います。実は、私の所属している新居浜Ｒ
Ｃも昭和27年創立以来、現在65年ぐらいにな
りますけども、65年間と言いたいところです
が、４回か５回切れていますけれども、ほぼ
ほぼ65年間100％例会を継続しています。1度
切れ、もう一度100％をやり、５年か10年
経ってまた切れ、さらにそれをまた100％を
続けるということでございました。私の気持
ちの中では、65年間のこの新居浜ＲＣの歴史
は100％出席を続けてきた歴史であるという
具合に思っています。４回か５回途中で切れ
たことはございますけれども、気持ちは
100％例会でございます。
　ぜひ、皆さま方も100％例会を継続してい
ただきますように、心からお祈り申し上げま
して、またますますのご発展をお祈り申し上
げまして、ご挨拶とさせていただきたいと思
います。
　また、ガバナー補佐の門田先生には、大変
お世話になりました。本来、私がお伺いし
て、詳しくお話を頂戴しなければならないと
ころ、門田先生が全部代わりに聞いていただ
きました。私は何もすることがないというこ
とでございます。柳澤直前ガバナーをはじめ
とする高知東ＲＣの皆さま方の１年間のご苦
労に、心からの敬意を表し、その上でご挨拶
とさせていただきたいと思います。本当にど
うもお疲れ様でございました。今後とも、１
年間よろしくお願い申し上げます。　
　以上でございます。どうもありがとうござ
いました。

◇出席率報告

 ● 桑原征一ガバナー　本日はお世話になりま
す。
 ● 門田幹夫ガバナー補佐　本日はお世話にな
ります。
 ● 竹内康祐（短期交換委員・高知西ＲＣ）　
日ごろより、短期交換プログラムへのご理
解、ご協力ありがとうございます。本日、午
前中、高知さんさんテレビの社内見学に行っ
てまいりました。大雨報道の関係で、放送日
が未定ですが、今日夕方以降、近日中に学生
さんたちの姿が画面に映ります。どうぞ、気
に掛けていただければ！
 ● 寺尾正生　なんと、第１回、初回の公式訪
問で、ガバナーを交換するところでした。桑
原ガバナー、申しわけございませんでした。
 ● 松本隆之　本日は桑原ガバナー、短期交換
留学生の皆さま、お越しいただきありがとう
ございました。
 ● 柳澤光秋　ガバナー公式訪問、ありがとう

ございます。
 ● 久松啓一　入会祝品、ありがとうございま
した。
 ● 八田聡子　先週のニコニコの発表の後、遅
刻・早退の件数をお伝えし忘れてしまいまし
た。初回早々にミスをしてしまい、申しわけ
ございませんでした。詰めが甘く、私らしい
出来事でした。今さらですが、先週の遅刻・
早退は４件です。今週は西村美香さんが発表
してくださるので、間違うことはないと思い
ます。あと、今年度はニコニコの発表時に、
ニックネームを読み上げることをやめていま
す。松本幹事には、事前に了承をいただいて
いますが、これもまた読み上げた八田のミス
だと思い、心配される方もいらっしゃいます
ので、念のためにご報告しておきます。ニッ
クネームはニコニコ発表以外の場で活用して
いただけたらと思います。
 ● 西村美香　先週、昨年度親睦委員会の打ち
上げを新阪急ホテル崋山さんで行い、豪華鉄
板焼きディナーを堪能しました。２次会のお
つりをニコニコへ。　　
 ● 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　１件

◇ガバナーアドレス 第2670地区ガバナー  桑原　征一 氏（新居浜ＲＣ）


