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本日　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

次週　８月８日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「会員増強・退会防止委員会よりの発表」

会員増強・退会防止委員会 竹村　克彦 会員

第2386回　例会報告／平成30年７月25日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「それでこそロータリー」
◇会　長　挨　拶
　皆さま、こんにちは。本当に暑い日が続い
ています。体調管理には十分にお気を付けく
ださい。
　今朝の新聞にヤマトホールディングスの過
請求が20億近くある。それを10年ほど前から
告発しているのが高知の人だという記事が出
ていました。昨今、安全と信頼は崩れていま
すが、私が一つ安全について思うことがあり
ます。うちの会社も584日間無災害記録を続
けていましたが、本当に些細な行動で肩の腱
を切って手術となり、途切れてしまいました。
　僕は年に１回、仕事で新幹線の米原駅へ行
きます。ここは「こだま」しか停まらないの
で、人の乗り降りは少ない駅です。あるとき、
猫の子１匹いない、長いプラットホームで僕
がポツンと一人待っていると、駅員さんが来
て大きな声で指さし呼称をして、見ている僕
が恥ずかしいぐらいに滑稽なんです。けれど
考えてみると、日本の新幹線の安全神話は、
こうした愚直なまでの駅員さんたちの努力に
よって守られているんだと。旅の安全が担保
されているんだと思いました。日本のＪＲは
１分遅れても謝るし、無災害で、安全に対す
る意識はすごいな、まだまだ日本人も捨てた
ものじゃないなと感じたところです。
　私自身は、３回続けてミスをしていますの
で、些細なミスを繰り返さないように、安全

確認と緊張感を持って例会運営をしていきた
いと思います。よろしくお願いします。
◇来訪ロータリアン
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
◇社会奉仕委員会より
　７月22日に行われた七河川一斉清掃の報告
をさせていただきます。
　会員、家族22名の参加。決めた時間に決め
た場所を、いつものようにきれいにしてまい
りました。準備等では小比賀さん、鬼田さん、
岡さんにお世話いただきありがとうございま
した。当日、町内会の変なおじさん１人と、
掃除が終わってから来た会員さんが１人いた
ことをご報告します。
◇50周年実行委員会より
　昨日から、寺尾会長が市内６クラブに出向
きＰＲをしています。チラシを作成し、事務
局にも置いていますので、ご家族にもお伝え
いただければと思います。
　本日皆さんに、登録に関してのＦＡＸを送
りました。ご家族もたくさんの出席をお願い
します。
◇ポール・ハリス・フェロー、
　メダル授与
　　土居祐三会員
　　中越貴宣会員
◇幹　事　報　告
・例会終了後、第１回役
　員会を行います。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

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

●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

◎ＳＡＡ（発表：松野宏司）
活動計画
１．例会の座席の配置

　 会 員 同 士 が か た
まったりすることの
ないように、親睦委
員会と連携をとり、

全ての会員の親睦の場になるようにします。
２．例会食事

　ホテルと連携して、あらゆる世代の会
員にゆっくり食事をとっていただけるよ
う配慮する。

３．会員祝日記念
　会員、ご家族に喜んでいただける品物
を用意する。

４．ロータリーソング
　ロータリーソングを中心に、季節・時
候にあった歌を選びます。ロータリーソ
ングは新入会員にも覚えられるよう、な
るべく多くのものを選びます。ソングリ
ーダーは親睦委員会に依頼。

５．ニコニコ箱
　ニコニコ箱、チビニコ箱とも、会員の
自主性を尊重しつつ、気持ちよく拠出し
ていただけるような雰囲気づくりに配慮
する。

６．サロンイースト
　会員間の親睦を深め、またニコニコ箱
にも貢献するものなので、会員が積極的
に利用するような仕組みを検討する。

　ＳＡＡは例会の秩序が保たれ、気品があ
り、かつ楽しい雰囲気の例会が運営されるよ
う、常に気を配っていきます。
◎出席委員会（発表：近森淳二）

　伝統にもなっている
100％出席を、今後も続
けていくように皆さま方
の協力のもと、お声掛け
を心がけます。
活動計画

・ホームクラブへの出席を優先してください
・新入会員の皆さんには、ホームクラブへの

出席を十分理解していただく
・ホームクラブ欠席の場合は、メイキャップ

をお願いする
・地区大会、ＩＭ、国際大会などへの参加を

奨励
・１ヵ月の出欠を記載していただき、極力食

事の無駄をなくすようにする
・例会終了時に出席率を報告し、会員の出席

に対する関心を高める
・年度末には、皆勤出席者に敬意を表し表彰

する
・出席免除に関しては、2007年度規定審議会

での決定事項に従う
◎会員増強・退会防止委員会

（発表：竹村克彦）
　適正な会員数がいない
とクラブ運営に支障をき
たします。会員増強の手
前に退会防止も大きな努
力目標であると思います。

昨年の実績を見ても、お声かけをしてメン
バーを呼び寄せてくるような動きがない限
り、会員は増えることはないと考えます。
　８月の会員増強月間には卓話を行います。
◎会員選考・職業分類委員会

（発表：前田　博）
会員候補者の評価基準
１．本人の人格に対する

業界や所属団体や地域
社会の評判

２．事業所に対する業界
や所属団体や地域社会の評判

３．奉仕の精神を備えているかどうか
４．会員としての財政的な義務を果たせるか
５．例会に規則正しく出席できるか
　なお、委員会の調査活動にも限界がありま
す。特に推薦人の会員には調査に協力してい
ただいて、実行していきたいと思います。
◎広報・ＩＴ委員会（発表：山村一正）

・各委員会行事の開催に
ついて、告知・報告を
ＰＣ上にて展開する

・会員の関係施設や公共
施設などにＲＣ関連雑
誌や週報を配布

・上記二つを基軸に、ＲＣの活動内容を一般

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
157,600円

6,750円

164,350円

1,004円

517円

1,521円

158,604円

7,267円

165,871円

チビニコ 合　計

７月25日
今期の累計

の方に認識していただく
・例会変更情報等を発信
・水曜会をも含む奉仕活動をＳＮＳに掲載
・例会、その他のイベントの写真を撮影し、

東ＲＣホームページにＵＰする
・奉仕プロジェクト研究会の活動掲載を行う
・報道機関に対して、当クラブの活動内容な

どを取材してもらうよう依頼する
◎ロータリー情報委員会（発表：寺村　勉）

・本年度は３回の勉強会
を開催する予定。職業
奉仕、社会奉仕、クラ
ブ奉仕、それぞれの観
点で講師をお招きし、
できればお酒を飲みな

がら議論を深めていければと思っています。
・新会員には、クラブ計画書を深く読んでい

ただきたい。（特に79、80ページ）
・新会員へのアドバイザーの選任
・ロータリーに関する書籍も随時追加をして

いきたい。猿田会員提供による小堀憲助氏
のＣＤを推奨します。

◎会計（発表：浦田健治）
・クラブの資金、プロジェクト資金、補助金

の管理
・会費の徴収
・地区賦課金とＲＩ人頭金の支払い
・クラブや理事会への定期的な財務報告

・ロータリー財団への寄
付記録の確認

・クラブ予算の作成、予
算のモニタリング

・次期会計への引き継ぎ
・年次財務報告書の作成

　100周年へ向けて、本会計及び特別会計の
健全化にご協力をよろしくお願いします。
◎ロータリー奉仕プロジェクト研究会

（発表：岡本淳一）
　この研究会は東クラブ
独自の研究会で、一つは、
ロータリーの奉仕活動を
研究していく。もう一つ
は、ロータリークラブと

して、どういう奉仕活動をしていくか、みん
なで話し合いながら計画を立て、後世につな
げる奉仕活動をデータベース化していく。そ
の中で、できるタイミングで、事業を実行し
ていく。そのための橋渡し的な研究会です。
　また、ロータリー財団委員会が地区の補助
金をもらうための事業を申請するとき、その
事業の選定、あるいは申請の手伝いをするの
も研究会の役割です。
　５月30日に、第１回研究会を開催し、16名
参加。

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

■例会変更のお知らせ
高知南ＲＣ　　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

◇出席率報告

 ● 寺尾正生　暑さ厳しい中です。健康管理に
気を付けてください。帯状疱疹に苦しむ寺尾
からの忠告です。　　
 ● 松本隆之　皆さま、熱中症にはくれぐれも
お気を付けください。各委員会の皆さま、１
年間よろしくお願いいたします。
 ● 石川　健　永野正将さん、ＤＶＤありがと
う。

 ● 土居祐三　先日はありがとうございました。
In 石立町。
 ● 永光男　７月22日、一斉清掃ご苦労様で
した。小比賀さん、鬼田さん、岡さん、お世
話いただきありがとうございました。本日、
一人委員会、追手筋一軒家、午後の７時より
開催します。とぎに来てください、歓迎しま
す。
 ● 山村一正（ＩＴ委員長）　ホームページを
うまく調整できずになやんでいたところ、Ｐ
Ｃの妖精さんが、こっそり作成してくれてま
した。おそなえに！　　
 ● 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

◇委員会活動計画発表

７月25日

７月11日

総数
－4 58
－4 58

出席
42
43

欠席
5
0

メイク
アップ HC出席率

72.41％

72.41％

出席率
90.74％

100％

7
11

七河川一斉清掃
2018年７月22日㈰　於：鏡川
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本日　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

次週　８月８日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「会員増強・退会防止委員会よりの発表」

会員増強・退会防止委員会 竹村　克彦 会員

第2386回　例会報告／平成30年７月25日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「それでこそロータリー」
◇会　長　挨　拶
　皆さま、こんにちは。本当に暑い日が続い
ています。体調管理には十分にお気を付けく
ださい。
　今朝の新聞にヤマトホールディングスの過
請求が20億近くある。それを10年ほど前から
告発しているのが高知の人だという記事が出
ていました。昨今、安全と信頼は崩れていま
すが、私が一つ安全について思うことがあり
ます。うちの会社も584日間無災害記録を続
けていましたが、本当に些細な行動で肩の腱
を切って手術となり、途切れてしまいました。
　僕は年に１回、仕事で新幹線の米原駅へ行
きます。ここは「こだま」しか停まらないの
で、人の乗り降りは少ない駅です。あるとき、
猫の子１匹いない、長いプラットホームで僕
がポツンと一人待っていると、駅員さんが来
て大きな声で指さし呼称をして、見ている僕
が恥ずかしいぐらいに滑稽なんです。けれど
考えてみると、日本の新幹線の安全神話は、
こうした愚直なまでの駅員さんたちの努力に
よって守られているんだと。旅の安全が担保
されているんだと思いました。日本のＪＲは
１分遅れても謝るし、無災害で、安全に対す
る意識はすごいな、まだまだ日本人も捨てた
ものじゃないなと感じたところです。
　私自身は、３回続けてミスをしていますの
で、些細なミスを繰り返さないように、安全

確認と緊張感を持って例会運営をしていきた
いと思います。よろしくお願いします。
◇来訪ロータリアン
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
◇社会奉仕委員会より
　７月22日に行われた七河川一斉清掃の報告
をさせていただきます。
　会員、家族22名の参加。決めた時間に決め
た場所を、いつものようにきれいにしてまい
りました。準備等では小比賀さん、鬼田さん、
岡さんにお世話いただきありがとうございま
した。当日、町内会の変なおじさん１人と、
掃除が終わってから来た会員さんが１人いた
ことをご報告します。
◇50周年実行委員会より
　昨日から、寺尾会長が市内６クラブに出向
きＰＲをしています。チラシを作成し、事務
局にも置いていますので、ご家族にもお伝え
いただければと思います。
　本日皆さんに、登録に関してのＦＡＸを送
りました。ご家族もたくさんの出席をお願い
します。
◇ポール・ハリス・フェロー、
　メダル授与
　　土居祐三会員
　　中越貴宣会員
◇幹　事　報　告
・例会終了後、第１回役
　員会を行います。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

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

●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

◎ＳＡＡ（発表：松野宏司）
活動計画
１．例会の座席の配置

　 会 員 同 士 が か た
まったりすることの
ないように、親睦委
員会と連携をとり、

全ての会員の親睦の場になるようにします。
２．例会食事

　ホテルと連携して、あらゆる世代の会
員にゆっくり食事をとっていただけるよ
う配慮する。

３．会員祝日記念
　会員、ご家族に喜んでいただける品物
を用意する。

４．ロータリーソング
　ロータリーソングを中心に、季節・時
候にあった歌を選びます。ロータリーソ
ングは新入会員にも覚えられるよう、な
るべく多くのものを選びます。ソングリ
ーダーは親睦委員会に依頼。

５．ニコニコ箱
　ニコニコ箱、チビニコ箱とも、会員の
自主性を尊重しつつ、気持ちよく拠出し
ていただけるような雰囲気づくりに配慮
する。

６．サロンイースト
　会員間の親睦を深め、またニコニコ箱
にも貢献するものなので、会員が積極的
に利用するような仕組みを検討する。

　ＳＡＡは例会の秩序が保たれ、気品があ
り、かつ楽しい雰囲気の例会が運営されるよ
う、常に気を配っていきます。
◎出席委員会（発表：近森淳二）

　伝統にもなっている
100％出席を、今後も続
けていくように皆さま方
の協力のもと、お声掛け
を心がけます。
活動計画

・ホームクラブへの出席を優先してください
・新入会員の皆さんには、ホームクラブへの

出席を十分理解していただく
・ホームクラブ欠席の場合は、メイキャップ

をお願いする
・地区大会、ＩＭ、国際大会などへの参加を

奨励
・１ヵ月の出欠を記載していただき、極力食

事の無駄をなくすようにする
・例会終了時に出席率を報告し、会員の出席

に対する関心を高める
・年度末には、皆勤出席者に敬意を表し表彰

する
・出席免除に関しては、2007年度規定審議会

での決定事項に従う
◎会員増強・退会防止委員会

（発表：竹村克彦）
　適正な会員数がいない
とクラブ運営に支障をき
たします。会員増強の手
前に退会防止も大きな努
力目標であると思います。

昨年の実績を見ても、お声かけをしてメン
バーを呼び寄せてくるような動きがない限
り、会員は増えることはないと考えます。
　８月の会員増強月間には卓話を行います。
◎会員選考・職業分類委員会

（発表：前田　博）
会員候補者の評価基準
１．本人の人格に対する

業界や所属団体や地域
社会の評判

２．事業所に対する業界
や所属団体や地域社会の評判

３．奉仕の精神を備えているかどうか
４．会員としての財政的な義務を果たせるか
５．例会に規則正しく出席できるか
　なお、委員会の調査活動にも限界がありま
す。特に推薦人の会員には調査に協力してい
ただいて、実行していきたいと思います。
◎広報・ＩＴ委員会（発表：山村一正）

・各委員会行事の開催に
ついて、告知・報告を
ＰＣ上にて展開する

・会員の関係施設や公共
施設などにＲＣ関連雑
誌や週報を配布

・上記二つを基軸に、ＲＣの活動内容を一般

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
157,600円

6,750円

164,350円

1,004円

517円

1,521円

158,604円

7,267円

165,871円

チビニコ 合　計

７月25日
今期の累計

の方に認識していただく
・例会変更情報等を発信
・水曜会をも含む奉仕活動をＳＮＳに掲載
・例会、その他のイベントの写真を撮影し、

東ＲＣホームページにＵＰする
・奉仕プロジェクト研究会の活動掲載を行う
・報道機関に対して、当クラブの活動内容な

どを取材してもらうよう依頼する
◎ロータリー情報委員会（発表：寺村　勉）

・本年度は３回の勉強会
を開催する予定。職業
奉仕、社会奉仕、クラ
ブ奉仕、それぞれの観
点で講師をお招きし、
できればお酒を飲みな

がら議論を深めていければと思っています。
・新会員には、クラブ計画書を深く読んでい

ただきたい。（特に79、80ページ）
・新会員へのアドバイザーの選任
・ロータリーに関する書籍も随時追加をして

いきたい。猿田会員提供による小堀憲助氏
のＣＤを推奨します。

◎会計（発表：浦田健治）
・クラブの資金、プロジェクト資金、補助金

の管理
・会費の徴収
・地区賦課金とＲＩ人頭金の支払い
・クラブや理事会への定期的な財務報告

・ロータリー財団への寄
付記録の確認

・クラブ予算の作成、予
算のモニタリング

・次期会計への引き継ぎ
・年次財務報告書の作成

　100周年へ向けて、本会計及び特別会計の
健全化にご協力をよろしくお願いします。
◎ロータリー奉仕プロジェクト研究会

（発表：岡本淳一）
　この研究会は東クラブ
独自の研究会で、一つは、
ロータリーの奉仕活動を
研究していく。もう一つ
は、ロータリークラブと

して、どういう奉仕活動をしていくか、みん
なで話し合いながら計画を立て、後世につな
げる奉仕活動をデータベース化していく。そ
の中で、できるタイミングで、事業を実行し
ていく。そのための橋渡し的な研究会です。
　また、ロータリー財団委員会が地区の補助
金をもらうための事業を申請するとき、その
事業の選定、あるいは申請の手伝いをするの
も研究会の役割です。
　５月30日に、第１回研究会を開催し、16名
参加。

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

■例会変更のお知らせ
高知南ＲＣ　　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

◇出席率報告

 ● 寺尾正生　暑さ厳しい中です。健康管理に
気を付けてください。帯状疱疹に苦しむ寺尾
からの忠告です。　　
 ● 松本隆之　皆さま、熱中症にはくれぐれも
お気を付けください。各委員会の皆さま、１
年間よろしくお願いいたします。
 ● 石川　健　永野正将さん、ＤＶＤありがと
う。

 ● 土居祐三　先日はありがとうございました。
In 石立町。
 ● 永光男　７月22日、一斉清掃ご苦労様で
した。小比賀さん、鬼田さん、岡さん、お世
話いただきありがとうございました。本日、
一人委員会、追手筋一軒家、午後の７時より
開催します。とぎに来てください、歓迎しま
す。
 ● 山村一正（ＩＴ委員長）　ホームページを
うまく調整できずになやんでいたところ、Ｐ
Ｃの妖精さんが、こっそり作成してくれてま
した。おそなえに！　　
 ● 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

◇委員会活動計画発表
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本日　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

次週　８月８日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「会員増強・退会防止委員会よりの発表」

会員増強・退会防止委員会 竹村　克彦 会員

第2386回　例会報告／平成30年７月25日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「それでこそロータリー」
◇会　長　挨　拶
　皆さま、こんにちは。本当に暑い日が続い
ています。体調管理には十分にお気を付けく
ださい。
　今朝の新聞にヤマトホールディングスの過
請求が20億近くある。それを10年ほど前から
告発しているのが高知の人だという記事が出
ていました。昨今、安全と信頼は崩れていま
すが、私が一つ安全について思うことがあり
ます。うちの会社も584日間無災害記録を続
けていましたが、本当に些細な行動で肩の腱
を切って手術となり、途切れてしまいました。
　僕は年に１回、仕事で新幹線の米原駅へ行
きます。ここは「こだま」しか停まらないの
で、人の乗り降りは少ない駅です。あるとき、
猫の子１匹いない、長いプラットホームで僕
がポツンと一人待っていると、駅員さんが来
て大きな声で指さし呼称をして、見ている僕
が恥ずかしいぐらいに滑稽なんです。けれど
考えてみると、日本の新幹線の安全神話は、
こうした愚直なまでの駅員さんたちの努力に
よって守られているんだと。旅の安全が担保
されているんだと思いました。日本のＪＲは
１分遅れても謝るし、無災害で、安全に対す
る意識はすごいな、まだまだ日本人も捨てた
ものじゃないなと感じたところです。
　私自身は、３回続けてミスをしていますの
で、些細なミスを繰り返さないように、安全

確認と緊張感を持って例会運営をしていきた
いと思います。よろしくお願いします。
◇来訪ロータリアン
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
◇社会奉仕委員会より
　７月22日に行われた七河川一斉清掃の報告
をさせていただきます。
　会員、家族22名の参加。決めた時間に決め
た場所を、いつものようにきれいにしてまい
りました。準備等では小比賀さん、鬼田さん、
岡さんにお世話いただきありがとうございま
した。当日、町内会の変なおじさん１人と、
掃除が終わってから来た会員さんが１人いた
ことをご報告します。
◇50周年実行委員会より
　昨日から、寺尾会長が市内６クラブに出向
きＰＲをしています。チラシを作成し、事務
局にも置いていますので、ご家族にもお伝え
いただければと思います。
　本日皆さんに、登録に関してのＦＡＸを送
りました。ご家族もたくさんの出席をお願い
します。
◇ポール・ハリス・フェロー、
　メダル授与
　　土居祐三会員
　　中越貴宣会員
◇幹　事　報　告
・例会終了後、第１回役
　員会を行います。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

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

●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
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◎ＳＡＡ（発表：松野宏司）
活動計画
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活動計画
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話いただきありがとうございました。本日、
一人委員会、追手筋一軒家、午後の７時より
開催します。とぎに来てください、歓迎しま
す。
 ● 山村一正（ＩＴ委員長）　ホームページを
うまく調整できずになやんでいたところ、Ｐ
Ｃの妖精さんが、こっそり作成してくれてま
した。おそなえに！　　
 ● 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

◇委員会活動計画発表

７月25日

７月11日

総数
－4 58
－4 58

出席
42
43

欠席
5
0

メイク
アップ HC出席率

72.41％

72.41％

出席率
90.74％

100％

7
11

七河川一斉清掃
2018年７月22日㈰　於：鏡川



高知東ロータリークラブ週報
第2340号

080月010日.2018

本日　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

次週　８月８日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「会員増強・退会防止委員会よりの発表」

会員増強・退会防止委員会 竹村　克彦 会員

第2386回　例会報告／平成30年７月25日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「それでこそロータリー」
◇会　長　挨　拶
　皆さま、こんにちは。本当に暑い日が続い
ています。体調管理には十分にお気を付けく
ださい。
　今朝の新聞にヤマトホールディングスの過
請求が20億近くある。それを10年ほど前から
告発しているのが高知の人だという記事が出
ていました。昨今、安全と信頼は崩れていま
すが、私が一つ安全について思うことがあり
ます。うちの会社も584日間無災害記録を続
けていましたが、本当に些細な行動で肩の腱
を切って手術となり、途切れてしまいました。
　僕は年に１回、仕事で新幹線の米原駅へ行
きます。ここは「こだま」しか停まらないの
で、人の乗り降りは少ない駅です。あるとき、
猫の子１匹いない、長いプラットホームで僕
がポツンと一人待っていると、駅員さんが来
て大きな声で指さし呼称をして、見ている僕
が恥ずかしいぐらいに滑稽なんです。けれど
考えてみると、日本の新幹線の安全神話は、
こうした愚直なまでの駅員さんたちの努力に
よって守られているんだと。旅の安全が担保
されているんだと思いました。日本のＪＲは
１分遅れても謝るし、無災害で、安全に対す
る意識はすごいな、まだまだ日本人も捨てた
ものじゃないなと感じたところです。
　私自身は、３回続けてミスをしていますの
で、些細なミスを繰り返さないように、安全

確認と緊張感を持って例会運営をしていきた
いと思います。よろしくお願いします。
◇来訪ロータリアン
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
◇社会奉仕委員会より
　７月22日に行われた七河川一斉清掃の報告
をさせていただきます。
　会員、家族22名の参加。決めた時間に決め
た場所を、いつものようにきれいにしてまい
りました。準備等では小比賀さん、鬼田さん、
岡さんにお世話いただきありがとうございま
した。当日、町内会の変なおじさん１人と、
掃除が終わってから来た会員さんが１人いた
ことをご報告します。
◇50周年実行委員会より
　昨日から、寺尾会長が市内６クラブに出向
きＰＲをしています。チラシを作成し、事務
局にも置いていますので、ご家族にもお伝え
いただければと思います。
　本日皆さんに、登録に関してのＦＡＸを送
りました。ご家族もたくさんの出席をお願い
します。
◇ポール・ハリス・フェロー、
　メダル授与
　　土居祐三会員
　　中越貴宣会員
◇幹　事　報　告
・例会終了後、第１回役
　員会を行います。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

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

●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

◎ＳＡＡ（発表：松野宏司）
活動計画
１．例会の座席の配置

　 会 員 同 士 が か た
まったりすることの
ないように、親睦委
員会と連携をとり、

全ての会員の親睦の場になるようにします。
２．例会食事

　ホテルと連携して、あらゆる世代の会
員にゆっくり食事をとっていただけるよ
う配慮する。

３．会員祝日記念
　会員、ご家族に喜んでいただける品物
を用意する。

４．ロータリーソング
　ロータリーソングを中心に、季節・時
候にあった歌を選びます。ロータリーソ
ングは新入会員にも覚えられるよう、な
るべく多くのものを選びます。ソングリ
ーダーは親睦委員会に依頼。

５．ニコニコ箱
　ニコニコ箱、チビニコ箱とも、会員の
自主性を尊重しつつ、気持ちよく拠出し
ていただけるような雰囲気づくりに配慮
する。

６．サロンイースト
　会員間の親睦を深め、またニコニコ箱
にも貢献するものなので、会員が積極的
に利用するような仕組みを検討する。

　ＳＡＡは例会の秩序が保たれ、気品があ
り、かつ楽しい雰囲気の例会が運営されるよ
う、常に気を配っていきます。
◎出席委員会（発表：近森淳二）

　伝統にもなっている
100％出席を、今後も続
けていくように皆さま方
の協力のもと、お声掛け
を心がけます。
活動計画

・ホームクラブへの出席を優先してください
・新入会員の皆さんには、ホームクラブへの

出席を十分理解していただく
・ホームクラブ欠席の場合は、メイキャップ

をお願いする
・地区大会、ＩＭ、国際大会などへの参加を

奨励
・１ヵ月の出欠を記載していただき、極力食

事の無駄をなくすようにする
・例会終了時に出席率を報告し、会員の出席

に対する関心を高める
・年度末には、皆勤出席者に敬意を表し表彰

する
・出席免除に関しては、2007年度規定審議会

での決定事項に従う
◎会員増強・退会防止委員会

（発表：竹村克彦）
　適正な会員数がいない
とクラブ運営に支障をき
たします。会員増強の手
前に退会防止も大きな努
力目標であると思います。

昨年の実績を見ても、お声かけをしてメン
バーを呼び寄せてくるような動きがない限
り、会員は増えることはないと考えます。
　８月の会員増強月間には卓話を行います。
◎会員選考・職業分類委員会

（発表：前田　博）
会員候補者の評価基準
１．本人の人格に対する

業界や所属団体や地域
社会の評判

２．事業所に対する業界
や所属団体や地域社会の評判

３．奉仕の精神を備えているかどうか
４．会員としての財政的な義務を果たせるか
５．例会に規則正しく出席できるか
　なお、委員会の調査活動にも限界がありま
す。特に推薦人の会員には調査に協力してい
ただいて、実行していきたいと思います。
◎広報・ＩＴ委員会（発表：山村一正）

・各委員会行事の開催に
ついて、告知・報告を
ＰＣ上にて展開する

・会員の関係施設や公共
施設などにＲＣ関連雑
誌や週報を配布

・上記二つを基軸に、ＲＣの活動内容を一般

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
157,600円

6,750円

164,350円

1,004円

517円

1,521円

158,604円

7,267円

165,871円

チビニコ 合　計

７月25日
今期の累計

の方に認識していただく
・例会変更情報等を発信
・水曜会をも含む奉仕活動をＳＮＳに掲載
・例会、その他のイベントの写真を撮影し、

東ＲＣホームページにＵＰする
・奉仕プロジェクト研究会の活動掲載を行う
・報道機関に対して、当クラブの活動内容な

どを取材してもらうよう依頼する
◎ロータリー情報委員会（発表：寺村　勉）

・本年度は３回の勉強会
を開催する予定。職業
奉仕、社会奉仕、クラ
ブ奉仕、それぞれの観
点で講師をお招きし、
できればお酒を飲みな

がら議論を深めていければと思っています。
・新会員には、クラブ計画書を深く読んでい

ただきたい。（特に79、80ページ）
・新会員へのアドバイザーの選任
・ロータリーに関する書籍も随時追加をして

いきたい。猿田会員提供による小堀憲助氏
のＣＤを推奨します。

◎会計（発表：浦田健治）
・クラブの資金、プロジェクト資金、補助金

の管理
・会費の徴収
・地区賦課金とＲＩ人頭金の支払い
・クラブや理事会への定期的な財務報告

・ロータリー財団への寄
付記録の確認

・クラブ予算の作成、予
算のモニタリング

・次期会計への引き継ぎ
・年次財務報告書の作成

　100周年へ向けて、本会計及び特別会計の
健全化にご協力をよろしくお願いします。
◎ロータリー奉仕プロジェクト研究会

（発表：岡本淳一）
　この研究会は東クラブ
独自の研究会で、一つは、
ロータリーの奉仕活動を
研究していく。もう一つ
は、ロータリークラブと

して、どういう奉仕活動をしていくか、みん
なで話し合いながら計画を立て、後世につな
げる奉仕活動をデータベース化していく。そ
の中で、できるタイミングで、事業を実行し
ていく。そのための橋渡し的な研究会です。
　また、ロータリー財団委員会が地区の補助
金をもらうための事業を申請するとき、その
事業の選定、あるいは申請の手伝いをするの
も研究会の役割です。
　５月30日に、第１回研究会を開催し、16名
参加。

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

■例会変更のお知らせ
高知南ＲＣ　　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

◇出席率報告

 ● 寺尾正生　暑さ厳しい中です。健康管理に
気を付けてください。帯状疱疹に苦しむ寺尾
からの忠告です。　　
 ● 松本隆之　皆さま、熱中症にはくれぐれも
お気を付けください。各委員会の皆さま、１
年間よろしくお願いいたします。
 ● 石川　健　永野正将さん、ＤＶＤありがと
う。

 ● 土居祐三　先日はありがとうございました。
In 石立町。
 ● 永光男　７月22日、一斉清掃ご苦労様で
した。小比賀さん、鬼田さん、岡さん、お世
話いただきありがとうございました。本日、
一人委員会、追手筋一軒家、午後の７時より
開催します。とぎに来てください、歓迎しま
す。
 ● 山村一正（ＩＴ委員長）　ホームページを
うまく調整できずになやんでいたところ、Ｐ
Ｃの妖精さんが、こっそり作成してくれてま
した。おそなえに！　　
 ● 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

◇委員会活動計画発表
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