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本日　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

次週　８月１日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「私の履歴書」

岡﨑　勇樹 会員

第2385回　例会報告／平成30年７月18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。
まず、今回の大雨災害
で、悲惨な事故も起こっ
ています。心からお悔や
み、お見舞いを申し上げ
たいと思います。

　第１回の例会のとき、最後の鐘を叩きそこ
ねました。２回目には、公式訪問でお越しい
ただいたガバナーを交換してしまいました。
２度あることは３度あると言います。今日は
３回目の例会です。何とかミスのないように
進行したいと思います。
　ロータリーについて、自分なりに勉強しま
した。ロータリーの親睦と奉仕、その奉仕の
中には、ロータリーとしてあるべき職業奉仕、
また、最近は随分とウェイトが傾き、中心的
な活動となっている人道的奉仕があります。
ロータリーは欧米の社交クラブから入ってい
ますので、文言を読んでも理解しにくいこと
もあります。
　私なりに解釈すると、職業的奉仕というの
は思いやり、東洋的にいうと惻隠の情から
入ってきたものが非常にウェイトを占めるの
ではないか。しかし、人道的奉仕になると慈
善活動に近くなって、東洋的にいうと憐憫の
情というものが入ってきている。だから、
ロータリーとして本来あるのは惻隠の情、思

いやりがベースになった奉仕活動をしていか
なければいけないと思います。ただ、自分を
犠牲にして奉仕をするということは、ロータ
リーの本来あるべき姿ではないのではないか
とも思います。
　うちのクラブには奉仕プロジェクトもあり
ます。今年は、東クラブとして、ロータリー
としての奉仕はどういうものなのか再確認し
ていく、ロータリーとしてどうあるべきかを
考える１年にしていきたいと思います。
◇来訪ロータリアン
　高知ＲＣ　　筒井善樹氏
◇お　客　様
　長期交換派遣学生　　吉岡音々さん
◇長期交換留学生の挨拶
◎筒井善樹カウンセラー

　今年の長期交換留学生
の吉岡さんは、土佐女子
高校２年生。昨年末より
派遣予定者として、さま
ざまな準備をしてまいり
ました。７月24日にアメ

リカに向けて出発となりましたので、ご本人
よりひと言ご挨拶をさせていただきます。
　また、８月にはエイプリルさんという女子
学生が来高します。派遣の吉岡さん、受け入
れのエイプリルさん、１年間、この２人を
しっかり応援していきたいと思いますので、
皆さんのご協力をよろしくお願いします。
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◎吉岡音々さん
　土佐女子高校２年の吉
岡音々です。私の留学は
いよいよ間近に迫ってき
ました。高校２年生とな
り、学校の勉強も格段に
難しくなったため、アメ

リカから来るメールを読むことと学校の勉強
で手一杯で、英語の勉強は正直なところ余り
はかどっていません。もっと頑張って勉強し
たいと思っています。
　私は留学を志はじめて３年目になりますが、
ついにその願いが叶いそうで今とてもわくわ
くしています。最初は、余りはっきりとした
目的意識は持っていませんでした。しかし、
11月からロータリーさんの研修を受けたり、
留学の準備をすることで私には大きく変わっ
た点があります。それは、私は本当に多くの
人の協力を得て、迷惑をかけて生きているん
だ。夢に向かわせてもらっているんだという
ことを深く感じるようになったことです。日
ごろから、感謝と謝罪の気持ちを持って生き
るべきだと、今は考えています。
　アメリカに行ったらやりたいことがありま
す。日本ではなかなか時間が取れず余りでき
ていないボランティアです。この貴重なチャ
ンスを生かして語学だけでなく、育った場所
も環境も全く違う、多くの人々のさまざまな
ものの考え方、感じ方について学びたいと

思っています。有意義な１年にするため、私
は全力で頑張ります。いい成果を持って、ま
た来年皆さんにお会いできることを楽しみに
しています。
　本当に貴重なチャンスをいただいたことに
深く感謝します。どうもありがとうございま
した。
◇地区大会について
　新居浜で開催される地区大会への交通手段
として、バス２台（58名）用意できましたの
で、参加をよろしくお願いいたします。
◇50周年実行委員会より
　昨日より、ガバナーほかご来賓の皆さま、
各クラブ等々に郵送や手渡しで案内状を発送
しています。当クラブ会員と水曜会の方に
は、ＦＡＸとレターボックスの上の出欠表で
取りまとめをしたいと考えていますので、よ
ろしくお願いします。
◇短期交換留学生のホストファミリーに対し

て、お礼をお渡ししました。
◇会　長　報　告
・2670地区2021－2022年度ガバナーノミニー

デジグネイトとして、中村ＲＣの東　邦彦
氏が決定されました。

・休会等が続いていた田内会員から、健康上
の理由から退会の申し出があり、理事会で
承認されました。健康が回復されたら再入
会ということもあると思いますのでよろし
くお願いします。
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７月18日
今期の累計

れらを踏まえて、
１．職業奉仕とは何か。

またシェルドンが唱え
た職業奉仕の原理原則
などについて、東酔
会・情報集会・情報委

員会などで討論する機会を持ちたい
２．「四つのテスト」の推進…毎月第１例会

で唱和する
３．新会員に「四つのテスト」の綱領とロー

タリアンの職業奉仕、四つの反省を配付す
る

４．職業奉仕月間（１月）には、プログラム
委員会と協力してスピーカーを用意する

５．職場例会をプログラム委員会と協力して
「称名寺」で行う（１月予定）

◎青少年奉仕委員会（発表：西内俊介）
　青少年奉仕プログラム
の主なものは、ローター
アクト、インターアクト、
RYLAですが、東クラブ
として積極的に参加して
いるのがRYLAです。来

年５月23日から26日まで余島で開催され、例
年同様２名の受講生を送るよう努めます。
　ローターアクトは、社会人の高知西ロー
ターアクトがあり、東クラブも提唱クラブと
して積極的に支援したいと考えています。
　インターアクトについては、土佐高（高知
南）と明徳高（仁淀）があります。東クラブ
は今のところ特に関わっていませんが、今後
は支援を検討していきたいと思います。
　2670地区74クラブ中、これらに関わってい
るのは一部のクラブだけです。高知東もロー
ターアクト、インターアクトには関心が薄い
のが実情ですが、RYLAには積極的に関わっ
ていますので、今年もぜひ参加したいと思い
ます。
◎国際奉仕委員会（発表：中平真理子）

事業計画
１．短期交換留学生の受
　け入れを７月10日から
　14日に行いました。派
　遣は７月26日から８月
　16日まで。

２．長期交換留学生の受け入れは、今回、当

クラブはありません。
　先日、短期交換留学生のウェルカムパー
ティが得月樓で行われ、17名の会員とホスト
ファミリー５名、学生４名の26名が参加。松
岡さんには本当にお世話になりました。ま
た、寺尾さん、中澤さんの奥さまは連日大活
躍で、交換事業は水曜会はじめ女性パワーで
成り立っていると感じました。
　この他にも卓話や寄付活動などを通じ、会
長の「ロータリーを学び、ロータリーを実行
しよう」という基本方針に則って、できるだ
けクラブ全体で共有できるような委員会活動
を行いたいと思います。ご協力をお願いしま
す。
◎ロータリー財団委員会（発表：野町和也）

　昨年、西森やよい委員
長が立ち上げた「高知お
むつバンク」の更なる周
知を図るための広報活動、
「高知おむつバンク広報
プロジェクト」を行う計

画です。横のつながりを大事にしながら、
ロータリアン、関係各機関のつながりを中心
に、しっかり告知を進めていきますので、よ
ろしくお願いします。
◎米山奨学会（発表：窪田満里子）

・皆さまのご協力により、
年4,000円だった寄付を
6,000円に変更できまし
た。特別寄付は、５人
で１組の講をつくって
いますので、ご協力を

お願いします。
・今月21日奨学生に対して、卓話発表に関す

る勉強会を行います。奨学生の卓話依頼が
あれば、ぜひご連絡ください。

・今年は、国選の奨学生が１名増えて５名で
す。

◎クラブ奉仕委員会（発表：前川美智子）
　当クラブのクラブ奉仕
部門である、出席・親
睦・雑誌会報・会員増強
退会防止・会員選考・プ
ログラム・広報ＩＴ・
ロータリー情報の８つの

委員会が、今年１年スムーズに進めていける

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

■例会変更のお知らせ
高知中央ＲＣ　７月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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ように、できる限り協力をしていきます。
　寺尾会長、松本幹事に学びながら精一杯努
めていきますので、よろしくお願いします。
◎プログラム委員会（発表：中越貴宣）

　今年は50周年ですの
で、東クラブの歴史を振
り返り、会員同士の理
解、親睦を深めるため
に、クラブ会員中心の卓
話を企画していきたいと

思います。ご協力をよろしくお願いします。
◎親睦委員会（発表：天野禎久）

　入会歴が浅い会員中心
の委員会ですので、積極
的に例会に出席し、会員
同士が知り合い、友情を
深め、また、クラブの催
し、社交活動への会員の

参加の推進を図り、親睦委員会でしっかりと
盛り上げていきたいと思います。
１．例会協力
２．夜間例会（年５回家族例会として開催）
３．野外レクレーション（日帰りバスツアー

を計画）
４．趣味の集い
５．東酔会の後援
６．水曜会の活動を後援
７．歓迎会と送別会
◎雑誌・会報委員会（発表：中西克行）

・ＩＴ・広報委員会と協
力して、例会の記録を
とり、週報を作りま
す。

・諸行事、委員会活動等
にできるだけ参加して

週報へ掲載するよう努めます。

◇出席率報告

 ● 寺尾正生　二度あることは確かに三度あり
ました。名前の読み違い、吉岡さんごめんな
さい。　　
 ● 松本隆之　各委員会の皆さま、１年間よろ
しくお願いいたします。　
 ● 西山忠利　昨年１年間、会員増強にご協力
いただきありがとうございました。５名入
会、５名退会、プラスマイナス０です。残念
でした。
 ● 北村　裕　先週150人参加の大ゴルフコン
ペでなんと「優勝」してしまいました。エヘ
ンエヘン。優勝賞品は50インチ４Ｋテレビ。
嬉しかったです。

 ● 竹村克彦　先週の短期交換学生の例会訪問
では、皆さまに大変お世話になりました。お
陰様で、地区委員の今年度の役目が半分以上
終わりました。　
 ● 川端信一郎　クラブ入会１年となりました。
いつもご指導いただき、また親しくしていた
だきありがとうございます。
 ● 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。

◇委員会活動計画発表

◎社会奉仕委員会（発表：永光男）
活動計画
１．浦戸湾・七河川一斉

清掃は７月８日から22
日に変更になりました
ので、参加をお願いし
ます。

２．９月の防災の日に行われる、地震防災訓
練にクラブとして参加を呼びかけます。専
門家による卓話を検討します。

３．四国八十八カ所について、例年通り支援
をします。

４．地域発展及び青少年健全育成のための市

内繁華街のパトロールを行います。
５．水曜会の大丸前新春バザーの支援をする。
　委員会として、多くの会員に参加していた
だき、来て良かった、して良かったと思う一
工夫を考えて取り組みます。また、委員会と
してハト公害対策を立案したいと思っていま
すので、ご協力をよろしくお願いします。
◎職業奉仕委員会（発表：猿田隆夫）
　昨年の「ロータリーの友」１月号に掲載さ
れた、本田博巳パストガバナーの「職業奉仕
はロータリーの根幹か？」の論文の中に、日
本のロータリーとＲＩの考える「職業奉仕」
は明確に異なっていると書かれています。こ

７月18日

７月４日
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短期交換留学生ウェルカムパーティ
2018年７月13日㈮　於：得月樓
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◎吉岡音々さん
　土佐女子高校２年の吉
岡音々です。私の留学は
いよいよ間近に迫ってき
ました。高校２年生とな
り、学校の勉強も格段に
難しくなったため、アメ

リカから来るメールを読むことと学校の勉強
で手一杯で、英語の勉強は正直なところ余り
はかどっていません。もっと頑張って勉強し
たいと思っています。
　私は留学を志はじめて３年目になりますが、
ついにその願いが叶いそうで今とてもわくわ
くしています。最初は、余りはっきりとした
目的意識は持っていませんでした。しかし、
11月からロータリーさんの研修を受けたり、
留学の準備をすることで私には大きく変わっ
た点があります。それは、私は本当に多くの
人の協力を得て、迷惑をかけて生きているん
だ。夢に向かわせてもらっているんだという
ことを深く感じるようになったことです。日
ごろから、感謝と謝罪の気持ちを持って生き
るべきだと、今は考えています。
　アメリカに行ったらやりたいことがありま
す。日本ではなかなか時間が取れず余りでき
ていないボランティアです。この貴重なチャ
ンスを生かして語学だけでなく、育った場所
も環境も全く違う、多くの人々のさまざまな
ものの考え方、感じ方について学びたいと

思っています。有意義な１年にするため、私
は全力で頑張ります。いい成果を持って、ま
た来年皆さんにお会いできることを楽しみに
しています。
　本当に貴重なチャンスをいただいたことに
深く感謝します。どうもありがとうございま
した。
◇地区大会について
　新居浜で開催される地区大会への交通手段
として、バス２台（58名）用意できましたの
で、参加をよろしくお願いいたします。
◇50周年実行委員会より
　昨日より、ガバナーほかご来賓の皆さま、
各クラブ等々に郵送や手渡しで案内状を発送
しています。当クラブ会員と水曜会の方に
は、ＦＡＸとレターボックスの上の出欠表で
取りまとめをしたいと考えていますので、よ
ろしくお願いします。
◇短期交換留学生のホストファミリーに対し

て、お礼をお渡ししました。
◇会　長　報　告
・2670地区2021－2022年度ガバナーノミニー

デジグネイトとして、中村ＲＣの東　邦彦
氏が決定されました。

・休会等が続いていた田内会員から、健康上
の理由から退会の申し出があり、理事会で
承認されました。健康が回復されたら再入
会ということもあると思いますのでよろし
くお願いします。

● ニコニコ箱 ●
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７月18日
今期の累計

れらを踏まえて、
１．職業奉仕とは何か。

またシェルドンが唱え
た職業奉仕の原理原則
などについて、東酔
会・情報集会・情報委

員会などで討論する機会を持ちたい
２．「四つのテスト」の推進…毎月第１例会

で唱和する
３．新会員に「四つのテスト」の綱領とロー

タリアンの職業奉仕、四つの反省を配付す
る

４．職業奉仕月間（１月）には、プログラム
委員会と協力してスピーカーを用意する

５．職場例会をプログラム委員会と協力して
「称名寺」で行う（１月予定）

◎青少年奉仕委員会（発表：西内俊介）
　青少年奉仕プログラム
の主なものは、ローター
アクト、インターアクト、
RYLAですが、東クラブ
として積極的に参加して
いるのがRYLAです。来

年５月23日から26日まで余島で開催され、例
年同様２名の受講生を送るよう努めます。
　ローターアクトは、社会人の高知西ロー
ターアクトがあり、東クラブも提唱クラブと
して積極的に支援したいと考えています。
　インターアクトについては、土佐高（高知
南）と明徳高（仁淀）があります。東クラブ
は今のところ特に関わっていませんが、今後
は支援を検討していきたいと思います。
　2670地区74クラブ中、これらに関わってい
るのは一部のクラブだけです。高知東もロー
ターアクト、インターアクトには関心が薄い
のが実情ですが、RYLAには積極的に関わっ
ていますので、今年もぜひ参加したいと思い
ます。
◎国際奉仕委員会（発表：中平真理子）

事業計画
１．短期交換留学生の受
　け入れを７月10日から
　14日に行いました。派
　遣は７月26日から８月
　16日まで。

２．長期交換留学生の受け入れは、今回、当

クラブはありません。
　先日、短期交換留学生のウェルカムパー
ティが得月樓で行われ、17名の会員とホスト
ファミリー５名、学生４名の26名が参加。松
岡さんには本当にお世話になりました。ま
た、寺尾さん、中澤さんの奥さまは連日大活
躍で、交換事業は水曜会はじめ女性パワーで
成り立っていると感じました。
　この他にも卓話や寄付活動などを通じ、会
長の「ロータリーを学び、ロータリーを実行
しよう」という基本方針に則って、できるだ
けクラブ全体で共有できるような委員会活動
を行いたいと思います。ご協力をお願いしま
す。
◎ロータリー財団委員会（発表：野町和也）

　昨年、西森やよい委員
長が立ち上げた「高知お
むつバンク」の更なる周
知を図るための広報活動、
「高知おむつバンク広報
プロジェクト」を行う計

画です。横のつながりを大事にしながら、
ロータリアン、関係各機関のつながりを中心
に、しっかり告知を進めていきますので、よ
ろしくお願いします。
◎米山奨学会（発表：窪田満里子）

・皆さまのご協力により、
年4,000円だった寄付を
6,000円に変更できまし
た。特別寄付は、５人
で１組の講をつくって
いますので、ご協力を

お願いします。
・今月21日奨学生に対して、卓話発表に関す

る勉強会を行います。奨学生の卓話依頼が
あれば、ぜひご連絡ください。

・今年は、国選の奨学生が１名増えて５名で
す。

◎クラブ奉仕委員会（発表：前川美智子）
　当クラブのクラブ奉仕
部門である、出席・親
睦・雑誌会報・会員増強
退会防止・会員選考・プ
ログラム・広報ＩＴ・
ロータリー情報の８つの

委員会が、今年１年スムーズに進めていける

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

■例会変更のお知らせ
高知中央ＲＣ　７月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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ように、できる限り協力をしていきます。
　寺尾会長、松本幹事に学びながら精一杯努
めていきますので、よろしくお願いします。
◎プログラム委員会（発表：中越貴宣）

　今年は50周年ですの
で、東クラブの歴史を振
り返り、会員同士の理
解、親睦を深めるため
に、クラブ会員中心の卓
話を企画していきたいと

思います。ご協力をよろしくお願いします。
◎親睦委員会（発表：天野禎久）

　入会歴が浅い会員中心
の委員会ですので、積極
的に例会に出席し、会員
同士が知り合い、友情を
深め、また、クラブの催
し、社交活動への会員の

参加の推進を図り、親睦委員会でしっかりと
盛り上げていきたいと思います。
１．例会協力
２．夜間例会（年５回家族例会として開催）
３．野外レクレーション（日帰りバスツアー

を計画）
４．趣味の集い
５．東酔会の後援
６．水曜会の活動を後援
７．歓迎会と送別会
◎雑誌・会報委員会（発表：中西克行）

・ＩＴ・広報委員会と協
力して、例会の記録を
とり、週報を作りま
す。

・諸行事、委員会活動等
にできるだけ参加して

週報へ掲載するよう努めます。

◇出席率報告

 ● 寺尾正生　二度あることは確かに三度あり
ました。名前の読み違い、吉岡さんごめんな
さい。　　
 ● 松本隆之　各委員会の皆さま、１年間よろ
しくお願いいたします。　
 ● 西山忠利　昨年１年間、会員増強にご協力
いただきありがとうございました。５名入
会、５名退会、プラスマイナス０です。残念
でした。
 ● 北村　裕　先週150人参加の大ゴルフコン
ペでなんと「優勝」してしまいました。エヘ
ンエヘン。優勝賞品は50インチ４Ｋテレビ。
嬉しかったです。

 ● 竹村克彦　先週の短期交換学生の例会訪問
では、皆さまに大変お世話になりました。お
陰様で、地区委員の今年度の役目が半分以上
終わりました。　
 ● 川端信一郎　クラブ入会１年となりました。
いつもご指導いただき、また親しくしていた
だきありがとうございます。
 ● 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。

◇委員会活動計画発表

◎社会奉仕委員会（発表：永光男）
活動計画
１．浦戸湾・七河川一斉

清掃は７月８日から22
日に変更になりました
ので、参加をお願いし
ます。

２．９月の防災の日に行われる、地震防災訓
練にクラブとして参加を呼びかけます。専
門家による卓話を検討します。

３．四国八十八カ所について、例年通り支援
をします。

４．地域発展及び青少年健全育成のための市

内繁華街のパトロールを行います。
５．水曜会の大丸前新春バザーの支援をする。
　委員会として、多くの会員に参加していた
だき、来て良かった、して良かったと思う一
工夫を考えて取り組みます。また、委員会と
してハト公害対策を立案したいと思っていま
すので、ご協力をよろしくお願いします。
◎職業奉仕委員会（発表：猿田隆夫）
　昨年の「ロータリーの友」１月号に掲載さ
れた、本田博巳パストガバナーの「職業奉仕
はロータリーの根幹か？」の論文の中に、日
本のロータリーとＲＩの考える「職業奉仕」
は明確に異なっていると書かれています。こ
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本日　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

次週　８月１日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「私の履歴書」

岡﨑　勇樹 会員

第2385回　例会報告／平成30年７月18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。
まず、今回の大雨災害
で、悲惨な事故も起こっ
ています。心からお悔や
み、お見舞いを申し上げ
たいと思います。

　第１回の例会のとき、最後の鐘を叩きそこ
ねました。２回目には、公式訪問でお越しい
ただいたガバナーを交換してしまいました。
２度あることは３度あると言います。今日は
３回目の例会です。何とかミスのないように
進行したいと思います。
　ロータリーについて、自分なりに勉強しま
した。ロータリーの親睦と奉仕、その奉仕の
中には、ロータリーとしてあるべき職業奉仕、
また、最近は随分とウェイトが傾き、中心的
な活動となっている人道的奉仕があります。
ロータリーは欧米の社交クラブから入ってい
ますので、文言を読んでも理解しにくいこと
もあります。
　私なりに解釈すると、職業的奉仕というの
は思いやり、東洋的にいうと惻隠の情から
入ってきたものが非常にウェイトを占めるの
ではないか。しかし、人道的奉仕になると慈
善活動に近くなって、東洋的にいうと憐憫の
情というものが入ってきている。だから、
ロータリーとして本来あるのは惻隠の情、思

いやりがベースになった奉仕活動をしていか
なければいけないと思います。ただ、自分を
犠牲にして奉仕をするということは、ロータ
リーの本来あるべき姿ではないのではないか
とも思います。
　うちのクラブには奉仕プロジェクトもあり
ます。今年は、東クラブとして、ロータリー
としての奉仕はどういうものなのか再確認し
ていく、ロータリーとしてどうあるべきかを
考える１年にしていきたいと思います。
◇来訪ロータリアン
　高知ＲＣ　　筒井善樹氏
◇お　客　様
　長期交換派遣学生　　吉岡音々さん
◇長期交換留学生の挨拶
◎筒井善樹カウンセラー

　今年の長期交換留学生
の吉岡さんは、土佐女子
高校２年生。昨年末より
派遣予定者として、さま
ざまな準備をしてまいり
ました。７月24日にアメ

リカに向けて出発となりましたので、ご本人
よりひと言ご挨拶をさせていただきます。
　また、８月にはエイプリルさんという女子
学生が来高します。派遣の吉岡さん、受け入
れのエイプリルさん、１年間、この２人を
しっかり応援していきたいと思いますので、
皆さんのご協力をよろしくお願いします。
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７月18日
今期の累計

れらを踏まえて、
１．職業奉仕とは何か。

またシェルドンが唱え
た職業奉仕の原理原則
などについて、東酔
会・情報集会・情報委

員会などで討論する機会を持ちたい
２．「四つのテスト」の推進…毎月第１例会

で唱和する
３．新会員に「四つのテスト」の綱領とロー

タリアンの職業奉仕、四つの反省を配付す
る

４．職業奉仕月間（１月）には、プログラム
委員会と協力してスピーカーを用意する

５．職場例会をプログラム委員会と協力して
「称名寺」で行う（１月予定）

◎青少年奉仕委員会（発表：西内俊介）
　青少年奉仕プログラム
の主なものは、ローター
アクト、インターアクト、
RYLAですが、東クラブ
として積極的に参加して
いるのがRYLAです。来

年５月23日から26日まで余島で開催され、例
年同様２名の受講生を送るよう努めます。
　ローターアクトは、社会人の高知西ロー
ターアクトがあり、東クラブも提唱クラブと
して積極的に支援したいと考えています。
　インターアクトについては、土佐高（高知
南）と明徳高（仁淀）があります。東クラブ
は今のところ特に関わっていませんが、今後
は支援を検討していきたいと思います。
　2670地区74クラブ中、これらに関わってい
るのは一部のクラブだけです。高知東もロー
ターアクト、インターアクトには関心が薄い
のが実情ですが、RYLAには積極的に関わっ
ていますので、今年もぜひ参加したいと思い
ます。
◎国際奉仕委員会（発表：中平真理子）

事業計画
１．短期交換留学生の受
　け入れを７月10日から
　14日に行いました。派
　遣は７月26日から８月
　16日まで。

２．長期交換留学生の受け入れは、今回、当

クラブはありません。
　先日、短期交換留学生のウェルカムパー
ティが得月樓で行われ、17名の会員とホスト
ファミリー５名、学生４名の26名が参加。松
岡さんには本当にお世話になりました。ま
た、寺尾さん、中澤さんの奥さまは連日大活
躍で、交換事業は水曜会はじめ女性パワーで
成り立っていると感じました。
　この他にも卓話や寄付活動などを通じ、会
長の「ロータリーを学び、ロータリーを実行
しよう」という基本方針に則って、できるだ
けクラブ全体で共有できるような委員会活動
を行いたいと思います。ご協力をお願いしま
す。
◎ロータリー財団委員会（発表：野町和也）

　昨年、西森やよい委員
長が立ち上げた「高知お
むつバンク」の更なる周
知を図るための広報活動、
「高知おむつバンク広報
プロジェクト」を行う計

画です。横のつながりを大事にしながら、
ロータリアン、関係各機関のつながりを中心
に、しっかり告知を進めていきますので、よ
ろしくお願いします。
◎米山奨学会（発表：窪田満里子）

・皆さまのご協力により、
年4,000円だった寄付を
6,000円に変更できまし
た。特別寄付は、５人
で１組の講をつくって
いますので、ご協力を

お願いします。
・今月21日奨学生に対して、卓話発表に関す

る勉強会を行います。奨学生の卓話依頼が
あれば、ぜひご連絡ください。

・今年は、国選の奨学生が１名増えて５名で
す。

◎クラブ奉仕委員会（発表：前川美智子）
　当クラブのクラブ奉仕
部門である、出席・親
睦・雑誌会報・会員増強
退会防止・会員選考・プ
ログラム・広報ＩＴ・
ロータリー情報の８つの

委員会が、今年１年スムーズに進めていける

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

■例会変更のお知らせ
高知中央ＲＣ　７月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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ように、できる限り協力をしていきます。
　寺尾会長、松本幹事に学びながら精一杯努
めていきますので、よろしくお願いします。
◎プログラム委員会（発表：中越貴宣）

　今年は50周年ですの
で、東クラブの歴史を振
り返り、会員同士の理
解、親睦を深めるため
に、クラブ会員中心の卓
話を企画していきたいと

思います。ご協力をよろしくお願いします。
◎親睦委員会（発表：天野禎久）

　入会歴が浅い会員中心
の委員会ですので、積極
的に例会に出席し、会員
同士が知り合い、友情を
深め、また、クラブの催
し、社交活動への会員の

参加の推進を図り、親睦委員会でしっかりと
盛り上げていきたいと思います。
１．例会協力
２．夜間例会（年５回家族例会として開催）
３．野外レクレーション（日帰りバスツアー

を計画）
４．趣味の集い
５．東酔会の後援
６．水曜会の活動を後援
７．歓迎会と送別会
◎雑誌・会報委員会（発表：中西克行）

・ＩＴ・広報委員会と協
力して、例会の記録を
とり、週報を作りま
す。

・諸行事、委員会活動等
にできるだけ参加して

週報へ掲載するよう努めます。

◇出席率報告

 ● 寺尾正生　二度あることは確かに三度あり
ました。名前の読み違い、吉岡さんごめんな
さい。　　
 ● 松本隆之　各委員会の皆さま、１年間よろ
しくお願いいたします。　
 ● 西山忠利　昨年１年間、会員増強にご協力
いただきありがとうございました。５名入
会、５名退会、プラスマイナス０です。残念
でした。
 ● 北村　裕　先週150人参加の大ゴルフコン
ペでなんと「優勝」してしまいました。エヘ
ンエヘン。優勝賞品は50インチ４Ｋテレビ。
嬉しかったです。

 ● 竹村克彦　先週の短期交換学生の例会訪問
では、皆さまに大変お世話になりました。お
陰様で、地区委員の今年度の役目が半分以上
終わりました。　
 ● 川端信一郎　クラブ入会１年となりました。
いつもご指導いただき、また親しくしていた
だきありがとうございます。
 ● 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。

◇委員会活動計画発表

◎社会奉仕委員会（発表：永光男）
活動計画
１．浦戸湾・七河川一斉

清掃は７月８日から22
日に変更になりました
ので、参加をお願いし
ます。

２．９月の防災の日に行われる、地震防災訓
練にクラブとして参加を呼びかけます。専
門家による卓話を検討します。

３．四国八十八カ所について、例年通り支援
をします。

４．地域発展及び青少年健全育成のための市

内繁華街のパトロールを行います。
５．水曜会の大丸前新春バザーの支援をする。
　委員会として、多くの会員に参加していた
だき、来て良かった、して良かったと思う一
工夫を考えて取り組みます。また、委員会と
してハト公害対策を立案したいと思っていま
すので、ご協力をよろしくお願いします。
◎職業奉仕委員会（発表：猿田隆夫）
　昨年の「ロータリーの友」１月号に掲載さ
れた、本田博巳パストガバナーの「職業奉仕
はロータリーの根幹か？」の論文の中に、日
本のロータリーとＲＩの考える「職業奉仕」
は明確に異なっていると書かれています。こ
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７月４日
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本日　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

次週　８月１日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「私の履歴書」

岡﨑　勇樹 会員

第2385回　例会報告／平成30年７月18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。
まず、今回の大雨災害
で、悲惨な事故も起こっ
ています。心からお悔や
み、お見舞いを申し上げ
たいと思います。

　第１回の例会のとき、最後の鐘を叩きそこ
ねました。２回目には、公式訪問でお越しい
ただいたガバナーを交換してしまいました。
２度あることは３度あると言います。今日は
３回目の例会です。何とかミスのないように
進行したいと思います。
　ロータリーについて、自分なりに勉強しま
した。ロータリーの親睦と奉仕、その奉仕の
中には、ロータリーとしてあるべき職業奉仕、
また、最近は随分とウェイトが傾き、中心的
な活動となっている人道的奉仕があります。
ロータリーは欧米の社交クラブから入ってい
ますので、文言を読んでも理解しにくいこと
もあります。
　私なりに解釈すると、職業的奉仕というの
は思いやり、東洋的にいうと惻隠の情から
入ってきたものが非常にウェイトを占めるの
ではないか。しかし、人道的奉仕になると慈
善活動に近くなって、東洋的にいうと憐憫の
情というものが入ってきている。だから、
ロータリーとして本来あるのは惻隠の情、思

いやりがベースになった奉仕活動をしていか
なければいけないと思います。ただ、自分を
犠牲にして奉仕をするということは、ロータ
リーの本来あるべき姿ではないのではないか
とも思います。
　うちのクラブには奉仕プロジェクトもあり
ます。今年は、東クラブとして、ロータリー
としての奉仕はどういうものなのか再確認し
ていく、ロータリーとしてどうあるべきかを
考える１年にしていきたいと思います。
◇来訪ロータリアン
　高知ＲＣ　　筒井善樹氏
◇お　客　様
　長期交換派遣学生　　吉岡音々さん
◇長期交換留学生の挨拶
◎筒井善樹カウンセラー

　今年の長期交換留学生
の吉岡さんは、土佐女子
高校２年生。昨年末より
派遣予定者として、さま
ざまな準備をしてまいり
ました。７月24日にアメ

リカに向けて出発となりましたので、ご本人
よりひと言ご挨拶をさせていただきます。
　また、８月にはエイプリルさんという女子
学生が来高します。派遣の吉岡さん、受け入
れのエイプリルさん、１年間、この２人を
しっかり応援していきたいと思いますので、
皆さんのご協力をよろしくお願いします。
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●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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◎吉岡音々さん
　土佐女子高校２年の吉
岡音々です。私の留学は
いよいよ間近に迫ってき
ました。高校２年生とな
り、学校の勉強も格段に
難しくなったため、アメ

リカから来るメールを読むことと学校の勉強
で手一杯で、英語の勉強は正直なところ余り
はかどっていません。もっと頑張って勉強し
たいと思っています。
　私は留学を志はじめて３年目になりますが、
ついにその願いが叶いそうで今とてもわくわ
くしています。最初は、余りはっきりとした
目的意識は持っていませんでした。しかし、
11月からロータリーさんの研修を受けたり、
留学の準備をすることで私には大きく変わっ
た点があります。それは、私は本当に多くの
人の協力を得て、迷惑をかけて生きているん
だ。夢に向かわせてもらっているんだという
ことを深く感じるようになったことです。日
ごろから、感謝と謝罪の気持ちを持って生き
るべきだと、今は考えています。
　アメリカに行ったらやりたいことがありま
す。日本ではなかなか時間が取れず余りでき
ていないボランティアです。この貴重なチャ
ンスを生かして語学だけでなく、育った場所
も環境も全く違う、多くの人々のさまざまな
ものの考え方、感じ方について学びたいと

思っています。有意義な１年にするため、私
は全力で頑張ります。いい成果を持って、ま
た来年皆さんにお会いできることを楽しみに
しています。
　本当に貴重なチャンスをいただいたことに
深く感謝します。どうもありがとうございま
した。
◇地区大会について
　新居浜で開催される地区大会への交通手段
として、バス２台（58名）用意できましたの
で、参加をよろしくお願いいたします。
◇50周年実行委員会より
　昨日より、ガバナーほかご来賓の皆さま、
各クラブ等々に郵送や手渡しで案内状を発送
しています。当クラブ会員と水曜会の方に
は、ＦＡＸとレターボックスの上の出欠表で
取りまとめをしたいと考えていますので、よ
ろしくお願いします。
◇短期交換留学生のホストファミリーに対し

て、お礼をお渡ししました。
◇会　長　報　告
・2670地区2021－2022年度ガバナーノミニー

デジグネイトとして、中村ＲＣの東　邦彦
氏が決定されました。

・休会等が続いていた田内会員から、健康上
の理由から退会の申し出があり、理事会で
承認されました。健康が回復されたら再入
会ということもあると思いますのでよろし
くお願いします。
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クラブはありません。
　先日、短期交換留学生のウェルカムパー
ティが得月樓で行われ、17名の会員とホスト
ファミリー５名、学生４名の26名が参加。松
岡さんには本当にお世話になりました。ま
た、寺尾さん、中澤さんの奥さまは連日大活
躍で、交換事業は水曜会はじめ女性パワーで
成り立っていると感じました。
　この他にも卓話や寄付活動などを通じ、会
長の「ロータリーを学び、ロータリーを実行
しよう」という基本方針に則って、できるだ
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ろしくお願いします。
◎米山奨学会（発表：窪田満里子）

・皆さまのご協力により、
年4,000円だった寄付を
6,000円に変更できまし
た。特別寄付は、５人
で１組の講をつくって
いますので、ご協力を

お願いします。
・今月21日奨学生に対して、卓話発表に関す

る勉強会を行います。奨学生の卓話依頼が
あれば、ぜひご連絡ください。

・今年は、国選の奨学生が１名増えて５名で
す。

◎クラブ奉仕委員会（発表：前川美智子）
　当クラブのクラブ奉仕
部門である、出席・親
睦・雑誌会報・会員増強
退会防止・会員選考・プ
ログラム・広報ＩＴ・
ロータリー情報の８つの

委員会が、今年１年スムーズに進めていける

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

■例会変更のお知らせ
高知中央ＲＣ　７月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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ように、できる限り協力をしていきます。
　寺尾会長、松本幹事に学びながら精一杯努
めていきますので、よろしくお願いします。
◎プログラム委員会（発表：中越貴宣）

　今年は50周年ですの
で、東クラブの歴史を振
り返り、会員同士の理
解、親睦を深めるため
に、クラブ会員中心の卓
話を企画していきたいと

思います。ご協力をよろしくお願いします。
◎親睦委員会（発表：天野禎久）

　入会歴が浅い会員中心
の委員会ですので、積極
的に例会に出席し、会員
同士が知り合い、友情を
深め、また、クラブの催
し、社交活動への会員の

参加の推進を図り、親睦委員会でしっかりと
盛り上げていきたいと思います。
１．例会協力
２．夜間例会（年５回家族例会として開催）
３．野外レクレーション（日帰りバスツアー

を計画）
４．趣味の集い
５．東酔会の後援
６．水曜会の活動を後援
７．歓迎会と送別会
◎雑誌・会報委員会（発表：中西克行）

・ＩＴ・広報委員会と協
力して、例会の記録を
とり、週報を作りま
す。

・諸行事、委員会活動等
にできるだけ参加して

週報へ掲載するよう努めます。

◇出席率報告

 ● 寺尾正生　二度あることは確かに三度あり
ました。名前の読み違い、吉岡さんごめんな
さい。　　
 ● 松本隆之　各委員会の皆さま、１年間よろ
しくお願いいたします。　
 ● 西山忠利　昨年１年間、会員増強にご協力
いただきありがとうございました。５名入
会、５名退会、プラスマイナス０です。残念
でした。
 ● 北村　裕　先週150人参加の大ゴルフコン
ペでなんと「優勝」してしまいました。エヘ
ンエヘン。優勝賞品は50インチ４Ｋテレビ。
嬉しかったです。

 ● 竹村克彦　先週の短期交換学生の例会訪問
では、皆さまに大変お世話になりました。お
陰様で、地区委員の今年度の役目が半分以上
終わりました。　
 ● 川端信一郎　クラブ入会１年となりました。
いつもご指導いただき、また親しくしていた
だきありがとうございます。
 ● 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。

◇委員会活動計画発表

◎社会奉仕委員会（発表：永光男）
活動計画
１．浦戸湾・七河川一斉

清掃は７月８日から22
日に変更になりました
ので、参加をお願いし
ます。

２．９月の防災の日に行われる、地震防災訓
練にクラブとして参加を呼びかけます。専
門家による卓話を検討します。

３．四国八十八カ所について、例年通り支援
をします。

４．地域発展及び青少年健全育成のための市

内繁華街のパトロールを行います。
５．水曜会の大丸前新春バザーの支援をする。
　委員会として、多くの会員に参加していた
だき、来て良かった、して良かったと思う一
工夫を考えて取り組みます。また、委員会と
してハト公害対策を立案したいと思っていま
すので、ご協力をよろしくお願いします。
◎職業奉仕委員会（発表：猿田隆夫）
　昨年の「ロータリーの友」１月号に掲載さ
れた、本田博巳パストガバナーの「職業奉仕
はロータリーの根幹か？」の論文の中に、日
本のロータリーとＲＩの考える「職業奉仕」
は明確に異なっていると書かれています。こ

７月18日

７月４日
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短期交換留学生ウェルカムパーティ
2018年７月13日㈮　於：得月樓
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本日　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

次週　８月１日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「私の履歴書」

岡﨑　勇樹 会員

第2385回　例会報告／平成30年７月18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。
まず、今回の大雨災害
で、悲惨な事故も起こっ
ています。心からお悔や
み、お見舞いを申し上げ
たいと思います。

　第１回の例会のとき、最後の鐘を叩きそこ
ねました。２回目には、公式訪問でお越しい
ただいたガバナーを交換してしまいました。
２度あることは３度あると言います。今日は
３回目の例会です。何とかミスのないように
進行したいと思います。
　ロータリーについて、自分なりに勉強しま
した。ロータリーの親睦と奉仕、その奉仕の
中には、ロータリーとしてあるべき職業奉仕、
また、最近は随分とウェイトが傾き、中心的
な活動となっている人道的奉仕があります。
ロータリーは欧米の社交クラブから入ってい
ますので、文言を読んでも理解しにくいこと
もあります。
　私なりに解釈すると、職業的奉仕というの
は思いやり、東洋的にいうと惻隠の情から
入ってきたものが非常にウェイトを占めるの
ではないか。しかし、人道的奉仕になると慈
善活動に近くなって、東洋的にいうと憐憫の
情というものが入ってきている。だから、
ロータリーとして本来あるのは惻隠の情、思

いやりがベースになった奉仕活動をしていか
なければいけないと思います。ただ、自分を
犠牲にして奉仕をするということは、ロータ
リーの本来あるべき姿ではないのではないか
とも思います。
　うちのクラブには奉仕プロジェクトもあり
ます。今年は、東クラブとして、ロータリー
としての奉仕はどういうものなのか再確認し
ていく、ロータリーとしてどうあるべきかを
考える１年にしていきたいと思います。
◇来訪ロータリアン
　高知ＲＣ　　筒井善樹氏
◇お　客　様
　長期交換派遣学生　　吉岡音々さん
◇長期交換留学生の挨拶
◎筒井善樹カウンセラー

　今年の長期交換留学生
の吉岡さんは、土佐女子
高校２年生。昨年末より
派遣予定者として、さま
ざまな準備をしてまいり
ました。７月24日にアメ

リカに向けて出発となりましたので、ご本人
よりひと言ご挨拶をさせていただきます。
　また、８月にはエイプリルさんという女子
学生が来高します。派遣の吉岡さん、受け入
れのエイプリルさん、１年間、この２人を
しっかり応援していきたいと思いますので、
皆さんのご協力をよろしくお願いします。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST
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●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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◎吉岡音々さん
　土佐女子高校２年の吉
岡音々です。私の留学は
いよいよ間近に迫ってき
ました。高校２年生とな
り、学校の勉強も格段に
難しくなったため、アメ

リカから来るメールを読むことと学校の勉強
で手一杯で、英語の勉強は正直なところ余り
はかどっていません。もっと頑張って勉強し
たいと思っています。
　私は留学を志はじめて３年目になりますが、
ついにその願いが叶いそうで今とてもわくわ
くしています。最初は、余りはっきりとした
目的意識は持っていませんでした。しかし、
11月からロータリーさんの研修を受けたり、
留学の準備をすることで私には大きく変わっ
た点があります。それは、私は本当に多くの
人の協力を得て、迷惑をかけて生きているん
だ。夢に向かわせてもらっているんだという
ことを深く感じるようになったことです。日
ごろから、感謝と謝罪の気持ちを持って生き
るべきだと、今は考えています。
　アメリカに行ったらやりたいことがありま
す。日本ではなかなか時間が取れず余りでき
ていないボランティアです。この貴重なチャ
ンスを生かして語学だけでなく、育った場所
も環境も全く違う、多くの人々のさまざまな
ものの考え方、感じ方について学びたいと

思っています。有意義な１年にするため、私
は全力で頑張ります。いい成果を持って、ま
た来年皆さんにお会いできることを楽しみに
しています。
　本当に貴重なチャンスをいただいたことに
深く感謝します。どうもありがとうございま
した。
◇地区大会について
　新居浜で開催される地区大会への交通手段
として、バス２台（58名）用意できましたの
で、参加をよろしくお願いいたします。
◇50周年実行委員会より
　昨日より、ガバナーほかご来賓の皆さま、
各クラブ等々に郵送や手渡しで案内状を発送
しています。当クラブ会員と水曜会の方に
は、ＦＡＸとレターボックスの上の出欠表で
取りまとめをしたいと考えていますので、よ
ろしくお願いします。
◇短期交換留学生のホストファミリーに対し

て、お礼をお渡ししました。
◇会　長　報　告
・2670地区2021－2022年度ガバナーノミニー

デジグネイトとして、中村ＲＣの東　邦彦
氏が決定されました。

・休会等が続いていた田内会員から、健康上
の理由から退会の申し出があり、理事会で
承認されました。健康が回復されたら再入
会ということもあると思いますのでよろし
くお願いします。

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
145,600円

12,000円

157,600円

285円

719円

1,004円

145,885円

12,719円

158,604円

チビニコ 合　計

７月18日
今期の累計

れらを踏まえて、
１．職業奉仕とは何か。

またシェルドンが唱え
た職業奉仕の原理原則
などについて、東酔
会・情報集会・情報委

員会などで討論する機会を持ちたい
２．「四つのテスト」の推進…毎月第１例会

で唱和する
３．新会員に「四つのテスト」の綱領とロー

タリアンの職業奉仕、四つの反省を配付す
る

４．職業奉仕月間（１月）には、プログラム
委員会と協力してスピーカーを用意する

５．職場例会をプログラム委員会と協力して
「称名寺」で行う（１月予定）

◎青少年奉仕委員会（発表：西内俊介）
　青少年奉仕プログラム
の主なものは、ローター
アクト、インターアクト、
RYLAですが、東クラブ
として積極的に参加して
いるのがRYLAです。来

年５月23日から26日まで余島で開催され、例
年同様２名の受講生を送るよう努めます。
　ローターアクトは、社会人の高知西ロー
ターアクトがあり、東クラブも提唱クラブと
して積極的に支援したいと考えています。
　インターアクトについては、土佐高（高知
南）と明徳高（仁淀）があります。東クラブ
は今のところ特に関わっていませんが、今後
は支援を検討していきたいと思います。
　2670地区74クラブ中、これらに関わってい
るのは一部のクラブだけです。高知東もロー
ターアクト、インターアクトには関心が薄い
のが実情ですが、RYLAには積極的に関わっ
ていますので、今年もぜひ参加したいと思い
ます。
◎国際奉仕委員会（発表：中平真理子）

事業計画
１．短期交換留学生の受
　け入れを７月10日から
　14日に行いました。派
　遣は７月26日から８月
　16日まで。

２．長期交換留学生の受け入れは、今回、当

クラブはありません。
　先日、短期交換留学生のウェルカムパー
ティが得月樓で行われ、17名の会員とホスト
ファミリー５名、学生４名の26名が参加。松
岡さんには本当にお世話になりました。ま
た、寺尾さん、中澤さんの奥さまは連日大活
躍で、交換事業は水曜会はじめ女性パワーで
成り立っていると感じました。
　この他にも卓話や寄付活動などを通じ、会
長の「ロータリーを学び、ロータリーを実行
しよう」という基本方針に則って、できるだ
けクラブ全体で共有できるような委員会活動
を行いたいと思います。ご協力をお願いしま
す。
◎ロータリー財団委員会（発表：野町和也）

　昨年、西森やよい委員
長が立ち上げた「高知お
むつバンク」の更なる周
知を図るための広報活動、
「高知おむつバンク広報
プロジェクト」を行う計

画です。横のつながりを大事にしながら、
ロータリアン、関係各機関のつながりを中心
に、しっかり告知を進めていきますので、よ
ろしくお願いします。
◎米山奨学会（発表：窪田満里子）

・皆さまのご協力により、
年4,000円だった寄付を
6,000円に変更できまし
た。特別寄付は、５人
で１組の講をつくって
いますので、ご協力を

お願いします。
・今月21日奨学生に対して、卓話発表に関す

る勉強会を行います。奨学生の卓話依頼が
あれば、ぜひご連絡ください。

・今年は、国選の奨学生が１名増えて５名で
す。

◎クラブ奉仕委員会（発表：前川美智子）
　当クラブのクラブ奉仕
部門である、出席・親
睦・雑誌会報・会員増強
退会防止・会員選考・プ
ログラム・広報ＩＴ・
ロータリー情報の８つの

委員会が、今年１年スムーズに進めていける

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

■例会変更のお知らせ
高知中央ＲＣ　７月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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ように、できる限り協力をしていきます。
　寺尾会長、松本幹事に学びながら精一杯努
めていきますので、よろしくお願いします。
◎プログラム委員会（発表：中越貴宣）

　今年は50周年ですの
で、東クラブの歴史を振
り返り、会員同士の理
解、親睦を深めるため
に、クラブ会員中心の卓
話を企画していきたいと

思います。ご協力をよろしくお願いします。
◎親睦委員会（発表：天野禎久）

　入会歴が浅い会員中心
の委員会ですので、積極
的に例会に出席し、会員
同士が知り合い、友情を
深め、また、クラブの催
し、社交活動への会員の

参加の推進を図り、親睦委員会でしっかりと
盛り上げていきたいと思います。
１．例会協力
２．夜間例会（年５回家族例会として開催）
３．野外レクレーション（日帰りバスツアー

を計画）
４．趣味の集い
５．東酔会の後援
６．水曜会の活動を後援
７．歓迎会と送別会
◎雑誌・会報委員会（発表：中西克行）

・ＩＴ・広報委員会と協
力して、例会の記録を
とり、週報を作りま
す。

・諸行事、委員会活動等
にできるだけ参加して

週報へ掲載するよう努めます。

◇出席率報告

 ● 寺尾正生　二度あることは確かに三度あり
ました。名前の読み違い、吉岡さんごめんな
さい。　　
 ● 松本隆之　各委員会の皆さま、１年間よろ
しくお願いいたします。　
 ● 西山忠利　昨年１年間、会員増強にご協力
いただきありがとうございました。５名入
会、５名退会、プラスマイナス０です。残念
でした。
 ● 北村　裕　先週150人参加の大ゴルフコン
ペでなんと「優勝」してしまいました。エヘ
ンエヘン。優勝賞品は50インチ４Ｋテレビ。
嬉しかったです。

 ● 竹村克彦　先週の短期交換学生の例会訪問
では、皆さまに大変お世話になりました。お
陰様で、地区委員の今年度の役目が半分以上
終わりました。　
 ● 川端信一郎　クラブ入会１年となりました。
いつもご指導いただき、また親しくしていた
だきありがとうございます。
 ● 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。

◇委員会活動計画発表

◎社会奉仕委員会（発表：永光男）
活動計画
１．浦戸湾・七河川一斉

清掃は７月８日から22
日に変更になりました
ので、参加をお願いし
ます。

２．９月の防災の日に行われる、地震防災訓
練にクラブとして参加を呼びかけます。専
門家による卓話を検討します。

３．四国八十八カ所について、例年通り支援
をします。

４．地域発展及び青少年健全育成のための市

内繁華街のパトロールを行います。
５．水曜会の大丸前新春バザーの支援をする。
　委員会として、多くの会員に参加していた
だき、来て良かった、して良かったと思う一
工夫を考えて取り組みます。また、委員会と
してハト公害対策を立案したいと思っていま
すので、ご協力をよろしくお願いします。
◎職業奉仕委員会（発表：猿田隆夫）
　昨年の「ロータリーの友」１月号に掲載さ
れた、本田博巳パストガバナーの「職業奉仕
はロータリーの根幹か？」の論文の中に、日
本のロータリーとＲＩの考える「職業奉仕」
は明確に異なっていると書かれています。こ
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本日　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

次週　８月１日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「私の履歴書」

岡﨑　勇樹 会員

第2385回　例会報告／平成30年７月18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。
まず、今回の大雨災害
で、悲惨な事故も起こっ
ています。心からお悔や
み、お見舞いを申し上げ
たいと思います。

　第１回の例会のとき、最後の鐘を叩きそこ
ねました。２回目には、公式訪問でお越しい
ただいたガバナーを交換してしまいました。
２度あることは３度あると言います。今日は
３回目の例会です。何とかミスのないように
進行したいと思います。
　ロータリーについて、自分なりに勉強しま
した。ロータリーの親睦と奉仕、その奉仕の
中には、ロータリーとしてあるべき職業奉仕、
また、最近は随分とウェイトが傾き、中心的
な活動となっている人道的奉仕があります。
ロータリーは欧米の社交クラブから入ってい
ますので、文言を読んでも理解しにくいこと
もあります。
　私なりに解釈すると、職業的奉仕というの
は思いやり、東洋的にいうと惻隠の情から
入ってきたものが非常にウェイトを占めるの
ではないか。しかし、人道的奉仕になると慈
善活動に近くなって、東洋的にいうと憐憫の
情というものが入ってきている。だから、
ロータリーとして本来あるのは惻隠の情、思

いやりがベースになった奉仕活動をしていか
なければいけないと思います。ただ、自分を
犠牲にして奉仕をするということは、ロータ
リーの本来あるべき姿ではないのではないか
とも思います。
　うちのクラブには奉仕プロジェクトもあり
ます。今年は、東クラブとして、ロータリー
としての奉仕はどういうものなのか再確認し
ていく、ロータリーとしてどうあるべきかを
考える１年にしていきたいと思います。
◇来訪ロータリアン
　高知ＲＣ　　筒井善樹氏
◇お　客　様
　長期交換派遣学生　　吉岡音々さん
◇長期交換留学生の挨拶
◎筒井善樹カウンセラー

　今年の長期交換留学生
の吉岡さんは、土佐女子
高校２年生。昨年末より
派遣予定者として、さま
ざまな準備をしてまいり
ました。７月24日にアメ

リカに向けて出発となりましたので、ご本人
よりひと言ご挨拶をさせていただきます。
　また、８月にはエイプリルさんという女子
学生が来高します。派遣の吉岡さん、受け入
れのエイプリルさん、１年間、この２人を
しっかり応援していきたいと思いますので、
皆さんのご協力をよろしくお願いします。
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◎吉岡音々さん
　土佐女子高校２年の吉
岡音々です。私の留学は
いよいよ間近に迫ってき
ました。高校２年生とな
り、学校の勉強も格段に
難しくなったため、アメ

リカから来るメールを読むことと学校の勉強
で手一杯で、英語の勉強は正直なところ余り
はかどっていません。もっと頑張って勉強し
たいと思っています。
　私は留学を志はじめて３年目になりますが、
ついにその願いが叶いそうで今とてもわくわ
くしています。最初は、余りはっきりとした
目的意識は持っていませんでした。しかし、
11月からロータリーさんの研修を受けたり、
留学の準備をすることで私には大きく変わっ
た点があります。それは、私は本当に多くの
人の協力を得て、迷惑をかけて生きているん
だ。夢に向かわせてもらっているんだという
ことを深く感じるようになったことです。日
ごろから、感謝と謝罪の気持ちを持って生き
るべきだと、今は考えています。
　アメリカに行ったらやりたいことがありま
す。日本ではなかなか時間が取れず余りでき
ていないボランティアです。この貴重なチャ
ンスを生かして語学だけでなく、育った場所
も環境も全く違う、多くの人々のさまざまな
ものの考え方、感じ方について学びたいと

思っています。有意義な１年にするため、私
は全力で頑張ります。いい成果を持って、ま
た来年皆さんにお会いできることを楽しみに
しています。
　本当に貴重なチャンスをいただいたことに
深く感謝します。どうもありがとうございま
した。
◇地区大会について
　新居浜で開催される地区大会への交通手段
として、バス２台（58名）用意できましたの
で、参加をよろしくお願いいたします。
◇50周年実行委員会より
　昨日より、ガバナーほかご来賓の皆さま、
各クラブ等々に郵送や手渡しで案内状を発送
しています。当クラブ会員と水曜会の方に
は、ＦＡＸとレターボックスの上の出欠表で
取りまとめをしたいと考えていますので、よ
ろしくお願いします。
◇短期交換留学生のホストファミリーに対し

て、お礼をお渡ししました。
◇会　長　報　告
・2670地区2021－2022年度ガバナーノミニー

デジグネイトとして、中村ＲＣの東　邦彦
氏が決定されました。

・休会等が続いていた田内会員から、健康上
の理由から退会の申し出があり、理事会で
承認されました。健康が回復されたら再入
会ということもあると思いますのでよろし
くお願いします。

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
145,600円

12,000円

157,600円

285円

719円

1,004円

145,885円

12,719円

158,604円

チビニコ 合　計

７月18日
今期の累計

れらを踏まえて、
１．職業奉仕とは何か。

またシェルドンが唱え
た職業奉仕の原理原則
などについて、東酔
会・情報集会・情報委

員会などで討論する機会を持ちたい
２．「四つのテスト」の推進…毎月第１例会

で唱和する
３．新会員に「四つのテスト」の綱領とロー

タリアンの職業奉仕、四つの反省を配付す
る

４．職業奉仕月間（１月）には、プログラム
委員会と協力してスピーカーを用意する

５．職場例会をプログラム委員会と協力して
「称名寺」で行う（１月予定）

◎青少年奉仕委員会（発表：西内俊介）
　青少年奉仕プログラム
の主なものは、ローター
アクト、インターアクト、
RYLAですが、東クラブ
として積極的に参加して
いるのがRYLAです。来

年５月23日から26日まで余島で開催され、例
年同様２名の受講生を送るよう努めます。
　ローターアクトは、社会人の高知西ロー
ターアクトがあり、東クラブも提唱クラブと
して積極的に支援したいと考えています。
　インターアクトについては、土佐高（高知
南）と明徳高（仁淀）があります。東クラブ
は今のところ特に関わっていませんが、今後
は支援を検討していきたいと思います。
　2670地区74クラブ中、これらに関わってい
るのは一部のクラブだけです。高知東もロー
ターアクト、インターアクトには関心が薄い
のが実情ですが、RYLAには積極的に関わっ
ていますので、今年もぜひ参加したいと思い
ます。
◎国際奉仕委員会（発表：中平真理子）

事業計画
１．短期交換留学生の受
　け入れを７月10日から
　14日に行いました。派
　遣は７月26日から８月
　16日まで。

２．長期交換留学生の受け入れは、今回、当

クラブはありません。
　先日、短期交換留学生のウェルカムパー
ティが得月樓で行われ、17名の会員とホスト
ファミリー５名、学生４名の26名が参加。松
岡さんには本当にお世話になりました。ま
た、寺尾さん、中澤さんの奥さまは連日大活
躍で、交換事業は水曜会はじめ女性パワーで
成り立っていると感じました。
　この他にも卓話や寄付活動などを通じ、会
長の「ロータリーを学び、ロータリーを実行
しよう」という基本方針に則って、できるだ
けクラブ全体で共有できるような委員会活動
を行いたいと思います。ご協力をお願いしま
す。
◎ロータリー財団委員会（発表：野町和也）

　昨年、西森やよい委員
長が立ち上げた「高知お
むつバンク」の更なる周
知を図るための広報活動、
「高知おむつバンク広報
プロジェクト」を行う計

画です。横のつながりを大事にしながら、
ロータリアン、関係各機関のつながりを中心
に、しっかり告知を進めていきますので、よ
ろしくお願いします。
◎米山奨学会（発表：窪田満里子）

・皆さまのご協力により、
年4,000円だった寄付を
6,000円に変更できまし
た。特別寄付は、５人
で１組の講をつくって
いますので、ご協力を

お願いします。
・今月21日奨学生に対して、卓話発表に関す

る勉強会を行います。奨学生の卓話依頼が
あれば、ぜひご連絡ください。

・今年は、国選の奨学生が１名増えて５名で
す。

◎クラブ奉仕委員会（発表：前川美智子）
　当クラブのクラブ奉仕
部門である、出席・親
睦・雑誌会報・会員増強
退会防止・会員選考・プ
ログラム・広報ＩＴ・
ロータリー情報の８つの

委員会が、今年１年スムーズに進めていける

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

■例会変更のお知らせ
高知中央ＲＣ　７月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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ように、できる限り協力をしていきます。
　寺尾会長、松本幹事に学びながら精一杯努
めていきますので、よろしくお願いします。
◎プログラム委員会（発表：中越貴宣）

　今年は50周年ですの
で、東クラブの歴史を振
り返り、会員同士の理
解、親睦を深めるため
に、クラブ会員中心の卓
話を企画していきたいと

思います。ご協力をよろしくお願いします。
◎親睦委員会（発表：天野禎久）

　入会歴が浅い会員中心
の委員会ですので、積極
的に例会に出席し、会員
同士が知り合い、友情を
深め、また、クラブの催
し、社交活動への会員の

参加の推進を図り、親睦委員会でしっかりと
盛り上げていきたいと思います。
１．例会協力
２．夜間例会（年５回家族例会として開催）
３．野外レクレーション（日帰りバスツアー

を計画）
４．趣味の集い
５．東酔会の後援
６．水曜会の活動を後援
７．歓迎会と送別会
◎雑誌・会報委員会（発表：中西克行）

・ＩＴ・広報委員会と協
力して、例会の記録を
とり、週報を作りま
す。

・諸行事、委員会活動等
にできるだけ参加して

週報へ掲載するよう努めます。

◇出席率報告

 ● 寺尾正生　二度あることは確かに三度あり
ました。名前の読み違い、吉岡さんごめんな
さい。　　
 ● 松本隆之　各委員会の皆さま、１年間よろ
しくお願いいたします。　
 ● 西山忠利　昨年１年間、会員増強にご協力
いただきありがとうございました。５名入
会、５名退会、プラスマイナス０です。残念
でした。
 ● 北村　裕　先週150人参加の大ゴルフコン
ペでなんと「優勝」してしまいました。エヘ
ンエヘン。優勝賞品は50インチ４Ｋテレビ。
嬉しかったです。

 ● 竹村克彦　先週の短期交換学生の例会訪問
では、皆さまに大変お世話になりました。お
陰様で、地区委員の今年度の役目が半分以上
終わりました。　
 ● 川端信一郎　クラブ入会１年となりました。
いつもご指導いただき、また親しくしていた
だきありがとうございます。
 ● 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。

◇委員会活動計画発表

◎社会奉仕委員会（発表：永光男）
活動計画
１．浦戸湾・七河川一斉

清掃は７月８日から22
日に変更になりました
ので、参加をお願いし
ます。

２．９月の防災の日に行われる、地震防災訓
練にクラブとして参加を呼びかけます。専
門家による卓話を検討します。

３．四国八十八カ所について、例年通り支援
をします。

４．地域発展及び青少年健全育成のための市

内繁華街のパトロールを行います。
５．水曜会の大丸前新春バザーの支援をする。
　委員会として、多くの会員に参加していた
だき、来て良かった、して良かったと思う一
工夫を考えて取り組みます。また、委員会と
してハト公害対策を立案したいと思っていま
すので、ご協力をよろしくお願いします。
◎職業奉仕委員会（発表：猿田隆夫）
　昨年の「ロータリーの友」１月号に掲載さ
れた、本田博巳パストガバナーの「職業奉仕
はロータリーの根幹か？」の論文の中に、日
本のロータリーとＲＩの考える「職業奉仕」
は明確に異なっていると書かれています。こ

７月18日

７月４日

総数
－3 58
－5 58

出席
44
46

欠席
6
0

メイク
アップ HC出席率

75.86％

79.31％

出席率
89.09％

100％
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