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本日　９月12日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「長期交換留学・帰国報告“My exchange year”」

長期交換学生 武智　　縁 さん
April Cruz さん

次週　９月19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」

岡本　裕史 会員

第2391回　例会報告／平成30年９月５日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」
◇会　長　挨　拶
　皆さま、こんにちは。９月になりましたが、
まだまだ暑い日が続いています。
　夏と言えばところてん。私はところてんが
大好きで、今年は10回ぐらい食べました。し
かし、スーパーでところてんを買ってきて、
袋から１滴もこぼさず器に開ける方はいるで
しょうか。指で開けても包丁を使ってもこぼ
れます。袋の真ん中を開けたりすると大変な
ことになります。ゴマは底に沈んで腹が立つ
と、昨日家内に言うと「いや、ちゃんと開く
ところてんがあるよ。スーパーで売っている
けど、高い。250円もする」と言っていまし
た。けれど、私は今まで、指を汚さずにとこ
ろてんを食べたことがありません。
　先週の水曜日、パスト会長に集まっていた
だき、50年誌に載せる座談会、「50年史を振
り返る」ということでお話を伺いました。委
員の竹村さん、福岡さん、永野さん、本当に
上手に進行をしていただきました。僕はおま
けで参加させていただきましたが、それぞれ
のパスト会長の東ロータリーに対する思い、
考え方が分かりましたし、思い出話も含め
て、非常に参考になる座談会でした。記念誌
を楽しみに読んでいただけたらと思います。
　ロータリーは寛容の精神が大事だと先輩方
からもよく聞きます。けれど、ロータリーの

本の中には「寛容」という言葉は余り出てき
ません。座談会の中でもいろんな意見が出ま
した。法的な立場に立つと、物事は有罪か無
罪か、良いか悪いかで判断するだろうと思い
ますが、日本人というのは、良いか悪いか、
この二つの答えの間に、もう一つ、二つ、三
つ、答えを見いだすという、日本人独特の生
活哲学、知恵を持っています。それが「寛
容」ではないかと。これは素晴らしい言葉だ
と、座談会の中で私は感じました。
　まだあと10ヵ月会長を務めますが、寺尾が
良いか悪いかも大切ですが、どうか寛容の精
神で、中間の判断をしていただきながら、頑
張っていきたいと思います。
◇来訪ロータリアン
　高知南ＲＣ　　山﨑潤一郎 氏
　　　　　　　　戸田　　明 氏
◇９月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　寺村　　勉
　北村　　裕
 ● 配偶者誕生日
　竹村　朱美　　山村　雅子　　永野加代子
　西内　恵子
 ● 家庭記念日
　竹村　克彦　　水上　　元　　石川　　健
 ● 入会記念日
　岡本　淳一　　天野　禎久

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
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９月５日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
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
10月３日㈬　定例理事会
10月８日㈪　創立50周年記念夜間例会
　　　　　　　　　（ザ クラウンパレス）
10月９日㈫　高知東ＲＣ創立記念日
10月10日㈬　振替のため休会
10月17日㈬　ロータリー休日
10月24日㈬　役員会
10月27日㈯・28日㈰　地区大会
　　　　　　　（新居浜市民文化センター）

■例会変更のお知らせ
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
香長ＲＣ　　　９月25日㈫　観月夜間例会
高知西ＲＣ　　９月28日㈮　創立記念夜間例会
高知南ＲＣ　　10月４日㈭　月見例会
高知ＲＣ　　　10月９日㈫　夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　10月９日㈫　定款第８条第１節により休会
高知中央ＲＣ　10月11日㈭　定款第８条第１節により休会
高知北ＲＣ　　10月15日㈪　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　10月25日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　10月26日㈮　地区大会に振替
高知北ＲＣ　　10月29日㈪　地区大会に振替
高知ＲＣ　　　10月30日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　10月30日㈫　地区大会に振替

◇南ロータリークラブ創立60周年記念式典
の案内

　11月３日、ザ　クラウンパレス新阪急ホテル
において、高知南ＲＣ創立60周年記念式典並
びに祝賀会を開催します。記念式典では、グ
ローバル補助金を活用したブラジル医療支
援、龍馬記念館への時計寄贈、マンモグラ

「不審な葉書に要注意
　　　　　（寸劇と講演）」

◇ゲストスピーチ 高知警察署生活安全課生活安全主任  尾本　周平 氏
生活安全係  黒石　大介 氏

高知中央地区地域安全協会地域安全アドバイザー  横山　香恵 氏

　特殊詐欺の話をするとき、数字や手口を
言ってもなかなか分かりにくいこともありま
すので、私たちは、実際に高知県下で起こっ
た手口を参考にして、寸劇をしています。た
だ、単に事実だけを劇にしてしまうと、高齢
者が騙された悲しいお話で終わってしまいま
すので、観ている方に理解してもらうととも
に、ちょっと笑っていただけたらと、おもし
ろおかしく劇にしています。ただし、手口に
関しては、実際に起こったものですから、皆
さんが観た後、職場に持ち帰って職員さん等
に伝えて、防犯の輪を広げていただけたらと
思います。
（寸劇「不審な葉書に要注意」）
　今の寸劇が架空請求詐欺という手口の一つ
です。今年に入って、高知県下以外でも全国
的に被害が多くなっています。先日も、南国
の20代の男性が90万円の被害に遭っていま

す。携帯電
話にアマゾ
ンからメー
ルが来て、
サイトの未
納料金があ
るというこ
とで、あわ

てて指定の電話に掛けると、コンビニでウェ
ブマネーを買うようにと言われたそうです。
　はがきもかなり配達されています。先日、
窪川警察署管内で1,010万円の被害が出た
きっかけもはがきです。皆さんやご家族の家
にも、もしかしたら送られているかもしれま
せん。はがきを止めることはできないかと郵
便局に確認しましたが、配達員は法律で、郵
便物の内容を見てはいけないことになってい
るため、止めることは難しいということで
す。騙されないようにするには、やはりこの
ように広報をしていくことが大事だというこ
とです。
　今のところ高知県下の被害件数13件、被害
総額3,100万。例年に比べたら減少傾向では
ありますが、全国からみると件数は上がって
います。ただ、被害額は少額化しています。
今まで特殊詐欺は高齢者の被害が多いと言わ
れていましたが、高知県下でいうと４割が30
代から50代。大学生も被害に遭っています。
皆さんの子どもさん、職場の方も被害に遭う
可能性もあります。仕事をされている方は、
なかなかこういった広報の場には来られませ
ん。ですから、携帯電話にそういったメール
が来るとあわててしまいます。
　アマゾンの方も、請求を携帯電話でするこ

◇出席率報告

 ● 山﨑潤一郎（高知南ＲＣ）60周年のご案内
をさせていただきました。多くの皆さまの参
加をお待ちしております。
 ● 戸田　明（高知南ＲＣ）ロータリー財団委
員長の戸田と申します。60周年式典では、グ
ローバル補助金プロジェクト「ブラジル医療
支援」クロストークを担当させていただきま
す。当日、お待ち申し上げております。　
 ● 寺尾正生　貴重な卓話ありがとうございま
した。　　
 ● 松本隆之　本日は尾本様、黒石様、横山様、
貴重な卓話をありがとうございました。
 ● 天野禎久　９月２日のゴルフコンペにご参
加いただいた皆さま、お疲れ様でした。
ショートホールペナルティをニコニコへ。
 ● 武吉佳月　先日のゴルフでは場所を間違え
てグリーンフィールに行きました。ギリギリ
到着した私に、皆さま温かく接していただき
ありがとうございました。
 ● 八田聡子　土佐ハイヤーの岡本社長、４日
の台風の朝、タクシーを確保いただき、とて
も助かりました。３台で12名の社員が無事に
出社できました。ありがとうございました。
 ● 早瀬源慶　８月29日、パスト会長座談会ド
タキャンで失礼。会費の差額ニコニコへ。
 ● 竹村克彦　先週の水曜日、得月樓さんで歴
代会長経験者の皆さまにお集まりいただき、
50周年記念誌用の座談会を催しました。皆さ
まありがとうございました。結婚記念日と妻
の誕生日の祝いのお礼。今年はちゃんと誕生
日プレゼントを渡しました。
 ● 水上　元　開園60周年植物画展が無事終了
しました。約１万2,000人のお客様に観覧し

ていただけました。皆さまのご支援に感謝申
し上げます。結婚記念日のお祝いありがとう
ございました。
 ● 永光男　卓話、尾本様、黒石様、横山様、
ありがとうございました。また、東クラブ年
末の防犯パトロール、12月14日（金）午後６
時、中央公園集合、よろしくお願いいたしま
す。９月２日、東クラブゴルフコンペ、パー
トナーとハンディキャップに恵まれ、「また
もや優勝」させていただきました。出入り禁
止になりそうです。
 ● 北村　裕　誕生祝いありがとうございます。
また先日のゴルフコンペお疲れ様でした。
永会員の優勝、すごいですねェー。
 ● 寺村　勉　お誕生日祝いありがとうござい
ます。61歳になりました。今以上に元気でガ
ンバリます。50周年もよろしくお願いします。
 ● 西内俊介　家内の誕生祝いありがとうござ
いました。今後ともよろしくお願いいたしま
す。
 ● 石川　健　９月30日、結婚して早くも40年
になりました。くしくも、この日に長女が式
を挙げます。家庭記念を祝って頂きありがと
うございます。追記：今年も甲子園、夏の高
校野球を見に８月５日、12日、13日、14日と
４日間12試合観てきました。８月12日、高知
商業が慶応高校に勝って久し振りにスカッと
しました。ここ30年ぐらい甲子園へ行きます
が、高知県勢が勝った試合は少なく、楽しみ
ました。
 ● 山村一正　家族記念、ありがとうございま
す。
 ● 天野禎久　入会祝いありがとうございます。
転勤がないことを祈るばかりです。
 ● 岡本淳一　入会丸４年となりました。次期
は幹事という大役を頂き、ますます頑張りま
す。よろしくお願いします。
 ● サロンイースト協力金として　いつもあり
がとうございます。
◇遅刻・早退　１件

フィ無料検診等の事業報告を行います。皆さ
ん、奮ってご参加をお願いします。
◇会　長　報　告
・南ＲＣ創立60周年記念式典への登録をよろ

しくお願いします。
◇幹　事　報　告
・本日例会終了後、理事会を行います。
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とはありません。裁判を起こすことを官製は
がきで知らせることもありません。また、先
日のような大きな災害の後には、消防や警察
を語って、高齢者が１人ぐらしかどうか、近
隣に家族がいないかどうか、個人情報を搾取

するような電話がかかったりします。皆さん
も十分に注意喚起をしていただき、防犯の輪
を広げていって、１件でも被害がなくなるよ
うにご協力いただきたいと思います。

高知東ＲＣ ゴルフコンペ
2018年９月２日㈰　於：パシフィックゴルフクラブ
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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
香長ＲＣ　　　９月25日㈫　観月夜間例会
高知西ＲＣ　　９月28日㈮　創立記念夜間例会
高知南ＲＣ　　10月４日㈭　月見例会
高知ＲＣ　　　10月９日㈫　夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　10月９日㈫　定款第８条第１節により休会
高知中央ＲＣ　10月11日㈭　定款第８条第１節により休会
高知北ＲＣ　　10月15日㈪　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　10月25日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　10月26日㈮　地区大会に振替
高知北ＲＣ　　10月29日㈪　地区大会に振替
高知ＲＣ　　　10月30日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　10月30日㈫　地区大会に振替

◇南ロータリークラブ創立60周年記念式典
の案内

　11月３日、ザ　クラウンパレス新阪急ホテル
において、高知南ＲＣ創立60周年記念式典並
びに祝賀会を開催します。記念式典では、グ
ローバル補助金を活用したブラジル医療支
援、龍馬記念館への時計寄贈、マンモグラ

「不審な葉書に要注意
　　　　　（寸劇と講演）」

◇ゲストスピーチ 高知警察署生活安全課生活安全主任  尾本　周平 氏
生活安全係  黒石　大介 氏

高知中央地区地域安全協会地域安全アドバイザー  横山　香恵 氏

　特殊詐欺の話をするとき、数字や手口を
言ってもなかなか分かりにくいこともありま
すので、私たちは、実際に高知県下で起こっ
た手口を参考にして、寸劇をしています。た
だ、単に事実だけを劇にしてしまうと、高齢
者が騙された悲しいお話で終わってしまいま
すので、観ている方に理解してもらうととも
に、ちょっと笑っていただけたらと、おもし
ろおかしく劇にしています。ただし、手口に
関しては、実際に起こったものですから、皆
さんが観た後、職場に持ち帰って職員さん等
に伝えて、防犯の輪を広げていただけたらと
思います。
（寸劇「不審な葉書に要注意」）
　今の寸劇が架空請求詐欺という手口の一つ
です。今年に入って、高知県下以外でも全国
的に被害が多くなっています。先日も、南国
の20代の男性が90万円の被害に遭っていま

す。携帯電
話にアマゾ
ンからメー
ルが来て、
サイトの未
納料金があ
るというこ
とで、あわ

てて指定の電話に掛けると、コンビニでウェ
ブマネーを買うようにと言われたそうです。
　はがきもかなり配達されています。先日、
窪川警察署管内で1,010万円の被害が出た
きっかけもはがきです。皆さんやご家族の家
にも、もしかしたら送られているかもしれま
せん。はがきを止めることはできないかと郵
便局に確認しましたが、配達員は法律で、郵
便物の内容を見てはいけないことになってい
るため、止めることは難しいということで
す。騙されないようにするには、やはりこの
ように広報をしていくことが大事だというこ
とです。
　今のところ高知県下の被害件数13件、被害
総額3,100万。例年に比べたら減少傾向では
ありますが、全国からみると件数は上がって
います。ただ、被害額は少額化しています。
今まで特殊詐欺は高齢者の被害が多いと言わ
れていましたが、高知県下でいうと４割が30
代から50代。大学生も被害に遭っています。
皆さんの子どもさん、職場の方も被害に遭う
可能性もあります。仕事をされている方は、
なかなかこういった広報の場には来られませ
ん。ですから、携帯電話にそういったメール
が来るとあわててしまいます。
　アマゾンの方も、請求を携帯電話でするこ

◇出席率報告

 ● 山﨑潤一郎（高知南ＲＣ）60周年のご案内
をさせていただきました。多くの皆さまの参
加をお待ちしております。
 ● 戸田　明（高知南ＲＣ）ロータリー財団委
員長の戸田と申します。60周年式典では、グ
ローバル補助金プロジェクト「ブラジル医療
支援」クロストークを担当させていただきま
す。当日、お待ち申し上げております。　
 ● 寺尾正生　貴重な卓話ありがとうございま
した。　　
 ● 松本隆之　本日は尾本様、黒石様、横山様、
貴重な卓話をありがとうございました。
 ● 天野禎久　９月２日のゴルフコンペにご参
加いただいた皆さま、お疲れ様でした。
ショートホールペナルティをニコニコへ。
 ● 武吉佳月　先日のゴルフでは場所を間違え
てグリーンフィールに行きました。ギリギリ
到着した私に、皆さま温かく接していただき
ありがとうございました。
 ● 八田聡子　土佐ハイヤーの岡本社長、４日
の台風の朝、タクシーを確保いただき、とて
も助かりました。３台で12名の社員が無事に
出社できました。ありがとうございました。
 ● 早瀬源慶　８月29日、パスト会長座談会ド
タキャンで失礼。会費の差額ニコニコへ。
 ● 竹村克彦　先週の水曜日、得月樓さんで歴
代会長経験者の皆さまにお集まりいただき、
50周年記念誌用の座談会を催しました。皆さ
まありがとうございました。結婚記念日と妻
の誕生日の祝いのお礼。今年はちゃんと誕生
日プレゼントを渡しました。
 ● 水上　元　開園60周年植物画展が無事終了
しました。約１万2,000人のお客様に観覧し

ていただけました。皆さまのご支援に感謝申
し上げます。結婚記念日のお祝いありがとう
ございました。
 ● 永光男　卓話、尾本様、黒石様、横山様、
ありがとうございました。また、東クラブ年
末の防犯パトロール、12月14日（金）午後６
時、中央公園集合、よろしくお願いいたしま
す。９月２日、東クラブゴルフコンペ、パー
トナーとハンディキャップに恵まれ、「また
もや優勝」させていただきました。出入り禁
止になりそうです。
 ● 北村　裕　誕生祝いありがとうございます。
また先日のゴルフコンペお疲れ様でした。
永会員の優勝、すごいですねェー。
 ● 寺村　勉　お誕生日祝いありがとうござい
ます。61歳になりました。今以上に元気でガ
ンバリます。50周年もよろしくお願いします。
 ● 西内俊介　家内の誕生祝いありがとうござ
いました。今後ともよろしくお願いいたしま
す。
 ● 石川　健　９月30日、結婚して早くも40年
になりました。くしくも、この日に長女が式
を挙げます。家庭記念を祝って頂きありがと
うございます。追記：今年も甲子園、夏の高
校野球を見に８月５日、12日、13日、14日と
４日間12試合観てきました。８月12日、高知
商業が慶応高校に勝って久し振りにスカッと
しました。ここ30年ぐらい甲子園へ行きます
が、高知県勢が勝った試合は少なく、楽しみ
ました。
 ● 山村一正　家族記念、ありがとうございま
す。
 ● 天野禎久　入会祝いありがとうございます。
転勤がないことを祈るばかりです。
 ● 岡本淳一　入会丸４年となりました。次期
は幹事という大役を頂き、ますます頑張りま
す。よろしくお願いします。
 ● サロンイースト協力金として　いつもあり
がとうございます。
◇遅刻・早退　１件

フィ無料検診等の事業報告を行います。皆さ
ん、奮ってご参加をお願いします。
◇会　長　報　告
・南ＲＣ創立60周年記念式典への登録をよろ

しくお願いします。
◇幹　事　報　告
・本日例会終了後、理事会を行います。

９月５日

８月22日

総数
－5 57
－3 57

出席
41
37

欠席
8
0

メイク
アップ HC出席率

71.93％

64.91％

出席率
84.62％

100％

3
17

とはありません。裁判を起こすことを官製は
がきで知らせることもありません。また、先
日のような大きな災害の後には、消防や警察
を語って、高齢者が１人ぐらしかどうか、近
隣に家族がいないかどうか、個人情報を搾取

するような電話がかかったりします。皆さん
も十分に注意喚起をしていただき、防犯の輪
を広げていって、１件でも被害がなくなるよ
うにご協力いただきたいと思います。

高知東ＲＣ ゴルフコンペ
2018年９月２日㈰　於：パシフィックゴルフクラブ
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本日　９月12日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「長期交換留学・帰国報告“My exchange year”」

長期交換学生 武智　　縁 さん
April Cruz さん

次週　９月19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」

岡本　裕史 会員

第2391回　例会報告／平成30年９月５日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」
◇会　長　挨　拶
　皆さま、こんにちは。９月になりましたが、
まだまだ暑い日が続いています。
　夏と言えばところてん。私はところてんが
大好きで、今年は10回ぐらい食べました。し
かし、スーパーでところてんを買ってきて、
袋から１滴もこぼさず器に開ける方はいるで
しょうか。指で開けても包丁を使ってもこぼ
れます。袋の真ん中を開けたりすると大変な
ことになります。ゴマは底に沈んで腹が立つ
と、昨日家内に言うと「いや、ちゃんと開く
ところてんがあるよ。スーパーで売っている
けど、高い。250円もする」と言っていまし
た。けれど、私は今まで、指を汚さずにとこ
ろてんを食べたことがありません。
　先週の水曜日、パスト会長に集まっていた
だき、50年誌に載せる座談会、「50年史を振
り返る」ということでお話を伺いました。委
員の竹村さん、福岡さん、永野さん、本当に
上手に進行をしていただきました。僕はおま
けで参加させていただきましたが、それぞれ
のパスト会長の東ロータリーに対する思い、
考え方が分かりましたし、思い出話も含め
て、非常に参考になる座談会でした。記念誌
を楽しみに読んでいただけたらと思います。
　ロータリーは寛容の精神が大事だと先輩方
からもよく聞きます。けれど、ロータリーの

本の中には「寛容」という言葉は余り出てき
ません。座談会の中でもいろんな意見が出ま
した。法的な立場に立つと、物事は有罪か無
罪か、良いか悪いかで判断するだろうと思い
ますが、日本人というのは、良いか悪いか、
この二つの答えの間に、もう一つ、二つ、三
つ、答えを見いだすという、日本人独特の生
活哲学、知恵を持っています。それが「寛
容」ではないかと。これは素晴らしい言葉だ
と、座談会の中で私は感じました。
　まだあと10ヵ月会長を務めますが、寺尾が
良いか悪いかも大切ですが、どうか寛容の精
神で、中間の判断をしていただきながら、頑
張っていきたいと思います。
◇来訪ロータリアン
　高知南ＲＣ　　山﨑潤一郎 氏
　　　　　　　　戸田　　明 氏
◇９月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　寺村　　勉
　北村　　裕
 ● 配偶者誕生日
　竹村　朱美　　山村　雅子　　永野加代子
　西内　恵子
 ● 家庭記念日
　竹村　克彦　　水上　　元　　石川　　健
 ● 入会記念日
　岡本　淳一　　天野　禎久

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

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
263,250円

61,100円

324,350円

2,726円

0円

2,726円

265,976円

61,100円

327,076円

チビニコ 合　計

９月５日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
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
10月３日㈬　定例理事会
10月８日㈪　創立50周年記念夜間例会
　　　　　　　　　（ザ クラウンパレス）
10月９日㈫　高知東ＲＣ創立記念日
10月10日㈬　振替のため休会
10月17日㈬　ロータリー休日
10月24日㈬　役員会
10月27日㈯・28日㈰　地区大会
　　　　　　　（新居浜市民文化センター）

■例会変更のお知らせ
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
香長ＲＣ　　　９月25日㈫　観月夜間例会
高知西ＲＣ　　９月28日㈮　創立記念夜間例会
高知南ＲＣ　　10月４日㈭　月見例会
高知ＲＣ　　　10月９日㈫　夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　10月９日㈫　定款第８条第１節により休会
高知中央ＲＣ　10月11日㈭　定款第８条第１節により休会
高知北ＲＣ　　10月15日㈪　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　10月25日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　10月26日㈮　地区大会に振替
高知北ＲＣ　　10月29日㈪　地区大会に振替
高知ＲＣ　　　10月30日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　10月30日㈫　地区大会に振替

◇南ロータリークラブ創立60周年記念式典
の案内

　11月３日、ザ　クラウンパレス新阪急ホテル
において、高知南ＲＣ創立60周年記念式典並
びに祝賀会を開催します。記念式典では、グ
ローバル補助金を活用したブラジル医療支
援、龍馬記念館への時計寄贈、マンモグラ

「不審な葉書に要注意
　　　　　（寸劇と講演）」

◇ゲストスピーチ 高知警察署生活安全課生活安全主任  尾本　周平 氏
生活安全係  黒石　大介 氏

高知中央地区地域安全協会地域安全アドバイザー  横山　香恵 氏

　特殊詐欺の話をするとき、数字や手口を
言ってもなかなか分かりにくいこともありま
すので、私たちは、実際に高知県下で起こっ
た手口を参考にして、寸劇をしています。た
だ、単に事実だけを劇にしてしまうと、高齢
者が騙された悲しいお話で終わってしまいま
すので、観ている方に理解してもらうととも
に、ちょっと笑っていただけたらと、おもし
ろおかしく劇にしています。ただし、手口に
関しては、実際に起こったものですから、皆
さんが観た後、職場に持ち帰って職員さん等
に伝えて、防犯の輪を広げていただけたらと
思います。
（寸劇「不審な葉書に要注意」）
　今の寸劇が架空請求詐欺という手口の一つ
です。今年に入って、高知県下以外でも全国
的に被害が多くなっています。先日も、南国
の20代の男性が90万円の被害に遭っていま

す。携帯電
話にアマゾ
ンからメー
ルが来て、
サイトの未
納料金があ
るというこ
とで、あわ

てて指定の電話に掛けると、コンビニでウェ
ブマネーを買うようにと言われたそうです。
　はがきもかなり配達されています。先日、
窪川警察署管内で1,010万円の被害が出た
きっかけもはがきです。皆さんやご家族の家
にも、もしかしたら送られているかもしれま
せん。はがきを止めることはできないかと郵
便局に確認しましたが、配達員は法律で、郵
便物の内容を見てはいけないことになってい
るため、止めることは難しいということで
す。騙されないようにするには、やはりこの
ように広報をしていくことが大事だというこ
とです。
　今のところ高知県下の被害件数13件、被害
総額3,100万。例年に比べたら減少傾向では
ありますが、全国からみると件数は上がって
います。ただ、被害額は少額化しています。
今まで特殊詐欺は高齢者の被害が多いと言わ
れていましたが、高知県下でいうと４割が30
代から50代。大学生も被害に遭っています。
皆さんの子どもさん、職場の方も被害に遭う
可能性もあります。仕事をされている方は、
なかなかこういった広報の場には来られませ
ん。ですから、携帯電話にそういったメール
が来るとあわててしまいます。
　アマゾンの方も、請求を携帯電話でするこ

◇出席率報告

 ● 山﨑潤一郎（高知南ＲＣ）60周年のご案内
をさせていただきました。多くの皆さまの参
加をお待ちしております。
 ● 戸田　明（高知南ＲＣ）ロータリー財団委
員長の戸田と申します。60周年式典では、グ
ローバル補助金プロジェクト「ブラジル医療
支援」クロストークを担当させていただきま
す。当日、お待ち申し上げております。　
 ● 寺尾正生　貴重な卓話ありがとうございま
した。　　
 ● 松本隆之　本日は尾本様、黒石様、横山様、
貴重な卓話をありがとうございました。
 ● 天野禎久　９月２日のゴルフコンペにご参
加いただいた皆さま、お疲れ様でした。
ショートホールペナルティをニコニコへ。
 ● 武吉佳月　先日のゴルフでは場所を間違え
てグリーンフィールに行きました。ギリギリ
到着した私に、皆さま温かく接していただき
ありがとうございました。
 ● 八田聡子　土佐ハイヤーの岡本社長、４日
の台風の朝、タクシーを確保いただき、とて
も助かりました。３台で12名の社員が無事に
出社できました。ありがとうございました。
 ● 早瀬源慶　８月29日、パスト会長座談会ド
タキャンで失礼。会費の差額ニコニコへ。
 ● 竹村克彦　先週の水曜日、得月樓さんで歴
代会長経験者の皆さまにお集まりいただき、
50周年記念誌用の座談会を催しました。皆さ
まありがとうございました。結婚記念日と妻
の誕生日の祝いのお礼。今年はちゃんと誕生
日プレゼントを渡しました。
 ● 水上　元　開園60周年植物画展が無事終了
しました。約１万2,000人のお客様に観覧し

ていただけました。皆さまのご支援に感謝申
し上げます。結婚記念日のお祝いありがとう
ございました。
 ● 永光男　卓話、尾本様、黒石様、横山様、
ありがとうございました。また、東クラブ年
末の防犯パトロール、12月14日（金）午後６
時、中央公園集合、よろしくお願いいたしま
す。９月２日、東クラブゴルフコンペ、パー
トナーとハンディキャップに恵まれ、「また
もや優勝」させていただきました。出入り禁
止になりそうです。
 ● 北村　裕　誕生祝いありがとうございます。
また先日のゴルフコンペお疲れ様でした。
永会員の優勝、すごいですねェー。
 ● 寺村　勉　お誕生日祝いありがとうござい
ます。61歳になりました。今以上に元気でガ
ンバリます。50周年もよろしくお願いします。
 ● 西内俊介　家内の誕生祝いありがとうござ
いました。今後ともよろしくお願いいたしま
す。
 ● 石川　健　９月30日、結婚して早くも40年
になりました。くしくも、この日に長女が式
を挙げます。家庭記念を祝って頂きありがと
うございます。追記：今年も甲子園、夏の高
校野球を見に８月５日、12日、13日、14日と
４日間12試合観てきました。８月12日、高知
商業が慶応高校に勝って久し振りにスカッと
しました。ここ30年ぐらい甲子園へ行きます
が、高知県勢が勝った試合は少なく、楽しみ
ました。
 ● 山村一正　家族記念、ありがとうございま
す。
 ● 天野禎久　入会祝いありがとうございます。
転勤がないことを祈るばかりです。
 ● 岡本淳一　入会丸４年となりました。次期
は幹事という大役を頂き、ますます頑張りま
す。よろしくお願いします。
 ● サロンイースト協力金として　いつもあり
がとうございます。
◇遅刻・早退　１件

フィ無料検診等の事業報告を行います。皆さ
ん、奮ってご参加をお願いします。
◇会　長　報　告
・南ＲＣ創立60周年記念式典への登録をよろ

しくお願いします。
◇幹　事　報　告
・本日例会終了後、理事会を行います。
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とはありません。裁判を起こすことを官製は
がきで知らせることもありません。また、先
日のような大きな災害の後には、消防や警察
を語って、高齢者が１人ぐらしかどうか、近
隣に家族がいないかどうか、個人情報を搾取

するような電話がかかったりします。皆さん
も十分に注意喚起をしていただき、防犯の輪
を広げていって、１件でも被害がなくなるよ
うにご協力いただきたいと思います。

高知東ＲＣ ゴルフコンペ
2018年９月２日㈰　於：パシフィックゴルフクラブ
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本日　９月12日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「長期交換留学・帰国報告“My exchange year”」

長期交換学生 武智　　縁 さん
April Cruz さん

次週　９月19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」

岡本　裕史 会員

第2391回　例会報告／平成30年９月５日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」
◇会　長　挨　拶
　皆さま、こんにちは。９月になりましたが、
まだまだ暑い日が続いています。
　夏と言えばところてん。私はところてんが
大好きで、今年は10回ぐらい食べました。し
かし、スーパーでところてんを買ってきて、
袋から１滴もこぼさず器に開ける方はいるで
しょうか。指で開けても包丁を使ってもこぼ
れます。袋の真ん中を開けたりすると大変な
ことになります。ゴマは底に沈んで腹が立つ
と、昨日家内に言うと「いや、ちゃんと開く
ところてんがあるよ。スーパーで売っている
けど、高い。250円もする」と言っていまし
た。けれど、私は今まで、指を汚さずにとこ
ろてんを食べたことがありません。
　先週の水曜日、パスト会長に集まっていた
だき、50年誌に載せる座談会、「50年史を振
り返る」ということでお話を伺いました。委
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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
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９月５日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
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
10月３日㈬　定例理事会
10月８日㈪　創立50周年記念夜間例会
　　　　　　　　　（ザ クラウンパレス）
10月９日㈫　高知東ＲＣ創立記念日
10月10日㈬　振替のため休会
10月17日㈬　ロータリー休日
10月24日㈬　役員会
10月27日㈯・28日㈰　地区大会
　　　　　　　（新居浜市民文化センター）

■例会変更のお知らせ
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
香長ＲＣ　　　９月25日㈫　観月夜間例会
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高知西ＲＣ　　10月26日㈮　地区大会に振替
高知北ＲＣ　　10月29日㈪　地区大会に振替
高知ＲＣ　　　10月30日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　10月30日㈫　地区大会に振替

◇南ロータリークラブ創立60周年記念式典
の案内

　11月３日、ザ　クラウンパレス新阪急ホテル
において、高知南ＲＣ創立60周年記念式典並
びに祝賀会を開催します。記念式典では、グ
ローバル補助金を活用したブラジル医療支
援、龍馬記念館への時計寄贈、マンモグラ

「不審な葉書に要注意
　　　　　（寸劇と講演）」

◇ゲストスピーチ 高知警察署生活安全課生活安全主任  尾本　周平 氏
生活安全係  黒石　大介 氏

高知中央地区地域安全協会地域安全アドバイザー  横山　香恵 氏
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