
議長　ただ今から年次総会を開催いたしま
す。高知東ロータリークラブ細則第３条・役
員の任務、第１節により、議長は会長が務め
ることになっていますので、私が務めさせて
いただきます。
　細則により、総会は会員総数の３分の１以
上の出席を要するとなっています。本日、会
員総数54名のうち42名の出席で３分の１以上
の出席で、本総会は成立することをご報告し
ます。
　本日の議案は２件です。第１号議案は、
次々年度（2020－21年度）の会長選任の件。
第２号議案は次年度の役員・理事承認の件で
す。
　まず、第１号議案、次々年度の会長選任の
件です。立候補される方はいらっしゃいます
か。
　立候補者はいないようですので、先日のパ
スト会長会で、竹村克彦会員が2020－21年度
の会長に推薦されました。
　竹村会員を2020－21年度の会長に推挙する
ことについて、ご賛同いただけますでしょう
か。ご賛同いただけます方は拍手をお願いい
たします。
（全員賛同の拍手）

議長　ありがとうございました。全員の賛同
をいただきましたので、第１号議案、次々年
度会長選任の件は承認されたものといたしま
す。
　では、竹村会員より、ひと言ご挨拶をお願
いします。
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本日　12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
　　　 「米山奨学生卓話」

米山記念奨学生 グエン ティ ドアン チャン さん

次週　12月19日㈬ 18：30  ラ・ヴィータ

　　　 　忘　　年　　夜　　間　　例　　会

第2402回　例会報告／平成30年12月５日　天候　曇

◇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。
師走に入り、忘年会等、
皆さんお忙しいと思いま
す。
　先日の高知新聞に、今
までの高知県の飲食店や

ホテル、喫茶店のマッチ箱のデザインを１冊
の本にしたという記事がありました。私の印
象に残っているのは、木馬というジャズ喫茶
のマッチです。オレンジと白を使ったものだ
ったと思いますが、日本のマッチのデザイン
コンクールで賞を取ったような記憶がありま
す。現在では、マッチを置いている店はほと
んどないと思います。
　僕らが会社に入った当時、もう40年ほど前
になりますが、仕事の打ち合わせなどはよく
喫茶店でしていましたし、時間の流れももう
少しゆっくりでした。今は喫茶店もだんだん
なくなり、コンビニでコーヒーを買う。合理
的で効率化ばかりを求める価値観に変わって
きて、世の中がすさんできたように感じま
す。果たして、これがいい文化なんだろうか
と。
　僕は社員に、100円のプラスチックのお茶
碗で食べるご飯、一方、１万円のお茶碗で食
べるご飯では、絶対に味が違う。その味の違

いを分かって欲しいと言うのですが、今の若
い子は「同じ銘柄のご飯を何で食べても、胃
の中に入ったら一緒でしょう」と言います。
もちろん、ロータリーは、その違いが分かる
方ばかりだと思います。ロータリーも今イン
ターネットでメイキャップができる等々、ど
んどん効率化されていますが、それが行きす
ぎてしまうと、例会もインターネットで参加
する時代が来るのではないかと。
　今は、時間を大切に使うことが、僕だけで
なく世の中全体でなくなってきているように
思います。もう少し、時間の流れを楽しみ、
心を豊かにしていきたいと考えた、マッチに
関する新聞記事でした。
◇水曜会よりバザーの案内

　年明けの１月13日
㈰、大丸前で水曜会
最大の行事、チャリ
ティバザーを開催し
ます。昨今の贈答事
情で出品物が品薄と
なり、小物や前掛け、
マフラーなどを制作
し、売上の増加を

図っていますが十分とは言えません。暮れの
お忙しい時期に申しわけありませんが、１品
でもかまいませんので提供をお願いしたいと
思います。来週、出品物をいただきにまいり
ますのでよろしくお願いします。
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12月５日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
12月19日㈬　忘年夜間例会（ラ・ヴィータ）
　　　　　　役員会
12月26日㈬　ロータリー休日

2019年
１月２日㈬　休会（国民の祝日）
１月９日㈬　時間変更例会

（ザ クラウンパレス）
　　　　　　定例理事会
１月19日㈯　高知第Ⅰ分区・第Ⅱ分区Ｉ.Ｍ.

（高知ロイヤルＲＣ・ホテル日航高知旭ロイヤル）
１月30日㈬　役員会
２月６日㈬　観梅夜間例会（得月樓）
　　　　　　定例理事会
２月10日㈰　PETS・DTTS

（徳島グランヴィリオホテル）
２月13日㈬　ロータリー休日
２月27日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
高知北ＲＣ　　12月17日㈪　クリスマス夜間例会
高知南ＲＣ　　12月20日㈭　年内最終夜間例会
高知中央ＲＣ　12月20日㈭　クリスマス夜間例会
高知西ＲＣ　　12月21日㈮　忘年夜間例会
高知ＲＣ　　　12月25日㈫　忘年夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月25日㈫　クリスマス夜間例会
高知南ＲＣ　　12月27日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　12月27日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　12月28日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　12月31日㈪　ロータリー休日
2019年
高知南ＲＣ　　１月３日㈭　法定休日
高知中央ＲＣ　１月３日㈭　法定休日
高知北ＲＣ　　１月７日㈪　新年夜間例会
高知中央ＲＣ　１月10日㈭　新年還暦祝い夜間例会
高知南ＲＣ　　１月17日㈭　新年夜間例会
高知西ＲＣ　　１月18日㈮　新年夜間例会
高知北ＲＣ　　１月21日㈪　ＩＭに振替
高知ＲＣ　　　１月22日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　１月22日㈫　ＩＭに振替
高知北ＲＣ　　１月28日㈪　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　１月29日㈫　職場例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　１月29日㈫　新年夜間例会

・４月中旬、ローターア
クトの会長幹事会に出
席の予定

・５月23日から26日まで
開催されるRYLAセミ
ナーに、２名の受講生

を選考中。
　私も参加して、報告をしたいと考えていま
す。

◎クラブ奉仕委員会（発表：前川美智子委員長）
　出席、親睦、雑誌会報、
会員増強、会員選考、プ
ログラム、広報ＩＴ、
ロータリー情報、この八
つの委員会、それぞれ計
画をしながら順調に進め

ています。
　お手伝いはしていませんが、皆さん独自に
活動してくださっていますので、ご報告しま
す。

◇記念事業の案内
　延期になっていた記念事業を12月22日、午
前10時半から12時と午後１時半から３時まで
行います。現在、約600名が参加していただ
ける予定です。まだ参加は可能ですが、でき
れば午後の部にお願いしたいです。子どもさ
んにはお土産がありますので、人数の把握を
したいと思います。参加希望者は私まで、大
人と子どもの人数をご連絡ください。
◇12月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　岡本　裕史　　松岡　英雄　　前川美智子
　永　光男　　佐野　博三　　竹村　克彦
　前田　　博　　近森　淳二

 ● 配偶者誕生日
　別役　久美　　中越　由紀　　西山　加南
 ● 家庭記念日
　寺尾　正生　　柳澤　光秋　　佐野　博三
　西森　良文
 ● 入会記念日
　髙橋　卓弥　　水上　　元　　早瀬　源慶
◇会　長　報　告
・ジャパンRYLAセミナーの報告書を回覧し

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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竹村克彦次々期会長挨拶
　次々年度の会長にご推
薦いただき、ただ今、承
認いただきました竹村で
ございます。
　数年前から、複数の方
に会長候補としてのリス

トに載っているよという話をお聞きしていま
す。また、多くの方からいずれは会長をやら
ないかんよということで、入会のときから耳
にすることが多かったですが、４年前に幹事
をやったばかりです。まだ少し先かなと思っ
ていたんですが、ご推薦いただきましたこ
と、本当に嬉しく思います。
　ただ、まさに浅学非才、まだまだロータリ
ーのことは十分に分かっているとは、とても
思えません。いくつかいろんな役を務めさせ
ていただて、表面的には知っているという立
場かなと思っています。
　４年前の幹事のときに、幹事は分かってな
くても分かったふりをしとけ。逆に会長は分
からないふりをして全部知っておかなきゃい
けない。幹事でしたから、その言葉に多少甘
えたところもあったかと思いますが、いよい
よ試されるときが来てしまったというところ
です。
　本当はお断りする言葉をたくさん並べてお
りましたけども、私をご推薦いただいた方が
いらっしゃるということにありがたく思い、
お引き受けすることといたしました。皆さま
の足でまといにならないよう、また、皆さま
が楽しいロータリー生活を送られるよう、２
年半先まで頑張りたいと思っています。どう
ぞよろしくお願いいたします。

◇五大奉仕中間発表

◎職業奉仕委員会（発表：猿田隆夫委員長）
　中間報告と言ってもほ
とんど進展しておらず、
今日の例会の最初に親睦
委員会が四つのテストの
唱和をされました。それ
ぐらいしかありません。

新会員への四つのテストとロータリアンの職
業宣言の盾の配布も、今年は新会員が入って
いませんので、配布できていません。
　来年１月の職業奉仕月間に卓話と職場例会
を行いたいと思います。職場例会は早瀬さん
の称名寺にお願いしています。その後、職業
奉仕とは何かという疑問を投げかけて討論等
をしたいと考えています。
◎社会奉仕委員会（発表：永光男委員長）

・７月22日、浦戸湾７河
川一斉清掃を22名の参
加で行いました。

・９月５日、警察の防犯
課に卓話をお願いし、
寸劇と講演をしていた

だきました。

・12月14日18時から防犯パトロールを中央公
園から帯屋町へ計画しています。ふるって
ご参加をお願いします。防犯ブザー200個
を配布する予定です。

◎国際奉仕委員会（発表：中平真理子委員長）
・短期交換の受け入れを

７月10日から14日ま
で、寺尾会長、窪田さ
んの会社の方で、短期
派遣学生のお宅の２軒
にお願いしました。ま

た、ウエルカムパーティを７月13日、得月
樓で行いました。

・短期交換の派遣は７月26日から８月16日ま
で。

・長期交換に関しては、今期はうちのクラブ
での受け入れはありません。最初の受入家
庭は、前年度の派遣学生の家庭です。

・来期の長期交換留学生の派遣はただいま選
考中です。

◎青少年奉仕委員会（発表：西内俊介委員長）
　現在のところ、まだ何もしていませんので
報告はありません。
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◇年　次　総　会

議長　ありがとうございました。続きまして、
第２号議案、次年度の役員並びに理事承認の
件です。前川副会長より発表していただきた
いと思いますので、よろしくお願いします。

前川副会長　クラブ細則第４条におきまして、
年次総会は12月に開催されるものとし、この
年次総会において、次年度の役員及び理事の
選任を行わなければならないとされています。
　次年度、次のとおり推薦させていただきま
す。
　会長・前川美智子、副会長・竹村克彦、幹
事・岡本淳一、会計・久松啓一、ＳＡＡ・西
森良文、直前会長・寺尾正生、職業奉仕・水
上　元、社会奉仕・永野健生、青少年奉仕・

土居祐三、国際奉仕・永野正将、以上の推薦
をさせていただきます。
　ご審議、よろしくお願いします。

議長　それでは、次年度役員、理事承認の件
に賛同の方は拍手をお願いいたします。
（全員賛同の拍手）

議長　ありがとうございます。全員の賛同を
いただきましたので、第２号議案、次年度役
員、理事の件は承認されました。
　第１号議案、第２号議案ともに成立いたし
ましたので、以上で年次総会を終了いたしま
す。ご協力ありがとうございました。

◇出席率報告

 ● 寺尾正生　結婚記念日のお祝いをありがと
うございました。夫婦揃って完全に忘れてお
りました。　　　
 ● 松本隆之　午前中、息子の農業体験授業を
見に行ってまいりました。本日６時よりさん
さんテレビで放映されるそうです。
 ● 松岡英雄　誕生日祝いお礼。人生70、古来
稀なりです。
 ● 前川美智子　お誕生日プレゼントありがと
うございます。
 ● 前田　博　誕生祝いありがとうございまし
た。
 ● 永光男・竹村克彦・近森淳二　誕生日祝
いのお礼。
 ● 岡本裕史　誕生日はいつの間にか過ぎ去り
ましたが、今週末、大阪に帰ったときに祝っ
てくれるみたいです。
 ● 佐野博三　誕生記念、家庭記念、合わせて
ありがとうございます。結婚は55年になり、
私が25歳、妻が19歳でした。55年間、いろい
ろありましたが、それでも２人とも、まだ元
気で働いております。12月17日で満80歳、い
つの間にかこんな歳になってしまいました。
人生百年時代、残り10年は我が人生「最後の
努力の年間」と決めております。それまでは
ロータリーの皆さんともよろしくお願いいた

します。そして、その先10年は「我が知的生
活の時代」としており、貯めた蔵書を読んで
楽しむことにしています。
 ● 別役修平　家内誕生祝いありがとうござい
ました。美しくなる道具が入ってました。
 ● 中越貴宣　妻の誕生祝いありがとうござい
ます。
 ● 柳澤光秋　結婚祝いお礼。
 ● 松﨑郷輔　入会祝い品ありがとうございま
す。入会歴41年です。お陰様で無事退院いた
しました。感謝。
 ● 寺村　勉　本日配布のガバナー月信12月号
に当クラブ50周年の報告を記載いただきまし
た。改めて皆さん、ご協力ありがとうござい
ました。
 ● 関　淑公　私ども西の社屋の隣が蔦屋書店。
12月３日からオープンしたばかり。前の通り
が車でいっぱい。近くの「土佐のさと」近く
オープンすることになっている。この辺りが
賑やかになることは良いことと思っている。
 ● 岡本淳一　12月２日に新居浜へ補助金セミ
ナーに行ってきました。前川さん、お昼ご馳
走様でした。髙橋君、運転ありがとうござい
ました。
 ● 西森やよい　ネームプレート持ち帰りまし
た。申しわけありません。ガバナーマンスリ
ーレターをいただきました。米山功労者とし
て写真を掲載していただいておりますが、い
つの写真かさっぱり思い出せません。どなた
かご記憶ございませんか。
 ● 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



議長　ただ今から年次総会を開催いたしま
す。高知東ロータリークラブ細則第３条・役
員の任務、第１節により、議長は会長が務め
ることになっていますので、私が務めさせて
いただきます。
　細則により、総会は会員総数の３分の１以
上の出席を要するとなっています。本日、会
員総数54名のうち42名の出席で３分の１以上
の出席で、本総会は成立することをご報告し
ます。
　本日の議案は２件です。第１号議案は、
次々年度（2020－21年度）の会長選任の件。
第２号議案は次年度の役員・理事承認の件で
す。
　まず、第１号議案、次々年度の会長選任の
件です。立候補される方はいらっしゃいます
か。
　立候補者はいないようですので、先日のパ
スト会長会で、竹村克彦会員が2020－21年度
の会長に推薦されました。
　竹村会員を2020－21年度の会長に推挙する
ことについて、ご賛同いただけますでしょう
か。ご賛同いただけます方は拍手をお願いい
たします。
（全員賛同の拍手）

議長　ありがとうございました。全員の賛同
をいただきましたので、第１号議案、次々年
度会長選任の件は承認されたものといたしま
す。
　では、竹村会員より、ひと言ご挨拶をお願
いします。

高知東ロータリークラブ週報
第2356号

12月12日.2018

本日　12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
　　　 「米山奨学生卓話」

米山記念奨学生 グエン ティ ドアン チャン さん

次週　12月19日㈬ 18：30  ラ・ヴィータ

　　　 　忘　　年　　夜　　間　　例　　会

第2402回　例会報告／平成30年12月５日　天候　曇

◇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。
師走に入り、忘年会等、
皆さんお忙しいと思いま
す。
　先日の高知新聞に、今
までの高知県の飲食店や

ホテル、喫茶店のマッチ箱のデザインを１冊
の本にしたという記事がありました。私の印
象に残っているのは、木馬というジャズ喫茶
のマッチです。オレンジと白を使ったものだ
ったと思いますが、日本のマッチのデザイン
コンクールで賞を取ったような記憶がありま
す。現在では、マッチを置いている店はほと
んどないと思います。
　僕らが会社に入った当時、もう40年ほど前
になりますが、仕事の打ち合わせなどはよく
喫茶店でしていましたし、時間の流れももう
少しゆっくりでした。今は喫茶店もだんだん
なくなり、コンビニでコーヒーを買う。合理
的で効率化ばかりを求める価値観に変わって
きて、世の中がすさんできたように感じま
す。果たして、これがいい文化なんだろうか
と。
　僕は社員に、100円のプラスチックのお茶
碗で食べるご飯、一方、１万円のお茶碗で食
べるご飯では、絶対に味が違う。その味の違

いを分かって欲しいと言うのですが、今の若
い子は「同じ銘柄のご飯を何で食べても、胃
の中に入ったら一緒でしょう」と言います。
もちろん、ロータリーは、その違いが分かる
方ばかりだと思います。ロータリーも今イン
ターネットでメイキャップができる等々、ど
んどん効率化されていますが、それが行きす
ぎてしまうと、例会もインターネットで参加
する時代が来るのではないかと。
　今は、時間を大切に使うことが、僕だけで
なく世の中全体でなくなってきているように
思います。もう少し、時間の流れを楽しみ、
心を豊かにしていきたいと考えた、マッチに
関する新聞記事でした。
◇水曜会よりバザーの案内

　年明けの１月13日
㈰、大丸前で水曜会
最大の行事、チャリ
ティバザーを開催し
ます。昨今の贈答事
情で出品物が品薄と
なり、小物や前掛け、
マフラーなどを制作
し、売上の増加を

図っていますが十分とは言えません。暮れの
お忙しい時期に申しわけありませんが、１品
でもかまいませんので提供をお願いしたいと
思います。来週、出品物をいただきにまいり
ますのでよろしくお願いします。
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12月５日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
12月19日㈬　忘年夜間例会（ラ・ヴィータ）
　　　　　　役員会
12月26日㈬　ロータリー休日

2019年
１月２日㈬　休会（国民の祝日）
１月９日㈬　時間変更例会

（ザ クラウンパレス）
　　　　　　定例理事会
１月19日㈯　高知第Ⅰ分区・第Ⅱ分区Ｉ.Ｍ.

（高知ロイヤルＲＣ・ホテル日航高知旭ロイヤル）
１月30日㈬　役員会
２月６日㈬　観梅夜間例会（得月樓）
　　　　　　定例理事会
２月10日㈰　PETS・DTTS

（徳島グランヴィリオホテル）
２月13日㈬　ロータリー休日
２月27日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
高知北ＲＣ　　12月17日㈪　クリスマス夜間例会
高知南ＲＣ　　12月20日㈭　年内最終夜間例会
高知中央ＲＣ　12月20日㈭　クリスマス夜間例会
高知西ＲＣ　　12月21日㈮　忘年夜間例会
高知ＲＣ　　　12月25日㈫　忘年夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月25日㈫　クリスマス夜間例会
高知南ＲＣ　　12月27日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　12月27日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　12月28日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　12月31日㈪　ロータリー休日
2019年
高知南ＲＣ　　１月３日㈭　法定休日
高知中央ＲＣ　１月３日㈭　法定休日
高知北ＲＣ　　１月７日㈪　新年夜間例会
高知中央ＲＣ　１月10日㈭　新年還暦祝い夜間例会
高知南ＲＣ　　１月17日㈭　新年夜間例会
高知西ＲＣ　　１月18日㈮　新年夜間例会
高知北ＲＣ　　１月21日㈪　ＩＭに振替
高知ＲＣ　　　１月22日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　１月22日㈫　ＩＭに振替
高知北ＲＣ　　１月28日㈪　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　１月29日㈫　職場例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　１月29日㈫　新年夜間例会

・４月中旬、ローターア
クトの会長幹事会に出
席の予定

・５月23日から26日まで
開催されるRYLAセミ
ナーに、２名の受講生

を選考中。
　私も参加して、報告をしたいと考えていま
す。

◎クラブ奉仕委員会（発表：前川美智子委員長）
　出席、親睦、雑誌会報、
会員増強、会員選考、プ
ログラム、広報ＩＴ、
ロータリー情報、この八
つの委員会、それぞれ計
画をしながら順調に進め

ています。
　お手伝いはしていませんが、皆さん独自に
活動してくださっていますので、ご報告しま
す。

◇記念事業の案内
　延期になっていた記念事業を12月22日、午
前10時半から12時と午後１時半から３時まで
行います。現在、約600名が参加していただ
ける予定です。まだ参加は可能ですが、でき
れば午後の部にお願いしたいです。子どもさ
んにはお土産がありますので、人数の把握を
したいと思います。参加希望者は私まで、大
人と子どもの人数をご連絡ください。
◇12月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　岡本　裕史　　松岡　英雄　　前川美智子
　永　光男　　佐野　博三　　竹村　克彦
　前田　　博　　近森　淳二

 ● 配偶者誕生日
　別役　久美　　中越　由紀　　西山　加南
 ● 家庭記念日
　寺尾　正生　　柳澤　光秋　　佐野　博三
　西森　良文
 ● 入会記念日
　髙橋　卓弥　　水上　　元　　早瀬　源慶
◇会　長　報　告
・ジャパンRYLAセミナーの報告書を回覧し

ます。
◇幹　事　報　告
・本日例会終了後、理事会を行います。

12月５日

11月21日

総数
－4 54
－3 54

出席
42
40

欠席
2
0

メイク
アップ HC出席率

77.78％

74.07％

出席率
96.00％

100％

6
11

竹村克彦次々期会長挨拶
　次々年度の会長にご推
薦いただき、ただ今、承
認いただきました竹村で
ございます。
　数年前から、複数の方
に会長候補としてのリス

トに載っているよという話をお聞きしていま
す。また、多くの方からいずれは会長をやら
ないかんよということで、入会のときから耳
にすることが多かったですが、４年前に幹事
をやったばかりです。まだ少し先かなと思っ
ていたんですが、ご推薦いただきましたこ
と、本当に嬉しく思います。
　ただ、まさに浅学非才、まだまだロータリ
ーのことは十分に分かっているとは、とても
思えません。いくつかいろんな役を務めさせ
ていただて、表面的には知っているという立
場かなと思っています。
　４年前の幹事のときに、幹事は分かってな
くても分かったふりをしとけ。逆に会長は分
からないふりをして全部知っておかなきゃい
けない。幹事でしたから、その言葉に多少甘
えたところもあったかと思いますが、いよい
よ試されるときが来てしまったというところ
です。
　本当はお断りする言葉をたくさん並べてお
りましたけども、私をご推薦いただいた方が
いらっしゃるということにありがたく思い、
お引き受けすることといたしました。皆さま
の足でまといにならないよう、また、皆さま
が楽しいロータリー生活を送られるよう、２
年半先まで頑張りたいと思っています。どう
ぞよろしくお願いいたします。

◇五大奉仕中間発表

◎職業奉仕委員会（発表：猿田隆夫委員長）
　中間報告と言ってもほ
とんど進展しておらず、
今日の例会の最初に親睦
委員会が四つのテストの
唱和をされました。それ
ぐらいしかありません。

新会員への四つのテストとロータリアンの職
業宣言の盾の配布も、今年は新会員が入って
いませんので、配布できていません。
　来年１月の職業奉仕月間に卓話と職場例会
を行いたいと思います。職場例会は早瀬さん
の称名寺にお願いしています。その後、職業
奉仕とは何かという疑問を投げかけて討論等
をしたいと考えています。
◎社会奉仕委員会（発表：永光男委員長）

・７月22日、浦戸湾７河
川一斉清掃を22名の参
加で行いました。

・９月５日、警察の防犯
課に卓話をお願いし、
寸劇と講演をしていた

だきました。

・12月14日18時から防犯パトロールを中央公
園から帯屋町へ計画しています。ふるって
ご参加をお願いします。防犯ブザー200個
を配布する予定です。

◎国際奉仕委員会（発表：中平真理子委員長）
・短期交換の受け入れを

７月10日から14日ま
で、寺尾会長、窪田さ
んの会社の方で、短期
派遣学生のお宅の２軒
にお願いしました。ま

た、ウエルカムパーティを７月13日、得月
樓で行いました。

・短期交換の派遣は７月26日から８月16日ま
で。

・長期交換に関しては、今期はうちのクラブ
での受け入れはありません。最初の受入家
庭は、前年度の派遣学生の家庭です。

・来期の長期交換留学生の派遣はただいま選
考中です。

◎青少年奉仕委員会（発表：西内俊介委員長）
　現在のところ、まだ何もしていませんので
報告はありません。
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◇年　次　総　会

議長　ありがとうございました。続きまして、
第２号議案、次年度の役員並びに理事承認の
件です。前川副会長より発表していただきた
いと思いますので、よろしくお願いします。

前川副会長　クラブ細則第４条におきまして、
年次総会は12月に開催されるものとし、この
年次総会において、次年度の役員及び理事の
選任を行わなければならないとされています。
　次年度、次のとおり推薦させていただきま
す。
　会長・前川美智子、副会長・竹村克彦、幹
事・岡本淳一、会計・久松啓一、ＳＡＡ・西
森良文、直前会長・寺尾正生、職業奉仕・水
上　元、社会奉仕・永野健生、青少年奉仕・

土居祐三、国際奉仕・永野正将、以上の推薦
をさせていただきます。
　ご審議、よろしくお願いします。

議長　それでは、次年度役員、理事承認の件
に賛同の方は拍手をお願いいたします。
（全員賛同の拍手）

議長　ありがとうございます。全員の賛同を
いただきましたので、第２号議案、次年度役
員、理事の件は承認されました。
　第１号議案、第２号議案ともに成立いたし
ましたので、以上で年次総会を終了いたしま
す。ご協力ありがとうございました。

◇出席率報告

 ● 寺尾正生　結婚記念日のお祝いをありがと
うございました。夫婦揃って完全に忘れてお
りました。　　　
 ● 松本隆之　午前中、息子の農業体験授業を
見に行ってまいりました。本日６時よりさん
さんテレビで放映されるそうです。
 ● 松岡英雄　誕生日祝いお礼。人生70、古来
稀なりです。
 ● 前川美智子　お誕生日プレゼントありがと
うございます。
 ● 前田　博　誕生祝いありがとうございまし
た。
 ● 永光男・竹村克彦・近森淳二　誕生日祝
いのお礼。
 ● 岡本裕史　誕生日はいつの間にか過ぎ去り
ましたが、今週末、大阪に帰ったときに祝っ
てくれるみたいです。
 ● 佐野博三　誕生記念、家庭記念、合わせて
ありがとうございます。結婚は55年になり、
私が25歳、妻が19歳でした。55年間、いろい
ろありましたが、それでも２人とも、まだ元
気で働いております。12月17日で満80歳、い
つの間にかこんな歳になってしまいました。
人生百年時代、残り10年は我が人生「最後の
努力の年間」と決めております。それまでは
ロータリーの皆さんともよろしくお願いいた

します。そして、その先10年は「我が知的生
活の時代」としており、貯めた蔵書を読んで
楽しむことにしています。
 ● 別役修平　家内誕生祝いありがとうござい
ました。美しくなる道具が入ってました。
 ● 中越貴宣　妻の誕生祝いありがとうござい
ます。
 ● 柳澤光秋　結婚祝いお礼。
 ● 松﨑郷輔　入会祝い品ありがとうございま
す。入会歴41年です。お陰様で無事退院いた
しました。感謝。
 ● 寺村　勉　本日配布のガバナー月信12月号
に当クラブ50周年の報告を記載いただきまし
た。改めて皆さん、ご協力ありがとうござい
ました。
 ● 関　淑公　私ども西の社屋の隣が蔦屋書店。
12月３日からオープンしたばかり。前の通り
が車でいっぱい。近くの「土佐のさと」近く
オープンすることになっている。この辺りが
賑やかになることは良いことと思っている。
 ● 岡本淳一　12月２日に新居浜へ補助金セミ
ナーに行ってきました。前川さん、お昼ご馳
走様でした。髙橋君、運転ありがとうござい
ました。
 ● 西森やよい　ネームプレート持ち帰りまし
た。申しわけありません。ガバナーマンスリ
ーレターをいただきました。米山功労者とし
て写真を掲載していただいておりますが、い
つの写真かさっぱり思い出せません。どなた
かご記憶ございませんか。
 ● 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



議長　ただ今から年次総会を開催いたしま
す。高知東ロータリークラブ細則第３条・役
員の任務、第１節により、議長は会長が務め
ることになっていますので、私が務めさせて
いただきます。
　細則により、総会は会員総数の３分の１以
上の出席を要するとなっています。本日、会
員総数54名のうち42名の出席で３分の１以上
の出席で、本総会は成立することをご報告し
ます。
　本日の議案は２件です。第１号議案は、
次々年度（2020－21年度）の会長選任の件。
第２号議案は次年度の役員・理事承認の件で
す。
　まず、第１号議案、次々年度の会長選任の
件です。立候補される方はいらっしゃいます
か。
　立候補者はいないようですので、先日のパ
スト会長会で、竹村克彦会員が2020－21年度
の会長に推薦されました。
　竹村会員を2020－21年度の会長に推挙する
ことについて、ご賛同いただけますでしょう
か。ご賛同いただけます方は拍手をお願いい
たします。
（全員賛同の拍手）

議長　ありがとうございました。全員の賛同
をいただきましたので、第１号議案、次々年
度会長選任の件は承認されたものといたしま
す。
　では、竹村会員より、ひと言ご挨拶をお願
いします。

高知東ロータリークラブ週報
第2356号
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本日　12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
　　　 「米山奨学生卓話」

米山記念奨学生 グエン ティ ドアン チャン さん

次週　12月19日㈬ 18：30  ラ・ヴィータ

　　　 　忘　　年　　夜　　間　　例　　会
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　皆さま、こんにちは。
師走に入り、忘年会等、
皆さんお忙しいと思いま
す。
　先日の高知新聞に、今
までの高知県の飲食店や

ホテル、喫茶店のマッチ箱のデザインを１冊
の本にしたという記事がありました。私の印
象に残っているのは、木馬というジャズ喫茶
のマッチです。オレンジと白を使ったものだ
ったと思いますが、日本のマッチのデザイン
コンクールで賞を取ったような記憶がありま
す。現在では、マッチを置いている店はほと
んどないと思います。
　僕らが会社に入った当時、もう40年ほど前
になりますが、仕事の打ち合わせなどはよく
喫茶店でしていましたし、時間の流れももう
少しゆっくりでした。今は喫茶店もだんだん
なくなり、コンビニでコーヒーを買う。合理
的で効率化ばかりを求める価値観に変わって
きて、世の中がすさんできたように感じま
す。果たして、これがいい文化なんだろうか
と。
　僕は社員に、100円のプラスチックのお茶
碗で食べるご飯、一方、１万円のお茶碗で食
べるご飯では、絶対に味が違う。その味の違

いを分かって欲しいと言うのですが、今の若
い子は「同じ銘柄のご飯を何で食べても、胃
の中に入ったら一緒でしょう」と言います。
もちろん、ロータリーは、その違いが分かる
方ばかりだと思います。ロータリーも今イン
ターネットでメイキャップができる等々、ど
んどん効率化されていますが、それが行きす
ぎてしまうと、例会もインターネットで参加
する時代が来るのではないかと。
　今は、時間を大切に使うことが、僕だけで
なく世の中全体でなくなってきているように
思います。もう少し、時間の流れを楽しみ、
心を豊かにしていきたいと考えた、マッチに
関する新聞記事でした。
◇水曜会よりバザーの案内

　年明けの１月13日
㈰、大丸前で水曜会
最大の行事、チャリ
ティバザーを開催し
ます。昨今の贈答事
情で出品物が品薄と
なり、小物や前掛け、
マフラーなどを制作
し、売上の増加を

図っていますが十分とは言えません。暮れの
お忙しい時期に申しわけありませんが、１品
でもかまいませんので提供をお願いしたいと
思います。来週、出品物をいただきにまいり
ますのでよろしくお願いします。
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12月５日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
12月19日㈬　忘年夜間例会（ラ・ヴィータ）
　　　　　　役員会
12月26日㈬　ロータリー休日

2019年
１月２日㈬　休会（国民の祝日）
１月９日㈬　時間変更例会

（ザ クラウンパレス）
　　　　　　定例理事会
１月19日㈯　高知第Ⅰ分区・第Ⅱ分区Ｉ.Ｍ.

（高知ロイヤルＲＣ・ホテル日航高知旭ロイヤル）
１月30日㈬　役員会
２月６日㈬　観梅夜間例会（得月樓）
　　　　　　定例理事会
２月10日㈰　PETS・DTTS

（徳島グランヴィリオホテル）
２月13日㈬　ロータリー休日
２月27日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
高知北ＲＣ　　12月17日㈪　クリスマス夜間例会
高知南ＲＣ　　12月20日㈭　年内最終夜間例会
高知中央ＲＣ　12月20日㈭　クリスマス夜間例会
高知西ＲＣ　　12月21日㈮　忘年夜間例会
高知ＲＣ　　　12月25日㈫　忘年夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月25日㈫　クリスマス夜間例会
高知南ＲＣ　　12月27日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　12月27日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　12月28日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　12月31日㈪　ロータリー休日
2019年
高知南ＲＣ　　１月３日㈭　法定休日
高知中央ＲＣ　１月３日㈭　法定休日
高知北ＲＣ　　１月７日㈪　新年夜間例会
高知中央ＲＣ　１月10日㈭　新年還暦祝い夜間例会
高知南ＲＣ　　１月17日㈭　新年夜間例会
高知西ＲＣ　　１月18日㈮　新年夜間例会
高知北ＲＣ　　１月21日㈪　ＩＭに振替
高知ＲＣ　　　１月22日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　１月22日㈫　ＩＭに振替
高知北ＲＣ　　１月28日㈪　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　１月29日㈫　職場例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　１月29日㈫　新年夜間例会

・４月中旬、ローターア
クトの会長幹事会に出
席の予定

・５月23日から26日まで
開催されるRYLAセミ
ナーに、２名の受講生

を選考中。
　私も参加して、報告をしたいと考えていま
す。

◎クラブ奉仕委員会（発表：前川美智子委員長）
　出席、親睦、雑誌会報、
会員増強、会員選考、プ
ログラム、広報ＩＴ、
ロータリー情報、この八
つの委員会、それぞれ計
画をしながら順調に進め

ています。
　お手伝いはしていませんが、皆さん独自に
活動してくださっていますので、ご報告しま
す。

◇記念事業の案内
　延期になっていた記念事業を12月22日、午
前10時半から12時と午後１時半から３時まで
行います。現在、約600名が参加していただ
ける予定です。まだ参加は可能ですが、でき
れば午後の部にお願いしたいです。子どもさ
んにはお土産がありますので、人数の把握を
したいと思います。参加希望者は私まで、大
人と子どもの人数をご連絡ください。
◇12月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　岡本　裕史　　松岡　英雄　　前川美智子
　永　光男　　佐野　博三　　竹村　克彦
　前田　　博　　近森　淳二

 ● 配偶者誕生日
　別役　久美　　中越　由紀　　西山　加南
 ● 家庭記念日
　寺尾　正生　　柳澤　光秋　　佐野　博三
　西森　良文
 ● 入会記念日
　髙橋　卓弥　　水上　　元　　早瀬　源慶
◇会　長　報　告
・ジャパンRYLAセミナーの報告書を回覧し

ます。
◇幹　事　報　告
・本日例会終了後、理事会を行います。

12月５日

11月21日
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竹村克彦次々期会長挨拶
　次々年度の会長にご推
薦いただき、ただ今、承
認いただきました竹村で
ございます。
　数年前から、複数の方
に会長候補としてのリス

トに載っているよという話をお聞きしていま
す。また、多くの方からいずれは会長をやら
ないかんよということで、入会のときから耳
にすることが多かったですが、４年前に幹事
をやったばかりです。まだ少し先かなと思っ
ていたんですが、ご推薦いただきましたこ
と、本当に嬉しく思います。
　ただ、まさに浅学非才、まだまだロータリ
ーのことは十分に分かっているとは、とても
思えません。いくつかいろんな役を務めさせ
ていただて、表面的には知っているという立
場かなと思っています。
　４年前の幹事のときに、幹事は分かってな
くても分かったふりをしとけ。逆に会長は分
からないふりをして全部知っておかなきゃい
けない。幹事でしたから、その言葉に多少甘
えたところもあったかと思いますが、いよい
よ試されるときが来てしまったというところ
です。
　本当はお断りする言葉をたくさん並べてお
りましたけども、私をご推薦いただいた方が
いらっしゃるということにありがたく思い、
お引き受けすることといたしました。皆さま
の足でまといにならないよう、また、皆さま
が楽しいロータリー生活を送られるよう、２
年半先まで頑張りたいと思っています。どう
ぞよろしくお願いいたします。

◇五大奉仕中間発表

◎職業奉仕委員会（発表：猿田隆夫委員長）
　中間報告と言ってもほ
とんど進展しておらず、
今日の例会の最初に親睦
委員会が四つのテストの
唱和をされました。それ
ぐらいしかありません。

新会員への四つのテストとロータリアンの職
業宣言の盾の配布も、今年は新会員が入って
いませんので、配布できていません。
　来年１月の職業奉仕月間に卓話と職場例会
を行いたいと思います。職場例会は早瀬さん
の称名寺にお願いしています。その後、職業
奉仕とは何かという疑問を投げかけて討論等
をしたいと考えています。
◎社会奉仕委員会（発表：永光男委員長）

・７月22日、浦戸湾７河
川一斉清掃を22名の参
加で行いました。

・９月５日、警察の防犯
課に卓話をお願いし、
寸劇と講演をしていた

だきました。

・12月14日18時から防犯パトロールを中央公
園から帯屋町へ計画しています。ふるって
ご参加をお願いします。防犯ブザー200個
を配布する予定です。

◎国際奉仕委員会（発表：中平真理子委員長）
・短期交換の受け入れを

７月10日から14日ま
で、寺尾会長、窪田さ
んの会社の方で、短期
派遣学生のお宅の２軒
にお願いしました。ま

た、ウエルカムパーティを７月13日、得月
樓で行いました。

・短期交換の派遣は７月26日から８月16日ま
で。

・長期交換に関しては、今期はうちのクラブ
での受け入れはありません。最初の受入家
庭は、前年度の派遣学生の家庭です。

・来期の長期交換留学生の派遣はただいま選
考中です。

◎青少年奉仕委員会（発表：西内俊介委員長）
　現在のところ、まだ何もしていませんので
報告はありません。
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◇年　次　総　会

議長　ありがとうございました。続きまして、
第２号議案、次年度の役員並びに理事承認の
件です。前川副会長より発表していただきた
いと思いますので、よろしくお願いします。

前川副会長　クラブ細則第４条におきまして、
年次総会は12月に開催されるものとし、この
年次総会において、次年度の役員及び理事の
選任を行わなければならないとされています。
　次年度、次のとおり推薦させていただきま
す。
　会長・前川美智子、副会長・竹村克彦、幹
事・岡本淳一、会計・久松啓一、ＳＡＡ・西
森良文、直前会長・寺尾正生、職業奉仕・水
上　元、社会奉仕・永野健生、青少年奉仕・

土居祐三、国際奉仕・永野正将、以上の推薦
をさせていただきます。
　ご審議、よろしくお願いします。

議長　それでは、次年度役員、理事承認の件
に賛同の方は拍手をお願いいたします。
（全員賛同の拍手）

議長　ありがとうございます。全員の賛同を
いただきましたので、第２号議案、次年度役
員、理事の件は承認されました。
　第１号議案、第２号議案ともに成立いたし
ましたので、以上で年次総会を終了いたしま
す。ご協力ありがとうございました。

◇出席率報告

 ● 寺尾正生　結婚記念日のお祝いをありがと
うございました。夫婦揃って完全に忘れてお
りました。　　　
 ● 松本隆之　午前中、息子の農業体験授業を
見に行ってまいりました。本日６時よりさん
さんテレビで放映されるそうです。
 ● 松岡英雄　誕生日祝いお礼。人生70、古来
稀なりです。
 ● 前川美智子　お誕生日プレゼントありがと
うございます。
 ● 前田　博　誕生祝いありがとうございまし
た。
 ● 永光男・竹村克彦・近森淳二　誕生日祝
いのお礼。
 ● 岡本裕史　誕生日はいつの間にか過ぎ去り
ましたが、今週末、大阪に帰ったときに祝っ
てくれるみたいです。
 ● 佐野博三　誕生記念、家庭記念、合わせて
ありがとうございます。結婚は55年になり、
私が25歳、妻が19歳でした。55年間、いろい
ろありましたが、それでも２人とも、まだ元
気で働いております。12月17日で満80歳、い
つの間にかこんな歳になってしまいました。
人生百年時代、残り10年は我が人生「最後の
努力の年間」と決めております。それまでは
ロータリーの皆さんともよろしくお願いいた

します。そして、その先10年は「我が知的生
活の時代」としており、貯めた蔵書を読んで
楽しむことにしています。
 ● 別役修平　家内誕生祝いありがとうござい
ました。美しくなる道具が入ってました。
 ● 中越貴宣　妻の誕生祝いありがとうござい
ます。
 ● 柳澤光秋　結婚祝いお礼。
 ● 松﨑郷輔　入会祝い品ありがとうございま
す。入会歴41年です。お陰様で無事退院いた
しました。感謝。
 ● 寺村　勉　本日配布のガバナー月信12月号
に当クラブ50周年の報告を記載いただきまし
た。改めて皆さん、ご協力ありがとうござい
ました。
 ● 関　淑公　私ども西の社屋の隣が蔦屋書店。
12月３日からオープンしたばかり。前の通り
が車でいっぱい。近くの「土佐のさと」近く
オープンすることになっている。この辺りが
賑やかになることは良いことと思っている。
 ● 岡本淳一　12月２日に新居浜へ補助金セミ
ナーに行ってきました。前川さん、お昼ご馳
走様でした。髙橋君、運転ありがとうござい
ました。
 ● 西森やよい　ネームプレート持ち帰りまし
た。申しわけありません。ガバナーマンスリ
ーレターをいただきました。米山功労者とし
て写真を掲載していただいておりますが、い
つの写真かさっぱり思い出せません。どなた
かご記憶ございませんか。
 ● 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



議長　ただ今から年次総会を開催いたしま
す。高知東ロータリークラブ細則第３条・役
員の任務、第１節により、議長は会長が務め
ることになっていますので、私が務めさせて
いただきます。
　細則により、総会は会員総数の３分の１以
上の出席を要するとなっています。本日、会
員総数54名のうち42名の出席で３分の１以上
の出席で、本総会は成立することをご報告し
ます。
　本日の議案は２件です。第１号議案は、
次々年度（2020－21年度）の会長選任の件。
第２号議案は次年度の役員・理事承認の件で
す。
　まず、第１号議案、次々年度の会長選任の
件です。立候補される方はいらっしゃいます
か。
　立候補者はいないようですので、先日のパ
スト会長会で、竹村克彦会員が2020－21年度
の会長に推薦されました。
　竹村会員を2020－21年度の会長に推挙する
ことについて、ご賛同いただけますでしょう
か。ご賛同いただけます方は拍手をお願いい
たします。
（全員賛同の拍手）

議長　ありがとうございました。全員の賛同
をいただきましたので、第１号議案、次々年
度会長選任の件は承認されたものといたしま
す。
　では、竹村会員より、ひと言ご挨拶をお願
いします。

高知東ロータリークラブ週報
第2356号

12月12日.2018

本日　12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
　　　 「米山奨学生卓話」

米山記念奨学生 グエン ティ ドアン チャン さん

次週　12月19日㈬ 18：30  ラ・ヴィータ

　　　 　忘　　年　　夜　　間　　例　　会

第2402回　例会報告／平成30年12月５日　天候　曇

◇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。
師走に入り、忘年会等、
皆さんお忙しいと思いま
す。
　先日の高知新聞に、今
までの高知県の飲食店や

ホテル、喫茶店のマッチ箱のデザインを１冊
の本にしたという記事がありました。私の印
象に残っているのは、木馬というジャズ喫茶
のマッチです。オレンジと白を使ったものだ
ったと思いますが、日本のマッチのデザイン
コンクールで賞を取ったような記憶がありま
す。現在では、マッチを置いている店はほと
んどないと思います。
　僕らが会社に入った当時、もう40年ほど前
になりますが、仕事の打ち合わせなどはよく
喫茶店でしていましたし、時間の流れももう
少しゆっくりでした。今は喫茶店もだんだん
なくなり、コンビニでコーヒーを買う。合理
的で効率化ばかりを求める価値観に変わって
きて、世の中がすさんできたように感じま
す。果たして、これがいい文化なんだろうか
と。
　僕は社員に、100円のプラスチックのお茶
碗で食べるご飯、一方、１万円のお茶碗で食
べるご飯では、絶対に味が違う。その味の違

いを分かって欲しいと言うのですが、今の若
い子は「同じ銘柄のご飯を何で食べても、胃
の中に入ったら一緒でしょう」と言います。
もちろん、ロータリーは、その違いが分かる
方ばかりだと思います。ロータリーも今イン
ターネットでメイキャップができる等々、ど
んどん効率化されていますが、それが行きす
ぎてしまうと、例会もインターネットで参加
する時代が来るのではないかと。
　今は、時間を大切に使うことが、僕だけで
なく世の中全体でなくなってきているように
思います。もう少し、時間の流れを楽しみ、
心を豊かにしていきたいと考えた、マッチに
関する新聞記事でした。
◇水曜会よりバザーの案内

　年明けの１月13日
㈰、大丸前で水曜会
最大の行事、チャリ
ティバザーを開催し
ます。昨今の贈答事
情で出品物が品薄と
なり、小物や前掛け、
マフラーなどを制作
し、売上の増加を

図っていますが十分とは言えません。暮れの
お忙しい時期に申しわけありませんが、１品
でもかまいませんので提供をお願いしたいと
思います。来週、出品物をいただきにまいり
ますのでよろしくお願いします。
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■高知東ＲＣ当面の日程
12月19日㈬　忘年夜間例会（ラ・ヴィータ）
　　　　　　役員会
12月26日㈬　ロータリー休日

2019年
１月２日㈬　休会（国民の祝日）
１月９日㈬　時間変更例会

（ザ クラウンパレス）
　　　　　　定例理事会
１月19日㈯　高知第Ⅰ分区・第Ⅱ分区Ｉ.Ｍ.

（高知ロイヤルＲＣ・ホテル日航高知旭ロイヤル）
１月30日㈬　役員会
２月６日㈬　観梅夜間例会（得月樓）
　　　　　　定例理事会
２月10日㈰　PETS・DTTS

（徳島グランヴィリオホテル）
２月13日㈬　ロータリー休日
２月27日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
高知北ＲＣ　　12月17日㈪　クリスマス夜間例会
高知南ＲＣ　　12月20日㈭　年内最終夜間例会
高知中央ＲＣ　12月20日㈭　クリスマス夜間例会
高知西ＲＣ　　12月21日㈮　忘年夜間例会
高知ＲＣ　　　12月25日㈫　忘年夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月25日㈫　クリスマス夜間例会
高知南ＲＣ　　12月27日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　12月27日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　12月28日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　12月31日㈪　ロータリー休日
2019年
高知南ＲＣ　　１月３日㈭　法定休日
高知中央ＲＣ　１月３日㈭　法定休日
高知北ＲＣ　　１月７日㈪　新年夜間例会
高知中央ＲＣ　１月10日㈭　新年還暦祝い夜間例会
高知南ＲＣ　　１月17日㈭　新年夜間例会
高知西ＲＣ　　１月18日㈮　新年夜間例会
高知北ＲＣ　　１月21日㈪　ＩＭに振替
高知ＲＣ　　　１月22日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　１月22日㈫　ＩＭに振替
高知北ＲＣ　　１月28日㈪　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　１月29日㈫　職場例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　１月29日㈫　新年夜間例会

・４月中旬、ローターア
クトの会長幹事会に出
席の予定

・５月23日から26日まで
開催されるRYLAセミ
ナーに、２名の受講生

を選考中。
　私も参加して、報告をしたいと考えていま
す。

◎クラブ奉仕委員会（発表：前川美智子委員長）
　出席、親睦、雑誌会報、
会員増強、会員選考、プ
ログラム、広報ＩＴ、
ロータリー情報、この八
つの委員会、それぞれ計
画をしながら順調に進め

ています。
　お手伝いはしていませんが、皆さん独自に
活動してくださっていますので、ご報告しま
す。

◇記念事業の案内
　延期になっていた記念事業を12月22日、午
前10時半から12時と午後１時半から３時まで
行います。現在、約600名が参加していただ
ける予定です。まだ参加は可能ですが、でき
れば午後の部にお願いしたいです。子どもさ
んにはお土産がありますので、人数の把握を
したいと思います。参加希望者は私まで、大
人と子どもの人数をご連絡ください。
◇12月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　岡本　裕史　　松岡　英雄　　前川美智子
　永　光男　　佐野　博三　　竹村　克彦
　前田　　博　　近森　淳二

 ● 配偶者誕生日
　別役　久美　　中越　由紀　　西山　加南
 ● 家庭記念日
　寺尾　正生　　柳澤　光秋　　佐野　博三
　西森　良文
 ● 入会記念日
　髙橋　卓弥　　水上　　元　　早瀬　源慶
◇会　長　報　告
・ジャパンRYLAセミナーの報告書を回覧し

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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竹村克彦次々期会長挨拶
　次々年度の会長にご推
薦いただき、ただ今、承
認いただきました竹村で
ございます。
　数年前から、複数の方
に会長候補としてのリス

トに載っているよという話をお聞きしていま
す。また、多くの方からいずれは会長をやら
ないかんよということで、入会のときから耳
にすることが多かったですが、４年前に幹事
をやったばかりです。まだ少し先かなと思っ
ていたんですが、ご推薦いただきましたこ
と、本当に嬉しく思います。
　ただ、まさに浅学非才、まだまだロータリ
ーのことは十分に分かっているとは、とても
思えません。いくつかいろんな役を務めさせ
ていただて、表面的には知っているという立
場かなと思っています。
　４年前の幹事のときに、幹事は分かってな
くても分かったふりをしとけ。逆に会長は分
からないふりをして全部知っておかなきゃい
けない。幹事でしたから、その言葉に多少甘
えたところもあったかと思いますが、いよい
よ試されるときが来てしまったというところ
です。
　本当はお断りする言葉をたくさん並べてお
りましたけども、私をご推薦いただいた方が
いらっしゃるということにありがたく思い、
お引き受けすることといたしました。皆さま
の足でまといにならないよう、また、皆さま
が楽しいロータリー生活を送られるよう、２
年半先まで頑張りたいと思っています。どう
ぞよろしくお願いいたします。

◇五大奉仕中間発表

◎職業奉仕委員会（発表：猿田隆夫委員長）
　中間報告と言ってもほ
とんど進展しておらず、
今日の例会の最初に親睦
委員会が四つのテストの
唱和をされました。それ
ぐらいしかありません。

新会員への四つのテストとロータリアンの職
業宣言の盾の配布も、今年は新会員が入って
いませんので、配布できていません。
　来年１月の職業奉仕月間に卓話と職場例会
を行いたいと思います。職場例会は早瀬さん
の称名寺にお願いしています。その後、職業
奉仕とは何かという疑問を投げかけて討論等
をしたいと考えています。
◎社会奉仕委員会（発表：永光男委員長）

・７月22日、浦戸湾７河
川一斉清掃を22名の参
加で行いました。

・９月５日、警察の防犯
課に卓話をお願いし、
寸劇と講演をしていた

だきました。

・12月14日18時から防犯パトロールを中央公
園から帯屋町へ計画しています。ふるって
ご参加をお願いします。防犯ブザー200個
を配布する予定です。

◎国際奉仕委員会（発表：中平真理子委員長）
・短期交換の受け入れを

７月10日から14日ま
で、寺尾会長、窪田さ
んの会社の方で、短期
派遣学生のお宅の２軒
にお願いしました。ま

た、ウエルカムパーティを７月13日、得月
樓で行いました。

・短期交換の派遣は７月26日から８月16日ま
で。

・長期交換に関しては、今期はうちのクラブ
での受け入れはありません。最初の受入家
庭は、前年度の派遣学生の家庭です。

・来期の長期交換留学生の派遣はただいま選
考中です。

◎青少年奉仕委員会（発表：西内俊介委員長）
　現在のところ、まだ何もしていませんので
報告はありません。
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◇年　次　総　会

議長　ありがとうございました。続きまして、
第２号議案、次年度の役員並びに理事承認の
件です。前川副会長より発表していただきた
いと思いますので、よろしくお願いします。

前川副会長　クラブ細則第４条におきまして、
年次総会は12月に開催されるものとし、この
年次総会において、次年度の役員及び理事の
選任を行わなければならないとされています。
　次年度、次のとおり推薦させていただきま
す。
　会長・前川美智子、副会長・竹村克彦、幹
事・岡本淳一、会計・久松啓一、ＳＡＡ・西
森良文、直前会長・寺尾正生、職業奉仕・水
上　元、社会奉仕・永野健生、青少年奉仕・

土居祐三、国際奉仕・永野正将、以上の推薦
をさせていただきます。
　ご審議、よろしくお願いします。

議長　それでは、次年度役員、理事承認の件
に賛同の方は拍手をお願いいたします。
（全員賛同の拍手）

議長　ありがとうございます。全員の賛同を
いただきましたので、第２号議案、次年度役
員、理事の件は承認されました。
　第１号議案、第２号議案ともに成立いたし
ましたので、以上で年次総会を終了いたしま
す。ご協力ありがとうございました。

◇出席率報告

 ● 寺尾正生　結婚記念日のお祝いをありがと
うございました。夫婦揃って完全に忘れてお
りました。　　　
 ● 松本隆之　午前中、息子の農業体験授業を
見に行ってまいりました。本日６時よりさん
さんテレビで放映されるそうです。
 ● 松岡英雄　誕生日祝いお礼。人生70、古来
稀なりです。
 ● 前川美智子　お誕生日プレゼントありがと
うございます。
 ● 前田　博　誕生祝いありがとうございまし
た。
 ● 永光男・竹村克彦・近森淳二　誕生日祝
いのお礼。
 ● 岡本裕史　誕生日はいつの間にか過ぎ去り
ましたが、今週末、大阪に帰ったときに祝っ
てくれるみたいです。
 ● 佐野博三　誕生記念、家庭記念、合わせて
ありがとうございます。結婚は55年になり、
私が25歳、妻が19歳でした。55年間、いろい
ろありましたが、それでも２人とも、まだ元
気で働いております。12月17日で満80歳、い
つの間にかこんな歳になってしまいました。
人生百年時代、残り10年は我が人生「最後の
努力の年間」と決めております。それまでは
ロータリーの皆さんともよろしくお願いいた

します。そして、その先10年は「我が知的生
活の時代」としており、貯めた蔵書を読んで
楽しむことにしています。
 ● 別役修平　家内誕生祝いありがとうござい
ました。美しくなる道具が入ってました。
 ● 中越貴宣　妻の誕生祝いありがとうござい
ます。
 ● 柳澤光秋　結婚祝いお礼。
 ● 松﨑郷輔　入会祝い品ありがとうございま
す。入会歴41年です。お陰様で無事退院いた
しました。感謝。
 ● 寺村　勉　本日配布のガバナー月信12月号
に当クラブ50周年の報告を記載いただきまし
た。改めて皆さん、ご協力ありがとうござい
ました。
 ● 関　淑公　私ども西の社屋の隣が蔦屋書店。
12月３日からオープンしたばかり。前の通り
が車でいっぱい。近くの「土佐のさと」近く
オープンすることになっている。この辺りが
賑やかになることは良いことと思っている。
 ● 岡本淳一　12月２日に新居浜へ補助金セミ
ナーに行ってきました。前川さん、お昼ご馳
走様でした。髙橋君、運転ありがとうござい
ました。
 ● 西森やよい　ネームプレート持ち帰りまし
た。申しわけありません。ガバナーマンスリ
ーレターをいただきました。米山功労者とし
て写真を掲載していただいておりますが、い
つの写真かさっぱり思い出せません。どなた
かご記憶ございませんか。
 ● 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



議長　ただ今から年次総会を開催いたしま
す。高知東ロータリークラブ細則第３条・役
員の任務、第１節により、議長は会長が務め
ることになっていますので、私が務めさせて
いただきます。
　細則により、総会は会員総数の３分の１以
上の出席を要するとなっています。本日、会
員総数54名のうち42名の出席で３分の１以上
の出席で、本総会は成立することをご報告し
ます。
　本日の議案は２件です。第１号議案は、
次々年度（2020－21年度）の会長選任の件。
第２号議案は次年度の役員・理事承認の件で
す。
　まず、第１号議案、次々年度の会長選任の
件です。立候補される方はいらっしゃいます
か。
　立候補者はいないようですので、先日のパ
スト会長会で、竹村克彦会員が2020－21年度
の会長に推薦されました。
　竹村会員を2020－21年度の会長に推挙する
ことについて、ご賛同いただけますでしょう
か。ご賛同いただけます方は拍手をお願いい
たします。
（全員賛同の拍手）

議長　ありがとうございました。全員の賛同
をいただきましたので、第１号議案、次々年
度会長選任の件は承認されたものといたしま
す。
　では、竹村会員より、ひと言ご挨拶をお願
いします。

高知東ロータリークラブ週報
第2356号

12月12日.2018

本日　12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
　　　 「米山奨学生卓話」

米山記念奨学生 グエン ティ ドアン チャン さん

次週　12月19日㈬ 18：30  ラ・ヴィータ

　　　 　忘　　年　　夜　　間　　例　　会

第2402回　例会報告／平成30年12月５日　天候　曇

◇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。
師走に入り、忘年会等、
皆さんお忙しいと思いま
す。
　先日の高知新聞に、今
までの高知県の飲食店や

ホテル、喫茶店のマッチ箱のデザインを１冊
の本にしたという記事がありました。私の印
象に残っているのは、木馬というジャズ喫茶
のマッチです。オレンジと白を使ったものだ
ったと思いますが、日本のマッチのデザイン
コンクールで賞を取ったような記憶がありま
す。現在では、マッチを置いている店はほと
んどないと思います。
　僕らが会社に入った当時、もう40年ほど前
になりますが、仕事の打ち合わせなどはよく
喫茶店でしていましたし、時間の流れももう
少しゆっくりでした。今は喫茶店もだんだん
なくなり、コンビニでコーヒーを買う。合理
的で効率化ばかりを求める価値観に変わって
きて、世の中がすさんできたように感じま
す。果たして、これがいい文化なんだろうか
と。
　僕は社員に、100円のプラスチックのお茶
碗で食べるご飯、一方、１万円のお茶碗で食
べるご飯では、絶対に味が違う。その味の違

いを分かって欲しいと言うのですが、今の若
い子は「同じ銘柄のご飯を何で食べても、胃
の中に入ったら一緒でしょう」と言います。
もちろん、ロータリーは、その違いが分かる
方ばかりだと思います。ロータリーも今イン
ターネットでメイキャップができる等々、ど
んどん効率化されていますが、それが行きす
ぎてしまうと、例会もインターネットで参加
する時代が来るのではないかと。
　今は、時間を大切に使うことが、僕だけで
なく世の中全体でなくなってきているように
思います。もう少し、時間の流れを楽しみ、
心を豊かにしていきたいと考えた、マッチに
関する新聞記事でした。
◇水曜会よりバザーの案内

　年明けの１月13日
㈰、大丸前で水曜会
最大の行事、チャリ
ティバザーを開催し
ます。昨今の贈答事
情で出品物が品薄と
なり、小物や前掛け、
マフラーなどを制作
し、売上の増加を

図っていますが十分とは言えません。暮れの
お忙しい時期に申しわけありませんが、１品
でもかまいませんので提供をお願いしたいと
思います。来週、出品物をいただきにまいり
ますので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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12月５日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
12月19日㈬　忘年夜間例会（ラ・ヴィータ）
　　　　　　役員会
12月26日㈬　ロータリー休日

2019年
１月２日㈬　休会（国民の祝日）
１月９日㈬　時間変更例会

（ザ クラウンパレス）
　　　　　　定例理事会
１月19日㈯　高知第Ⅰ分区・第Ⅱ分区Ｉ.Ｍ.

（高知ロイヤルＲＣ・ホテル日航高知旭ロイヤル）
１月30日㈬　役員会
２月６日㈬　観梅夜間例会（得月樓）
　　　　　　定例理事会
２月10日㈰　PETS・DTTS

（徳島グランヴィリオホテル）
２月13日㈬　ロータリー休日
２月27日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
高知北ＲＣ　　12月17日㈪　クリスマス夜間例会
高知南ＲＣ　　12月20日㈭　年内最終夜間例会
高知中央ＲＣ　12月20日㈭　クリスマス夜間例会
高知西ＲＣ　　12月21日㈮　忘年夜間例会
高知ＲＣ　　　12月25日㈫　忘年夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月25日㈫　クリスマス夜間例会
高知南ＲＣ　　12月27日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　12月27日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　12月28日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　12月31日㈪　ロータリー休日
2019年
高知南ＲＣ　　１月３日㈭　法定休日
高知中央ＲＣ　１月３日㈭　法定休日
高知北ＲＣ　　１月７日㈪　新年夜間例会
高知中央ＲＣ　１月10日㈭　新年還暦祝い夜間例会
高知南ＲＣ　　１月17日㈭　新年夜間例会
高知西ＲＣ　　１月18日㈮　新年夜間例会
高知北ＲＣ　　１月21日㈪　ＩＭに振替
高知ＲＣ　　　１月22日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　１月22日㈫　ＩＭに振替
高知北ＲＣ　　１月28日㈪　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　１月29日㈫　職場例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　１月29日㈫　新年夜間例会

・４月中旬、ローターア
クトの会長幹事会に出
席の予定

・５月23日から26日まで
開催されるRYLAセミ
ナーに、２名の受講生

を選考中。
　私も参加して、報告をしたいと考えていま
す。

◎クラブ奉仕委員会（発表：前川美智子委員長）
　出席、親睦、雑誌会報、
会員増強、会員選考、プ
ログラム、広報ＩＴ、
ロータリー情報、この八
つの委員会、それぞれ計
画をしながら順調に進め

ています。
　お手伝いはしていませんが、皆さん独自に
活動してくださっていますので、ご報告しま
す。

◇記念事業の案内
　延期になっていた記念事業を12月22日、午
前10時半から12時と午後１時半から３時まで
行います。現在、約600名が参加していただ
ける予定です。まだ参加は可能ですが、でき
れば午後の部にお願いしたいです。子どもさ
んにはお土産がありますので、人数の把握を
したいと思います。参加希望者は私まで、大
人と子どもの人数をご連絡ください。
◇12月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　岡本　裕史　　松岡　英雄　　前川美智子
　永　光男　　佐野　博三　　竹村　克彦
　前田　　博　　近森　淳二

 ● 配偶者誕生日
　別役　久美　　中越　由紀　　西山　加南
 ● 家庭記念日
　寺尾　正生　　柳澤　光秋　　佐野　博三
　西森　良文
 ● 入会記念日
　髙橋　卓弥　　水上　　元　　早瀬　源慶
◇会　長　報　告
・ジャパンRYLAセミナーの報告書を回覧し

ます。
◇幹　事　報　告
・本日例会終了後、理事会を行います。

12月５日

11月21日
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竹村克彦次々期会長挨拶
　次々年度の会長にご推
薦いただき、ただ今、承
認いただきました竹村で
ございます。
　数年前から、複数の方
に会長候補としてのリス

トに載っているよという話をお聞きしていま
す。また、多くの方からいずれは会長をやら
ないかんよということで、入会のときから耳
にすることが多かったですが、４年前に幹事
をやったばかりです。まだ少し先かなと思っ
ていたんですが、ご推薦いただきましたこ
と、本当に嬉しく思います。
　ただ、まさに浅学非才、まだまだロータリ
ーのことは十分に分かっているとは、とても
思えません。いくつかいろんな役を務めさせ
ていただて、表面的には知っているという立
場かなと思っています。
　４年前の幹事のときに、幹事は分かってな
くても分かったふりをしとけ。逆に会長は分
からないふりをして全部知っておかなきゃい
けない。幹事でしたから、その言葉に多少甘
えたところもあったかと思いますが、いよい
よ試されるときが来てしまったというところ
です。
　本当はお断りする言葉をたくさん並べてお
りましたけども、私をご推薦いただいた方が
いらっしゃるということにありがたく思い、
お引き受けすることといたしました。皆さま
の足でまといにならないよう、また、皆さま
が楽しいロータリー生活を送られるよう、２
年半先まで頑張りたいと思っています。どう
ぞよろしくお願いいたします。

◇五大奉仕中間発表

◎職業奉仕委員会（発表：猿田隆夫委員長）
　中間報告と言ってもほ
とんど進展しておらず、
今日の例会の最初に親睦
委員会が四つのテストの
唱和をされました。それ
ぐらいしかありません。

新会員への四つのテストとロータリアンの職
業宣言の盾の配布も、今年は新会員が入って
いませんので、配布できていません。
　来年１月の職業奉仕月間に卓話と職場例会
を行いたいと思います。職場例会は早瀬さん
の称名寺にお願いしています。その後、職業
奉仕とは何かという疑問を投げかけて討論等
をしたいと考えています。
◎社会奉仕委員会（発表：永光男委員長）

・７月22日、浦戸湾７河
川一斉清掃を22名の参
加で行いました。

・９月５日、警察の防犯
課に卓話をお願いし、
寸劇と講演をしていた

だきました。

・12月14日18時から防犯パトロールを中央公
園から帯屋町へ計画しています。ふるって
ご参加をお願いします。防犯ブザー200個
を配布する予定です。

◎国際奉仕委員会（発表：中平真理子委員長）
・短期交換の受け入れを

７月10日から14日ま
で、寺尾会長、窪田さ
んの会社の方で、短期
派遣学生のお宅の２軒
にお願いしました。ま

た、ウエルカムパーティを７月13日、得月
樓で行いました。

・短期交換の派遣は７月26日から８月16日ま
で。

・長期交換に関しては、今期はうちのクラブ
での受け入れはありません。最初の受入家
庭は、前年度の派遣学生の家庭です。

・来期の長期交換留学生の派遣はただいま選
考中です。

◎青少年奉仕委員会（発表：西内俊介委員長）
　現在のところ、まだ何もしていませんので
報告はありません。
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◇年　次　総　会

議長　ありがとうございました。続きまして、
第２号議案、次年度の役員並びに理事承認の
件です。前川副会長より発表していただきた
いと思いますので、よろしくお願いします。

前川副会長　クラブ細則第４条におきまして、
年次総会は12月に開催されるものとし、この
年次総会において、次年度の役員及び理事の
選任を行わなければならないとされています。
　次年度、次のとおり推薦させていただきま
す。
　会長・前川美智子、副会長・竹村克彦、幹
事・岡本淳一、会計・久松啓一、ＳＡＡ・西
森良文、直前会長・寺尾正生、職業奉仕・水
上　元、社会奉仕・永野健生、青少年奉仕・

土居祐三、国際奉仕・永野正将、以上の推薦
をさせていただきます。
　ご審議、よろしくお願いします。

議長　それでは、次年度役員、理事承認の件
に賛同の方は拍手をお願いいたします。
（全員賛同の拍手）

議長　ありがとうございます。全員の賛同を
いただきましたので、第２号議案、次年度役
員、理事の件は承認されました。
　第１号議案、第２号議案ともに成立いたし
ましたので、以上で年次総会を終了いたしま
す。ご協力ありがとうございました。

◇出席率報告

 ● 寺尾正生　結婚記念日のお祝いをありがと
うございました。夫婦揃って完全に忘れてお
りました。　　　
 ● 松本隆之　午前中、息子の農業体験授業を
見に行ってまいりました。本日６時よりさん
さんテレビで放映されるそうです。
 ● 松岡英雄　誕生日祝いお礼。人生70、古来
稀なりです。
 ● 前川美智子　お誕生日プレゼントありがと
うございます。
 ● 前田　博　誕生祝いありがとうございまし
た。
 ● 永光男・竹村克彦・近森淳二　誕生日祝
いのお礼。
 ● 岡本裕史　誕生日はいつの間にか過ぎ去り
ましたが、今週末、大阪に帰ったときに祝っ
てくれるみたいです。
 ● 佐野博三　誕生記念、家庭記念、合わせて
ありがとうございます。結婚は55年になり、
私が25歳、妻が19歳でした。55年間、いろい
ろありましたが、それでも２人とも、まだ元
気で働いております。12月17日で満80歳、い
つの間にかこんな歳になってしまいました。
人生百年時代、残り10年は我が人生「最後の
努力の年間」と決めております。それまでは
ロータリーの皆さんともよろしくお願いいた

します。そして、その先10年は「我が知的生
活の時代」としており、貯めた蔵書を読んで
楽しむことにしています。
 ● 別役修平　家内誕生祝いありがとうござい
ました。美しくなる道具が入ってました。
 ● 中越貴宣　妻の誕生祝いありがとうござい
ます。
 ● 柳澤光秋　結婚祝いお礼。
 ● 松﨑郷輔　入会祝い品ありがとうございま
す。入会歴41年です。お陰様で無事退院いた
しました。感謝。
 ● 寺村　勉　本日配布のガバナー月信12月号
に当クラブ50周年の報告を記載いただきまし
た。改めて皆さん、ご協力ありがとうござい
ました。
 ● 関　淑公　私ども西の社屋の隣が蔦屋書店。
12月３日からオープンしたばかり。前の通り
が車でいっぱい。近くの「土佐のさと」近く
オープンすることになっている。この辺りが
賑やかになることは良いことと思っている。
 ● 岡本淳一　12月２日に新居浜へ補助金セミ
ナーに行ってきました。前川さん、お昼ご馳
走様でした。髙橋君、運転ありがとうござい
ました。
 ● 西森やよい　ネームプレート持ち帰りまし
た。申しわけありません。ガバナーマンスリ
ーレターをいただきました。米山功労者とし
て写真を掲載していただいておりますが、い
つの写真かさっぱり思い出せません。どなた
かご記憶ございませんか。
 ● 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



議長　ただ今から年次総会を開催いたしま
す。高知東ロータリークラブ細則第３条・役
員の任務、第１節により、議長は会長が務め
ることになっていますので、私が務めさせて
いただきます。
　細則により、総会は会員総数の３分の１以
上の出席を要するとなっています。本日、会
員総数54名のうち42名の出席で３分の１以上
の出席で、本総会は成立することをご報告し
ます。
　本日の議案は２件です。第１号議案は、
次々年度（2020－21年度）の会長選任の件。
第２号議案は次年度の役員・理事承認の件で
す。
　まず、第１号議案、次々年度の会長選任の
件です。立候補される方はいらっしゃいます
か。
　立候補者はいないようですので、先日のパ
スト会長会で、竹村克彦会員が2020－21年度
の会長に推薦されました。
　竹村会員を2020－21年度の会長に推挙する
ことについて、ご賛同いただけますでしょう
か。ご賛同いただけます方は拍手をお願いい
たします。
（全員賛同の拍手）

議長　ありがとうございました。全員の賛同
をいただきましたので、第１号議案、次々年
度会長選任の件は承認されたものといたしま
す。
　では、竹村会員より、ひと言ご挨拶をお願
いします。

高知東ロータリークラブ週報
第2356号

12月12日.2018

本日　12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
　　　 「米山奨学生卓話」

米山記念奨学生 グエン ティ ドアン チャン さん

次週　12月19日㈬ 18：30  ラ・ヴィータ

　　　 　忘　　年　　夜　　間　　例　　会

第2402回　例会報告／平成30年12月５日　天候　曇

◇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。
師走に入り、忘年会等、
皆さんお忙しいと思いま
す。
　先日の高知新聞に、今
までの高知県の飲食店や

ホテル、喫茶店のマッチ箱のデザインを１冊
の本にしたという記事がありました。私の印
象に残っているのは、木馬というジャズ喫茶
のマッチです。オレンジと白を使ったものだ
ったと思いますが、日本のマッチのデザイン
コンクールで賞を取ったような記憶がありま
す。現在では、マッチを置いている店はほと
んどないと思います。
　僕らが会社に入った当時、もう40年ほど前
になりますが、仕事の打ち合わせなどはよく
喫茶店でしていましたし、時間の流れももう
少しゆっくりでした。今は喫茶店もだんだん
なくなり、コンビニでコーヒーを買う。合理
的で効率化ばかりを求める価値観に変わって
きて、世の中がすさんできたように感じま
す。果たして、これがいい文化なんだろうか
と。
　僕は社員に、100円のプラスチックのお茶
碗で食べるご飯、一方、１万円のお茶碗で食
べるご飯では、絶対に味が違う。その味の違

いを分かって欲しいと言うのですが、今の若
い子は「同じ銘柄のご飯を何で食べても、胃
の中に入ったら一緒でしょう」と言います。
もちろん、ロータリーは、その違いが分かる
方ばかりだと思います。ロータリーも今イン
ターネットでメイキャップができる等々、ど
んどん効率化されていますが、それが行きす
ぎてしまうと、例会もインターネットで参加
する時代が来るのではないかと。
　今は、時間を大切に使うことが、僕だけで
なく世の中全体でなくなってきているように
思います。もう少し、時間の流れを楽しみ、
心を豊かにしていきたいと考えた、マッチに
関する新聞記事でした。
◇水曜会よりバザーの案内

　年明けの１月13日
㈰、大丸前で水曜会
最大の行事、チャリ
ティバザーを開催し
ます。昨今の贈答事
情で出品物が品薄と
なり、小物や前掛け、
マフラーなどを制作
し、売上の増加を

図っていますが十分とは言えません。暮れの
お忙しい時期に申しわけありませんが、１品
でもかまいませんので提供をお願いしたいと
思います。来週、出品物をいただきにまいり
ますので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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● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
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0円

7,232円

692,442円

56,250円

748,692円

チビニコ 合　計

12月５日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
12月19日㈬　忘年夜間例会（ラ・ヴィータ）
　　　　　　役員会
12月26日㈬　ロータリー休日

2019年
１月２日㈬　休会（国民の祝日）
１月９日㈬　時間変更例会

（ザ クラウンパレス）
　　　　　　定例理事会
１月19日㈯　高知第Ⅰ分区・第Ⅱ分区Ｉ.Ｍ.

（高知ロイヤルＲＣ・ホテル日航高知旭ロイヤル）
１月30日㈬　役員会
２月６日㈬　観梅夜間例会（得月樓）
　　　　　　定例理事会
２月10日㈰　PETS・DTTS

（徳島グランヴィリオホテル）
２月13日㈬　ロータリー休日
２月27日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
高知北ＲＣ　　12月17日㈪　クリスマス夜間例会
高知南ＲＣ　　12月20日㈭　年内最終夜間例会
高知中央ＲＣ　12月20日㈭　クリスマス夜間例会
高知西ＲＣ　　12月21日㈮　忘年夜間例会
高知ＲＣ　　　12月25日㈫　忘年夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月25日㈫　クリスマス夜間例会
高知南ＲＣ　　12月27日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　12月27日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　12月28日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　12月31日㈪　ロータリー休日
2019年
高知南ＲＣ　　１月３日㈭　法定休日
高知中央ＲＣ　１月３日㈭　法定休日
高知北ＲＣ　　１月７日㈪　新年夜間例会
高知中央ＲＣ　１月10日㈭　新年還暦祝い夜間例会
高知南ＲＣ　　１月17日㈭　新年夜間例会
高知西ＲＣ　　１月18日㈮　新年夜間例会
高知北ＲＣ　　１月21日㈪　ＩＭに振替
高知ＲＣ　　　１月22日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　１月22日㈫　ＩＭに振替
高知北ＲＣ　　１月28日㈪　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　１月29日㈫　職場例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　１月29日㈫　新年夜間例会

・４月中旬、ローターア
クトの会長幹事会に出
席の予定

・５月23日から26日まで
開催されるRYLAセミ
ナーに、２名の受講生

を選考中。
　私も参加して、報告をしたいと考えていま
す。

◎クラブ奉仕委員会（発表：前川美智子委員長）
　出席、親睦、雑誌会報、
会員増強、会員選考、プ
ログラム、広報ＩＴ、
ロータリー情報、この八
つの委員会、それぞれ計
画をしながら順調に進め

ています。
　お手伝いはしていませんが、皆さん独自に
活動してくださっていますので、ご報告しま
す。

◇記念事業の案内
　延期になっていた記念事業を12月22日、午
前10時半から12時と午後１時半から３時まで
行います。現在、約600名が参加していただ
ける予定です。まだ参加は可能ですが、でき
れば午後の部にお願いしたいです。子どもさ
んにはお土産がありますので、人数の把握を
したいと思います。参加希望者は私まで、大
人と子どもの人数をご連絡ください。
◇12月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　岡本　裕史　　松岡　英雄　　前川美智子
　永　光男　　佐野　博三　　竹村　克彦
　前田　　博　　近森　淳二

 ● 配偶者誕生日
　別役　久美　　中越　由紀　　西山　加南
 ● 家庭記念日
　寺尾　正生　　柳澤　光秋　　佐野　博三
　西森　良文
 ● 入会記念日
　髙橋　卓弥　　水上　　元　　早瀬　源慶
◇会　長　報　告
・ジャパンRYLAセミナーの報告書を回覧し

ます。
◇幹　事　報　告
・本日例会終了後、理事会を行います。

12月５日

11月21日

総数
－4 54
－3 54

出席
42
40

欠席
2
0

メイク
アップ HC出席率

77.78％

74.07％

出席率
96.00％

100％

6
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竹村克彦次々期会長挨拶
　次々年度の会長にご推
薦いただき、ただ今、承
認いただきました竹村で
ございます。
　数年前から、複数の方
に会長候補としてのリス

トに載っているよという話をお聞きしていま
す。また、多くの方からいずれは会長をやら
ないかんよということで、入会のときから耳
にすることが多かったですが、４年前に幹事
をやったばかりです。まだ少し先かなと思っ
ていたんですが、ご推薦いただきましたこ
と、本当に嬉しく思います。
　ただ、まさに浅学非才、まだまだロータリ
ーのことは十分に分かっているとは、とても
思えません。いくつかいろんな役を務めさせ
ていただて、表面的には知っているという立
場かなと思っています。
　４年前の幹事のときに、幹事は分かってな
くても分かったふりをしとけ。逆に会長は分
からないふりをして全部知っておかなきゃい
けない。幹事でしたから、その言葉に多少甘
えたところもあったかと思いますが、いよい
よ試されるときが来てしまったというところ
です。
　本当はお断りする言葉をたくさん並べてお
りましたけども、私をご推薦いただいた方が
いらっしゃるということにありがたく思い、
お引き受けすることといたしました。皆さま
の足でまといにならないよう、また、皆さま
が楽しいロータリー生活を送られるよう、２
年半先まで頑張りたいと思っています。どう
ぞよろしくお願いいたします。

◇五大奉仕中間発表

◎職業奉仕委員会（発表：猿田隆夫委員長）
　中間報告と言ってもほ
とんど進展しておらず、
今日の例会の最初に親睦
委員会が四つのテストの
唱和をされました。それ
ぐらいしかありません。

新会員への四つのテストとロータリアンの職
業宣言の盾の配布も、今年は新会員が入って
いませんので、配布できていません。
　来年１月の職業奉仕月間に卓話と職場例会
を行いたいと思います。職場例会は早瀬さん
の称名寺にお願いしています。その後、職業
奉仕とは何かという疑問を投げかけて討論等
をしたいと考えています。
◎社会奉仕委員会（発表：永光男委員長）

・７月22日、浦戸湾７河
川一斉清掃を22名の参
加で行いました。

・９月５日、警察の防犯
課に卓話をお願いし、
寸劇と講演をしていた

だきました。

・12月14日18時から防犯パトロールを中央公
園から帯屋町へ計画しています。ふるって
ご参加をお願いします。防犯ブザー200個
を配布する予定です。

◎国際奉仕委員会（発表：中平真理子委員長）
・短期交換の受け入れを

７月10日から14日ま
で、寺尾会長、窪田さ
んの会社の方で、短期
派遣学生のお宅の２軒
にお願いしました。ま

た、ウエルカムパーティを７月13日、得月
樓で行いました。

・短期交換の派遣は７月26日から８月16日ま
で。

・長期交換に関しては、今期はうちのクラブ
での受け入れはありません。最初の受入家
庭は、前年度の派遣学生の家庭です。

・来期の長期交換留学生の派遣はただいま選
考中です。

◎青少年奉仕委員会（発表：西内俊介委員長）
　現在のところ、まだ何もしていませんので
報告はありません。
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◇年　次　総　会

議長　ありがとうございました。続きまして、
第２号議案、次年度の役員並びに理事承認の
件です。前川副会長より発表していただきた
いと思いますので、よろしくお願いします。

前川副会長　クラブ細則第４条におきまして、
年次総会は12月に開催されるものとし、この
年次総会において、次年度の役員及び理事の
選任を行わなければならないとされています。
　次年度、次のとおり推薦させていただきま
す。
　会長・前川美智子、副会長・竹村克彦、幹
事・岡本淳一、会計・久松啓一、ＳＡＡ・西
森良文、直前会長・寺尾正生、職業奉仕・水
上　元、社会奉仕・永野健生、青少年奉仕・

土居祐三、国際奉仕・永野正将、以上の推薦
をさせていただきます。
　ご審議、よろしくお願いします。

議長　それでは、次年度役員、理事承認の件
に賛同の方は拍手をお願いいたします。
（全員賛同の拍手）

議長　ありがとうございます。全員の賛同を
いただきましたので、第２号議案、次年度役
員、理事の件は承認されました。
　第１号議案、第２号議案ともに成立いたし
ましたので、以上で年次総会を終了いたしま
す。ご協力ありがとうございました。

◇出席率報告

 ● 寺尾正生　結婚記念日のお祝いをありがと
うございました。夫婦揃って完全に忘れてお
りました。　　　
 ● 松本隆之　午前中、息子の農業体験授業を
見に行ってまいりました。本日６時よりさん
さんテレビで放映されるそうです。
 ● 松岡英雄　誕生日祝いお礼。人生70、古来
稀なりです。
 ● 前川美智子　お誕生日プレゼントありがと
うございます。
 ● 前田　博　誕生祝いありがとうございまし
た。
 ● 永光男・竹村克彦・近森淳二　誕生日祝
いのお礼。
 ● 岡本裕史　誕生日はいつの間にか過ぎ去り
ましたが、今週末、大阪に帰ったときに祝っ
てくれるみたいです。
 ● 佐野博三　誕生記念、家庭記念、合わせて
ありがとうございます。結婚は55年になり、
私が25歳、妻が19歳でした。55年間、いろい
ろありましたが、それでも２人とも、まだ元
気で働いております。12月17日で満80歳、い
つの間にかこんな歳になってしまいました。
人生百年時代、残り10年は我が人生「最後の
努力の年間」と決めております。それまでは
ロータリーの皆さんともよろしくお願いいた

します。そして、その先10年は「我が知的生
活の時代」としており、貯めた蔵書を読んで
楽しむことにしています。
 ● 別役修平　家内誕生祝いありがとうござい
ました。美しくなる道具が入ってました。
 ● 中越貴宣　妻の誕生祝いありがとうござい
ます。
 ● 柳澤光秋　結婚祝いお礼。
 ● 松﨑郷輔　入会祝い品ありがとうございま
す。入会歴41年です。お陰様で無事退院いた
しました。感謝。
 ● 寺村　勉　本日配布のガバナー月信12月号
に当クラブ50周年の報告を記載いただきまし
た。改めて皆さん、ご協力ありがとうござい
ました。
 ● 関　淑公　私ども西の社屋の隣が蔦屋書店。
12月３日からオープンしたばかり。前の通り
が車でいっぱい。近くの「土佐のさと」近く
オープンすることになっている。この辺りが
賑やかになることは良いことと思っている。
 ● 岡本淳一　12月２日に新居浜へ補助金セミ
ナーに行ってきました。前川さん、お昼ご馳
走様でした。髙橋君、運転ありがとうござい
ました。
 ● 西森やよい　ネームプレート持ち帰りまし
た。申しわけありません。ガバナーマンスリ
ーレターをいただきました。米山功労者とし
て写真を掲載していただいておりますが、い
つの写真かさっぱり思い出せません。どなた
かご記憶ございませんか。
 ● 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


