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本日　８月22日㈬ 18：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　時　　間　　変　　更　　例　　会

次週　８月29日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「短期交換留学　帰国報告」

短期交換学生 中澤　紗櫻 さん

第2388回　例会報告／平成30年８月８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。
今日は、「私の終戦記念
日を変えた言葉」という
ことで、お話をしたいと
思います。
　今から３年前、戦後70

年の年にテレビ放映されたドキュメンタリー
で、年老いた女性が言ったひと言が心に残っ
ています。毎年このころになると、広島・長
崎の原爆の悲劇が多くのマスコミメディアで
取り上げられます。しかし、戦後70年、歴史
の闇に葬られ、蓋をされ、語られることのな
かった、ある満蒙開拓団の悲劇をご存知でし
ょうか。終戦を迎えて取り残された開拓団
が、日本を恨み暴徒化した中国人、そして不
可侵条約を無視して南下してきた野蛮なロシ
ア兵から命を奪われる危険、逃げ惑う中で多
くの開拓団が集団自決の道を選ぶことを余儀
なくされた。
　その中で、岐阜県の黒川開拓団約650名が
奇跡的に全員無事に帰国をした。この開拓団
はロシア兵に命を託す、守ってもらうという
苦渋の決断をしなければならなかった。しか
しそこには、うら若き少女、女性の筆舌に尽
くし難い悲劇があったという番組でした。
　その番組の最後に90歳を越えた一人の女性
が言ったのが「私たちは平和平和で生きてき

たんじゃない」という言葉でした。私は、そ
の言葉が胸に突き刺さって消えることがあり
ません。戦いの中で、愛国心、勇猛果敢な行
動、慈悲の行為、そういうものが美談として
語り継がれること、それはそれでいいと思い
ます。しかし、戦争は絶対に美化されるもの
であってはならないと思います。「私たちは
平和平和で生きてきたんじゃない」というひ
と言、その後に続く言葉、思い、それはも
う、私などが知るよしもありませんが、終戦
記念日を迎えるにあたって、本当に、その後
にどういう言葉、思いが続いたんだろうと考
えることが、戦後生まれの平和ボケした私の
終戦記念日になっています。
　皆さんは、終戦記念日にどのようなことを
お考えでしょうか。
◇来訪ロータリアン
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
◇50周年実行委員会より
　チラシを県下クラブ一人一人に配布しまし
た。寺尾会長と沖実行委員長が各クラブを回
り、残すは香長ＲＣのみです。
　今まで、20周年は「奉仕の理想に向かって
新たな出発」30周年「未来にかける」40周年
「未来につなぐ」と、「未来」をテーマに開
催してきました。そこで、今回、私たちが50
周年を迎えるにあたり、さらに50年を100年
にしていくためのテーマとして「未来に育
む」としました。
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います。一業種一会員というロータリーの原
則を貫いていくことも十分可能ですし、プラ
ス、機械工業といった生産性系、レジャー
系、土木系等々、職業分類を眺めるだけで
も、ターゲットはいろんなところに出てくる
のではないかと思います。皆さんも空欄の職
業分類プラス世間を眺めて、直接顔が見えて
いなくても探しにいけば、という発想を持っ
て会員を増やしていただけたらと思います。
　この50年間、東クラブに入会した方の在籍
年数を見てみると、チャーターメンバーある
いは創立後２、３年辺りに入会された方々が
長く在籍していたことによって、その後、50
人、60人と会員が増えてきた。それ以降は、
60人台をキープして現在は50人台。つまり、
会員数を増やしていく一つの取り組みとして
は、新しく人を入れることも大事ですけど、
退会者を少なくすることで人は増えるという
ことが、ここから見えてきます。創立期の会
員の皆さんのご努力は、大いに参考にさせて
もらうべきかなと思います。
　2008年ＲＩ会長主催の会員増強会議の中
で、ＲＩ会長が「会員を発掘することこそ、
私たち１人１人に科せられた責任ではないか

と考えます」と話されています。ハンドブッ
クにも「会員の責務である」とありますし、
ロータリーの義務の一つにも「新会員を紹介
すること」と書かれています。ただ、責任と
か責務、義務と言われると、なかなか声をか
けるのは難しいものです。そこで、会員の特
典の一つである「ロータリアンとして適格な
人を推薦することができる」ことを生かして
みてはと考えます。例えば、嬉しいこと、楽
しいこと、おいしいものを食べたりすると、
誰かに言ってみたいということがあると思い
ます。そういう気持ちで、新しい会員を探し
ていただけたらいいかなと。そのためには、
皆さんが東クラブにいることで、楽しい、嬉
しいといった気持ちを持てるクラブにしなけ
ればいけないと思います。2008年のＲＩ会員
増強委員長が、会員増強徹底ガイドにある三
つのキーワードを紹介しています。それは
「誘って、誘って、誘う」。
　ロータリーというこんな楽しいところがあ
るよ。楽しいこと、嬉しいことを共有しま
しょうという気持ちで誘うことが一番大事か
なと思います。　

■高知東ＲＣ当面の日程
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
高知北ＲＣ　　９月３日㈪　月見夜間例会
高知中央ＲＣ　９月６日㈭　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　９月11日㈫　月見夜間例会
高知中央ＲＣ　９月13日㈭　月見夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　９月18日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　９月20日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　９月20日㈭　職場例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　９月25日㈫　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　９月28日㈮　創立記念夜間例会

◇出席率報告

 ● 寺尾正生　会長あいさつ、ご清聴くださり
ありがとうございました。　　　　　　
 ● 松本隆之　次週は休会です。よろしくお願
いいたします。夏バテに気を付けてください。
 ● 前川美智子　昨日は高知ＲＣへ50周年記念
式典祝賀会のご案内に寺村副実行委員長と一
緒に三翠園に行ってきました。超ドキドキか
なり緊張しましたが、ほとんどの説明は寺村
さんがしっかりと発表してくださいました。
寺尾会長の代役、無事に終了しほっとしてま
す。
 ● 川端信一郎　８月１日、27回目の結婚記念

日でした。ありがとうございます。
 ● 岡﨑勇樹　先週の卓話、聞いていただきあ
りがとうございます。まだまだ分からないこ
とが多いので教えてください！
 ● 松野宏司　大阪の孫がインターアクトクラ
ブの研修会で台湾に行ってきました。
 ● 久松啓一　久し振りに鵬程万里を聞きまし
て感激しました。応援よろしくお願いします。
 ● 西森良文　私ごとですが、娘が２日続けて
新聞に載りましたので。　　
 ● 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　２件
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「会員増強・
　退会防止委員会より」

◇会員スピーチ 会員増強・退会防止委員会 副委員長  竹村　克彦 会員

　育てるという視点で考えると、社会奉仕と
いう観点からは、社会奉仕活動をしながら地
域の人々とともに地域を育みながら、地域と
ともに生きていくことが大切です。職業奉仕
の観点からは、企業のコンプライアンスは確
かに大切ですが、企業の社会的責任、ＣＳＲ
の部分を育てていく、育んでいくことも、我
々ロータリークラブの責任かもしれません。
東クラブの活性化、クラブ奉仕を考えたとき
にも、会員一人一人がクラブを育てていくと
いう気持ちが大切ではないかと考えます。
　では、「未来に育む」と「未来へ育む」は
何が違うか。そこへ行くというのは、単純に
対象地への移動を示しますが、そこに行くと
いう「に」には、存在して事象を起こすとい
う意味があります。そのため「未来に育む」
としました。
　50周年記念事業として９月30日、ザクラウ
ンパレス新阪急高知で「みんなで育むコン
サート　～育ちゆく人たちへ～」を開催しま

す。チラシを高知市内の保育所、幼稚園に配
布しており、140家族を無料で招待する予定
です。現在88家族の応募がありますが、会員
の子どもさん、お孫さんにも申し込みをして
いただきたいと思います。
　この事業は、子どもたちを育むという思い
とともに、最終的には高知東ＲＣを育む機会
になればと考えて企画をしました。皆さまの
ご協力をよろしくお願いいたします。
◇親睦委員会より
　本日、18時半より、新入会員の歓迎会をマ
ンダリンコートにて行います。参加をよろし
くお願いします。
◇幹　事　報　告
・来週15日の例会は休会、22日は時間変更例

会です。間違いのないようにお願いします。
・地区大会の仮登録が少ないようです。本登

録の締切は８月30日ですが、バスや宿泊の
関係がありますので、できれば22日ぐらい
までに連絡をお願いします。

　クラブの会員増強委員会は、会員を増やす
ことだけではなく、充填・未充填職業分類表
を検討することも役割の一つです。増強にあ
たっては、常にロータリーに適している人を
紹介したり推薦するのが会員増強の大きな
キーワードであり、会員に対して、誰かを紹
介して欲しいという動きを積極的に行うの
も、この委員会です。
　ロータリー情報ハンドブックには、会員増
強に寄与することは、会員の責務であると明
記されています。また、会員増強ガイドには、
会員増強はロータリーの大きな課題である。
会員１人１人の協力がなければ駄目だ。そし
て、会員は積極的に活動する人、成長の機会
を見いだして行動を起こすことのできる人で

なければならないとあります。
　当クラブの現状について、クラブ計画書に
ある年々の会員の推移を見ると、50年前、創
立当時は29名でスタート。５名入会、２名退
会で期末は32名。1996年から1998年の２年度
はピークの71名。そして、今日、８月８日時
点での会員の平均年齢は60.63158歳。寺村会
員が今60歳で平均です。誕生日は、永野会員
が８月７日44歳、今日51歳の誕生日は西森　
大会員。
　クラブ計画書の職業分類には、現在たくさ
んの空欄があります。これは、かつて、こう
いう方が東クラブにいたという痕跡です。こ
れ以外にも職業分類はたくさんあり、今まで
も入会された方ごとに、職業分類を追加して

新入会員歓迎会
2018年８月８日㈬　於：ザ クラウンパレス新阪急高知「マンダリンコート」

岡﨑勇樹さん、岡本裕史さん、武吉佳月さん　３名の会員歓迎会。
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年数を見てみると、チャーターメンバーある
いは創立後２、３年辺りに入会された方々が
長く在籍していたことによって、その後、50
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　2008年ＲＩ会長主催の会員増強会議の中
で、ＲＩ会長が「会員を発掘することこそ、
私たち１人１人に科せられた責任ではないか

と考えます」と話されています。ハンドブッ
クにも「会員の責務である」とありますし、
ロータリーの義務の一つにも「新会員を紹介
すること」と書かれています。ただ、責任と
か責務、義務と言われると、なかなか声をか
けるのは難しいものです。そこで、会員の特
典の一つである「ロータリアンとして適格な
人を推薦することができる」ことを生かして
みてはと考えます。例えば、嬉しいこと、楽
しいこと、おいしいものを食べたりすると、
誰かに言ってみたいということがあると思い
ます。そういう気持ちで、新しい会員を探し
ていただけたらいいかなと。そのためには、
皆さんが東クラブにいることで、楽しい、嬉
しいといった気持ちを持てるクラブにしなけ
ればいけないと思います。2008年のＲＩ会員
増強委員長が、会員増強徹底ガイドにある三
つのキーワードを紹介しています。それは
「誘って、誘って、誘う」。
　ロータリーというこんな楽しいところがあ
るよ。楽しいこと、嬉しいことを共有しま
しょうという気持ちで誘うことが一番大事か
なと思います。　

■高知東ＲＣ当面の日程
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
高知北ＲＣ　　９月３日㈪　月見夜間例会
高知中央ＲＣ　９月６日㈭　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　９月11日㈫　月見夜間例会
高知中央ＲＣ　９月13日㈭　月見夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　９月18日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　９月20日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　９月20日㈭　職場例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　９月25日㈫　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　９月28日㈮　創立記念夜間例会

◇出席率報告

 ● 寺尾正生　会長あいさつ、ご清聴くださり
ありがとうございました。　　　　　　
 ● 松本隆之　次週は休会です。よろしくお願
いいたします。夏バテに気を付けてください。
 ● 前川美智子　昨日は高知ＲＣへ50周年記念
式典祝賀会のご案内に寺村副実行委員長と一
緒に三翠園に行ってきました。超ドキドキか
なり緊張しましたが、ほとんどの説明は寺村
さんがしっかりと発表してくださいました。
寺尾会長の代役、無事に終了しほっとしてま
す。
 ● 川端信一郎　８月１日、27回目の結婚記念

日でした。ありがとうございます。
 ● 岡﨑勇樹　先週の卓話、聞いていただきあ
りがとうございます。まだまだ分からないこ
とが多いので教えてください！
 ● 松野宏司　大阪の孫がインターアクトクラ
ブの研修会で台湾に行ってきました。
 ● 久松啓一　久し振りに鵬程万里を聞きまし
て感激しました。応援よろしくお願いします。
 ● 西森良文　私ごとですが、娘が２日続けて
新聞に載りましたので。　　
 ● 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　２件
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「会員増強・
　退会防止委員会より」

◇会員スピーチ 会員増強・退会防止委員会 副委員長  竹村　克彦 会員

　育てるという視点で考えると、社会奉仕と
いう観点からは、社会奉仕活動をしながら地
域の人々とともに地域を育みながら、地域と
ともに生きていくことが大切です。職業奉仕
の観点からは、企業のコンプライアンスは確
かに大切ですが、企業の社会的責任、ＣＳＲ
の部分を育てていく、育んでいくことも、我
々ロータリークラブの責任かもしれません。
東クラブの活性化、クラブ奉仕を考えたとき
にも、会員一人一人がクラブを育てていくと
いう気持ちが大切ではないかと考えます。
　では、「未来に育む」と「未来へ育む」は
何が違うか。そこへ行くというのは、単純に
対象地への移動を示しますが、そこに行くと
いう「に」には、存在して事象を起こすとい
う意味があります。そのため「未来に育む」
としました。
　50周年記念事業として９月30日、ザクラウ
ンパレス新阪急高知で「みんなで育むコン
サート　～育ちゆく人たちへ～」を開催しま

す。チラシを高知市内の保育所、幼稚園に配
布しており、140家族を無料で招待する予定
です。現在88家族の応募がありますが、会員
の子どもさん、お孫さんにも申し込みをして
いただきたいと思います。
　この事業は、子どもたちを育むという思い
とともに、最終的には高知東ＲＣを育む機会
になればと考えて企画をしました。皆さまの
ご協力をよろしくお願いいたします。
◇親睦委員会より
　本日、18時半より、新入会員の歓迎会をマ
ンダリンコートにて行います。参加をよろし
くお願いします。
◇幹　事　報　告
・来週15日の例会は休会、22日は時間変更例

会です。間違いのないようにお願いします。
・地区大会の仮登録が少ないようです。本登

録の締切は８月30日ですが、バスや宿泊の
関係がありますので、できれば22日ぐらい
までに連絡をお願いします。

　クラブの会員増強委員会は、会員を増やす
ことだけではなく、充填・未充填職業分類表
を検討することも役割の一つです。増強にあ
たっては、常にロータリーに適している人を
紹介したり推薦するのが会員増強の大きな
キーワードであり、会員に対して、誰かを紹
介して欲しいという動きを積極的に行うの
も、この委員会です。
　ロータリー情報ハンドブックには、会員増
強に寄与することは、会員の責務であると明
記されています。また、会員増強ガイドには、
会員増強はロータリーの大きな課題である。
会員１人１人の協力がなければ駄目だ。そし
て、会員は積極的に活動する人、成長の機会
を見いだして行動を起こすことのできる人で

なければならないとあります。
　当クラブの現状について、クラブ計画書に
ある年々の会員の推移を見ると、50年前、創
立当時は29名でスタート。５名入会、２名退
会で期末は32名。1996年から1998年の２年度
はピークの71名。そして、今日、８月８日時
点での会員の平均年齢は60.63158歳。寺村会
員が今60歳で平均です。誕生日は、永野会員
が８月７日44歳、今日51歳の誕生日は西森　
大会員。
　クラブ計画書の職業分類には、現在たくさ
んの空欄があります。これは、かつて、こう
いう方が東クラブにいたという痕跡です。こ
れ以外にも職業分類はたくさんあり、今まで
も入会された方ごとに、職業分類を追加して

新入会員歓迎会
2018年８月８日㈬　於：ザ クラウンパレス新阪急高知「マンダリンコート」

岡﨑勇樹さん、岡本裕史さん、武吉佳月さん　３名の会員歓迎会。
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本日　８月22日㈬ 18：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　時　　間　　変　　更　　例　　会

次週　８月29日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「短期交換留学　帰国報告」

短期交換学生 中澤　紗櫻 さん

第2388回　例会報告／平成30年８月８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。
今日は、「私の終戦記念
日を変えた言葉」という
ことで、お話をしたいと
思います。
　今から３年前、戦後70

年の年にテレビ放映されたドキュメンタリー
で、年老いた女性が言ったひと言が心に残っ
ています。毎年このころになると、広島・長
崎の原爆の悲劇が多くのマスコミメディアで
取り上げられます。しかし、戦後70年、歴史
の闇に葬られ、蓋をされ、語られることのな
かった、ある満蒙開拓団の悲劇をご存知でし
ょうか。終戦を迎えて取り残された開拓団
が、日本を恨み暴徒化した中国人、そして不
可侵条約を無視して南下してきた野蛮なロシ
ア兵から命を奪われる危険、逃げ惑う中で多
くの開拓団が集団自決の道を選ぶことを余儀
なくされた。
　その中で、岐阜県の黒川開拓団約650名が
奇跡的に全員無事に帰国をした。この開拓団
はロシア兵に命を託す、守ってもらうという
苦渋の決断をしなければならなかった。しか
しそこには、うら若き少女、女性の筆舌に尽
くし難い悲劇があったという番組でした。
　その番組の最後に90歳を越えた一人の女性
が言ったのが「私たちは平和平和で生きてき

たんじゃない」という言葉でした。私は、そ
の言葉が胸に突き刺さって消えることがあり
ません。戦いの中で、愛国心、勇猛果敢な行
動、慈悲の行為、そういうものが美談として
語り継がれること、それはそれでいいと思い
ます。しかし、戦争は絶対に美化されるもの
であってはならないと思います。「私たちは
平和平和で生きてきたんじゃない」というひ
と言、その後に続く言葉、思い、それはも
う、私などが知るよしもありませんが、終戦
記念日を迎えるにあたって、本当に、その後
にどういう言葉、思いが続いたんだろうと考
えることが、戦後生まれの平和ボケした私の
終戦記念日になっています。
　皆さんは、終戦記念日にどのようなことを
お考えでしょうか。
◇来訪ロータリアン
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
◇50周年実行委員会より
　チラシを県下クラブ一人一人に配布しまし
た。寺尾会長と沖実行委員長が各クラブを回
り、残すは香長ＲＣのみです。
　今まで、20周年は「奉仕の理想に向かって
新たな出発」30周年「未来にかける」40周年
「未来につなぐ」と、「未来」をテーマに開
催してきました。そこで、今回、私たちが50
周年を迎えるにあたり、さらに50年を100年
にしていくためのテーマとして「未来に育
む」としました。
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人を推薦することができる」ことを生かして
みてはと考えます。例えば、嬉しいこと、楽
しいこと、おいしいものを食べたりすると、
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会です。間違いのないようにお願いします。
・地区大会の仮登録が少ないようです。本登

録の締切は８月30日ですが、バスや宿泊の
関係がありますので、できれば22日ぐらい
までに連絡をお願いします。

　クラブの会員増強委員会は、会員を増やす
ことだけではなく、充填・未充填職業分類表
を検討することも役割の一つです。増強にあ
たっては、常にロータリーに適している人を
紹介したり推薦するのが会員増強の大きな
キーワードであり、会員に対して、誰かを紹
介して欲しいという動きを積極的に行うの
も、この委員会です。
　ロータリー情報ハンドブックには、会員増
強に寄与することは、会員の責務であると明
記されています。また、会員増強ガイドには、
会員増強はロータリーの大きな課題である。
会員１人１人の協力がなければ駄目だ。そし
て、会員は積極的に活動する人、成長の機会
を見いだして行動を起こすことのできる人で

なければならないとあります。
　当クラブの現状について、クラブ計画書に
ある年々の会員の推移を見ると、50年前、創
立当時は29名でスタート。５名入会、２名退
会で期末は32名。1996年から1998年の２年度
はピークの71名。そして、今日、８月８日時
点での会員の平均年齢は60.63158歳。寺村会
員が今60歳で平均です。誕生日は、永野会員
が８月７日44歳、今日51歳の誕生日は西森　
大会員。
　クラブ計画書の職業分類には、現在たくさ
んの空欄があります。これは、かつて、こう
いう方が東クラブにいたという痕跡です。こ
れ以外にも職業分類はたくさんあり、今まで
も入会された方ごとに、職業分類を追加して

新入会員歓迎会
2018年８月８日㈬　於：ザ クラウンパレス新阪急高知「マンダリンコート」

岡﨑勇樹さん、岡本裕史さん、武吉佳月さん　３名の会員歓迎会。
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本日　８月22日㈬ 18：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　時　　間　　変　　更　　例　　会

次週　８月29日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「短期交換留学　帰国報告」

短期交換学生 中澤　紗櫻 さん

第2388回　例会報告／平成30年８月８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。
今日は、「私の終戦記念
日を変えた言葉」という
ことで、お話をしたいと
思います。
　今から３年前、戦後70

年の年にテレビ放映されたドキュメンタリー
で、年老いた女性が言ったひと言が心に残っ
ています。毎年このころになると、広島・長
崎の原爆の悲劇が多くのマスコミメディアで
取り上げられます。しかし、戦後70年、歴史
の闇に葬られ、蓋をされ、語られることのな
かった、ある満蒙開拓団の悲劇をご存知でし
ょうか。終戦を迎えて取り残された開拓団
が、日本を恨み暴徒化した中国人、そして不
可侵条約を無視して南下してきた野蛮なロシ
ア兵から命を奪われる危険、逃げ惑う中で多
くの開拓団が集団自決の道を選ぶことを余儀
なくされた。
　その中で、岐阜県の黒川開拓団約650名が
奇跡的に全員無事に帰国をした。この開拓団
はロシア兵に命を託す、守ってもらうという
苦渋の決断をしなければならなかった。しか
しそこには、うら若き少女、女性の筆舌に尽
くし難い悲劇があったという番組でした。
　その番組の最後に90歳を越えた一人の女性
が言ったのが「私たちは平和平和で生きてき

たんじゃない」という言葉でした。私は、そ
の言葉が胸に突き刺さって消えることがあり
ません。戦いの中で、愛国心、勇猛果敢な行
動、慈悲の行為、そういうものが美談として
語り継がれること、それはそれでいいと思い
ます。しかし、戦争は絶対に美化されるもの
であってはならないと思います。「私たちは
平和平和で生きてきたんじゃない」というひ
と言、その後に続く言葉、思い、それはも
う、私などが知るよしもありませんが、終戦
記念日を迎えるにあたって、本当に、その後
にどういう言葉、思いが続いたんだろうと考
えることが、戦後生まれの平和ボケした私の
終戦記念日になっています。
　皆さんは、終戦記念日にどのようなことを
お考えでしょうか。
◇来訪ロータリアン
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
◇50周年実行委員会より
　チラシを県下クラブ一人一人に配布しまし
た。寺尾会長と沖実行委員長が各クラブを回
り、残すは香長ＲＣのみです。
　今まで、20周年は「奉仕の理想に向かって
新たな出発」30周年「未来にかける」40周年
「未来につなぐ」と、「未来」をテーマに開
催してきました。そこで、今回、私たちが50
周年を迎えるにあたり、さらに50年を100年
にしていくためのテーマとして「未来に育
む」としました。
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８月８日
今期の累計

います。一業種一会員というロータリーの原
則を貫いていくことも十分可能ですし、プラ
ス、機械工業といった生産性系、レジャー
系、土木系等々、職業分類を眺めるだけで
も、ターゲットはいろんなところに出てくる
のではないかと思います。皆さんも空欄の職
業分類プラス世間を眺めて、直接顔が見えて
いなくても探しにいけば、という発想を持っ
て会員を増やしていただけたらと思います。
　この50年間、東クラブに入会した方の在籍
年数を見てみると、チャーターメンバーある
いは創立後２、３年辺りに入会された方々が
長く在籍していたことによって、その後、50
人、60人と会員が増えてきた。それ以降は、
60人台をキープして現在は50人台。つまり、
会員数を増やしていく一つの取り組みとして
は、新しく人を入れることも大事ですけど、
退会者を少なくすることで人は増えるという
ことが、ここから見えてきます。創立期の会
員の皆さんのご努力は、大いに参考にさせて
もらうべきかなと思います。
　2008年ＲＩ会長主催の会員増強会議の中
で、ＲＩ会長が「会員を発掘することこそ、
私たち１人１人に科せられた責任ではないか

と考えます」と話されています。ハンドブッ
クにも「会員の責務である」とありますし、
ロータリーの義務の一つにも「新会員を紹介
すること」と書かれています。ただ、責任と
か責務、義務と言われると、なかなか声をか
けるのは難しいものです。そこで、会員の特
典の一つである「ロータリアンとして適格な
人を推薦することができる」ことを生かして
みてはと考えます。例えば、嬉しいこと、楽
しいこと、おいしいものを食べたりすると、
誰かに言ってみたいということがあると思い
ます。そういう気持ちで、新しい会員を探し
ていただけたらいいかなと。そのためには、
皆さんが東クラブにいることで、楽しい、嬉
しいといった気持ちを持てるクラブにしなけ
ればいけないと思います。2008年のＲＩ会員
増強委員長が、会員増強徹底ガイドにある三
つのキーワードを紹介しています。それは
「誘って、誘って、誘う」。
　ロータリーというこんな楽しいところがあ
るよ。楽しいこと、嬉しいことを共有しま
しょうという気持ちで誘うことが一番大事か
なと思います。　

■高知東ＲＣ当面の日程
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
高知北ＲＣ　　９月３日㈪　月見夜間例会
高知中央ＲＣ　９月６日㈭　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　９月11日㈫　月見夜間例会
高知中央ＲＣ　９月13日㈭　月見夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　９月18日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　９月20日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　９月20日㈭　職場例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　９月25日㈫　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　９月28日㈮　創立記念夜間例会

◇出席率報告

 ● 寺尾正生　会長あいさつ、ご清聴くださり
ありがとうございました。　　　　　　
 ● 松本隆之　次週は休会です。よろしくお願
いいたします。夏バテに気を付けてください。
 ● 前川美智子　昨日は高知ＲＣへ50周年記念
式典祝賀会のご案内に寺村副実行委員長と一
緒に三翠園に行ってきました。超ドキドキか
なり緊張しましたが、ほとんどの説明は寺村
さんがしっかりと発表してくださいました。
寺尾会長の代役、無事に終了しほっとしてま
す。
 ● 川端信一郎　８月１日、27回目の結婚記念

日でした。ありがとうございます。
 ● 岡﨑勇樹　先週の卓話、聞いていただきあ
りがとうございます。まだまだ分からないこ
とが多いので教えてください！
 ● 松野宏司　大阪の孫がインターアクトクラ
ブの研修会で台湾に行ってきました。
 ● 久松啓一　久し振りに鵬程万里を聞きまし
て感激しました。応援よろしくお願いします。
 ● 西森良文　私ごとですが、娘が２日続けて
新聞に載りましたので。　　
 ● 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　２件

８月８日

７月30日

総数
－4 57
－4 58

出席
43
42

欠席
7
0

メイク
アップ HC出席率

75.44％

72.41％

出席率
86.79％

100％

3
12

「会員増強・
　退会防止委員会より」

◇会員スピーチ 会員増強・退会防止委員会 副委員長  竹村　克彦 会員

　育てるという視点で考えると、社会奉仕と
いう観点からは、社会奉仕活動をしながら地
域の人々とともに地域を育みながら、地域と
ともに生きていくことが大切です。職業奉仕
の観点からは、企業のコンプライアンスは確
かに大切ですが、企業の社会的責任、ＣＳＲ
の部分を育てていく、育んでいくことも、我
々ロータリークラブの責任かもしれません。
東クラブの活性化、クラブ奉仕を考えたとき
にも、会員一人一人がクラブを育てていくと
いう気持ちが大切ではないかと考えます。
　では、「未来に育む」と「未来へ育む」は
何が違うか。そこへ行くというのは、単純に
対象地への移動を示しますが、そこに行くと
いう「に」には、存在して事象を起こすとい
う意味があります。そのため「未来に育む」
としました。
　50周年記念事業として９月30日、ザクラウ
ンパレス新阪急高知で「みんなで育むコン
サート　～育ちゆく人たちへ～」を開催しま

す。チラシを高知市内の保育所、幼稚園に配
布しており、140家族を無料で招待する予定
です。現在88家族の応募がありますが、会員
の子どもさん、お孫さんにも申し込みをして
いただきたいと思います。
　この事業は、子どもたちを育むという思い
とともに、最終的には高知東ＲＣを育む機会
になればと考えて企画をしました。皆さまの
ご協力をよろしくお願いいたします。
◇親睦委員会より
　本日、18時半より、新入会員の歓迎会をマ
ンダリンコートにて行います。参加をよろし
くお願いします。
◇幹　事　報　告
・来週15日の例会は休会、22日は時間変更例

会です。間違いのないようにお願いします。
・地区大会の仮登録が少ないようです。本登

録の締切は８月30日ですが、バスや宿泊の
関係がありますので、できれば22日ぐらい
までに連絡をお願いします。

　クラブの会員増強委員会は、会員を増やす
ことだけではなく、充填・未充填職業分類表
を検討することも役割の一つです。増強にあ
たっては、常にロータリーに適している人を
紹介したり推薦するのが会員増強の大きな
キーワードであり、会員に対して、誰かを紹
介して欲しいという動きを積極的に行うの
も、この委員会です。
　ロータリー情報ハンドブックには、会員増
強に寄与することは、会員の責務であると明
記されています。また、会員増強ガイドには、
会員増強はロータリーの大きな課題である。
会員１人１人の協力がなければ駄目だ。そし
て、会員は積極的に活動する人、成長の機会
を見いだして行動を起こすことのできる人で

なければならないとあります。
　当クラブの現状について、クラブ計画書に
ある年々の会員の推移を見ると、50年前、創
立当時は29名でスタート。５名入会、２名退
会で期末は32名。1996年から1998年の２年度
はピークの71名。そして、今日、８月８日時
点での会員の平均年齢は60.63158歳。寺村会
員が今60歳で平均です。誕生日は、永野会員
が８月７日44歳、今日51歳の誕生日は西森　
大会員。
　クラブ計画書の職業分類には、現在たくさ
んの空欄があります。これは、かつて、こう
いう方が東クラブにいたという痕跡です。こ
れ以外にも職業分類はたくさんあり、今まで
も入会された方ごとに、職業分類を追加して

新入会員歓迎会
2018年８月８日㈬　於：ザ クラウンパレス新阪急高知「マンダリンコート」

岡﨑勇樹さん、岡本裕史さん、武吉佳月さん　３名の会員歓迎会。


