
◇出席率報告

 ● 寺尾正生　RYLAセミナーに当社社員（23
歳の男性）１名がお世話になりました。あり
がとうございました。　　　
 ● 松本隆之　土居会員が入院されたとのこと
で、作日お見舞いに行ってきました。思った
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本日　６月５日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「スリランカと日本について」

米山記念奨学生 ラナワカゲ・チャミラ・デシャニ 氏

次週　６月12日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　
　　　 　委　員　会　活　動　実　績　報　告

第2422回　例会報告／令和元年５月29日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「我らの生業」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんにちは。
会長任期も残すところあ
と１ヵ月、ほっとしてい
る反面、ちょっと問題も
出てきて、きちんと引き
継ぎができるよう努力し

ていきたいと思います。
　今週、令和になって初めての国賓として、
トランプ大統領が来賓されました。今、世界
情勢ではいろいろなことがあります。
　「黒い雨」で有名な井伏鱒二という小説家
の代表作に「山椒魚」という本があります。
この本は小学校の教科書にも出ていますので、
大体の内容は皆さんもご存知だと思いますが、
二転、三転して結末が三つぐらいあることは
ご存知でしょうか。
　原本は山椒魚が蛙に「今、君らは何を考え
ているんだ」と訪ねると、蛙は和解の心を持
って「僕は今、君に怒っているわけじゃない」
と言って完結します。しかし昭和60年、自選
全集が出たときは、その部分が削除されて、
最終的には、蛙が「お前から出て来い」、山
椒魚は「お前が下りて来い」という言葉のや
り取りで、対立のまま終わります。もう一つ、
昭和15年に発表した童話の中では、「山椒魚
は悲しんだ」という表現は出てこずに、蛙は
岩の上で干物になり、山椒魚は腐った木にな

ったという、非常に残酷な結末で終わってい
ます。
　今、世界情勢を見て、米中の対立、欧州の
対立、人種的・宗教的対立、対立ばかりの世
の中になっています。もし、井伏鱒二が今生
きていて、山椒魚をもう１回書き直すとした
ら、どういう結末に書き変えるだろう。現代
と照らし合わせて、どういう対立の最後を描
くだろうかと、ふと思ったのでお話をしまし
た。
◇親睦委員会より
・本日18時半より、「さんかいのおとうふや」
　で野志会員の歓迎会を行います。
・６月２日㈰は、野外レクレーションです。
　10時に高知駅北口に集合です。
◇幹　事　報　告
・本日例会終了後、臨時理事会と定例役員会

を行います。
・６月のロータリーレートは１ドル110円です。
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５月29日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
６月５日㈬　定例理事会
６月12日㈬　委員会活動実績報告
６月19日㈬　委員会活動実績報告
　　　　　　次年度理事会
６月26日㈬　最終夜間例会
　　　　　　（ザ クラウンパレス）
７月３日㈬　会長クラブ運営方針発表
　　　　　　臨時総会（決算・予算）
　　　　　　定例理事会
７月10日㈬　各委員会発表
７月17日㈬　各委員会発表
７月31日㈬　役員会
８月７日㈬　定例理事会
８月14日㈬　休会（お盆休み）
８月21日㈬　ガバナー補佐訪問
　　　　　　第３回クラブ協議会
８月28日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
高知南ＲＣ　　５月30日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　５月31日㈮　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　６月11日㈫　6/9 職場例会に振替
高知南ＲＣ　　６月13日㈭　6/10 日時計例会に振替
高知北ＲＣ　　６月17日㈪　年度末夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　６月18日㈫　最終夜間例会
高知中央ＲＣ　６月20日㈭　お別れ夜間例会
高知西ＲＣ　　６月21日㈮　最終夜間例会
高知北ＲＣ　　６月24日㈪　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　６月25日㈫　あじさい夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　６月25日㈫　ロータリー休日
香長ＲＣ　　　６月25日㈫　役員交代夜間例会
高知南ＲＣ　　６月27日㈭　最終夜間例会
高知中央ＲＣ　６月27日㈭　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　７月９日㈫　年初夜間例会
高知中央ＲＣ　７月11日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　７月12日㈮　第１夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　７月16日㈫　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　７月25日㈭　出航夜間例会
高知北ＲＣ　　７月29日㈪　夜間例会

セラーがいろんな話をして、親睦を深めま
す。お酒も自由でいくら飲んでも構いませ
ん。ただし、次の日の時間に遅れないように
自らを律しなさいということです。
　僕が１番感心したのがカウンセラーシステ
ムです。男女一人ずつのロータリアンがカウ
ンセラーとなって、キャビンに寝泊まりをし
ます。カウンセラーミーティングでは、受講
生一人一人の性格等を見て、その対応や今後
について真剣に話し合います。思索の時間は、
ここのセミナー特有のもので、受講生たちは
スマホを全く使わず自分一人で考える時間を
１時間設けています。バズセッションから
フォーラムでは、普段余り考えないことをみ
んなで討論して、一定の時間で何らかの結論
を出して発表します。正解を求めるのではな
く、多数の受講生の考えをまとめていく過程
が大事だというものです。受講生の感想で

は、キャビンタイムとバズセッションからフ
ォーラムの一連の流れが最も充実感があった
ということでした。３日目は、キャンプファ
イヤーと最後のキャビンタイム。最初は人見
知りだった受講生が真の友人となっていく最
高の流れをつくっていきます。
　私の感想は、とにかくすごかった。もう一
つ、ガバナーも誰でもロータリアンは平等だ
と感じました。そしてRYLAに参加するなら、
やはりカウンセラーになって若者と寝食を共
にしたいと思いました。このようなキャンプ
システムを考え出した今井先生をはじめとす
るロータリアンの熱意と、それを引き継いで
いるロータリアンの情熱を通じて、ロータリ
アンの素晴らしさというよりも、人間の素晴
らしさを再確認しました。このような機会を
与えてくださった東ＲＣの皆さんに感謝して
います。　

「青少年奉仕委員会よりの報告」

◇会員スピーチ 青少年奉仕委員長  西内　俊介 会員

　青少年奉仕は1923年に討議され、当初は社
会奉仕委員会の小委員会として発足しました。
2010年、新世代奉仕が加わり五大奉仕となり、
2013年、青少年奉仕と改称されました。青少
年奉仕の中で大事なのは青少年育成プログラ
ムで、インターアクト、ローターアクト、
RYLA、それ以外の新世代委員会。当クラブ
はインターアクトには全くタッチしていませ
んし、ローターアクトも提唱クラブですが、
現実的には金銭の支援のみです。RYLAは唯
一当クラブが実際に支援しているもので、受
講生を２人送っているのは四国で当クラブだ
けです。
　先日、第２回ローターアクト提唱クラブ連
絡会議に出席しました。2670地区青少年委員
長から、昔のロータリーは楽しかったが、今
は会員数も減少し非常に苦しい。ＲＩはロー
ターアクトクラブを重視して、アクト会員を
ロータリアンにしたいとしているが、日本は
当てはまらない。また、大学のアクトクラブ
を卒業後、地元の社会人ロータリークラブに
入るのがベストであるが、四国では入ってい
ない。高知西ＲＡＣも、社員がほとんどで社
長が実情を知らない場合は入りづらいとのこ
とでした。
　RYLAは1960年５月、オーストラリアのク
イーンズランド州で発祥。ロータリーのプロ
グラムの中では最も顕著かつ急速に発展して
いると言われています。RYLAセミナーは14
歳から30歳の若者がスキルと人格を養いなが
ら、奉仕、高い道徳的規準、平和といった
ロータリーの価値観を養うことを目的として
います。
　RYLAについて、パストガバナーの安平さ
んは「ロータリーの思いと夢を伝えたい。
リーダーとしてのより高い心構えを養ってほ
しい。そのためにRYLAというプログラムが

ある。このRYLAの場で、受講生たちの心の
中に灯をともしたい」。また深川純一さんは
「我々がRYLAで受講生たちの心に播いた
ロータリーの奉仕の心という種は、いつかは
受講生たちの心に芽生えるかもしれない。そ
れはすぐかもしれないし、１ヵ月後、１年
後、10年後かもしれない。あるいは永久に芽
生えないかもしれない。しかし、例え芽が出
なくても、ただひたすら種を蒔く。そして、
未来に夢を託す。これがロータリーの役割で
ある。ロータリーとは未来を夢見る思想であ
る」と述べています。
　これらの文章を見たとき、何となくロータ
リーのイメージがつかめたように感じました。
物を残してどうこうというよりも、こういう
考え方というのがロータリーなのかなという
気がしました。
　2670・2680地区のRYLAセミナーは、年齢
を20歳以上、成人に限定しています。期間は
３泊４日（日本で１番長い期間）、場所は小
豆島余島、神戸ＹＭＣＡ野外活動センター。
参加人数約50名。昨年は、2670地区16名、高
知県４名のうち２名が当クラブからの派遣で
す。参加者を４班に分けて各班に男女１名ず
つのカウンセラーを配置します。当セミナー
の特徴は五つ。高いレベルの講義と討論、キ
ャビンタイム、自由と自律、余島の自然、カ
ウンセラーシステムです。
　今回の講師は、池田高校の蔦監督のお孫さ
んで、映画監督の蔦さん。35歳の好青年で、
彼曰く、私の作る映画はオーガニックの食事
のようなものなので、日本ではあまり一般受
けはしないけれど、欧米では認められている
ということでした。キャビンタイムでは、次
期美馬ＲＣの田中会長と新居浜ＲＣの青少年
委員長さんと、いろいろとお話をして面白
かったです。キャビンの中で受講生とカウン
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ロータリー休日

よりも全然お元気で、がっかりしました。
 ● 福岡満喜子　八田さん、移転先の事務所に
お邪魔させていただきありがとうございまし
た。新築同様の素晴らしいオフィスです。富
士産業ビルの耐震工事の暁には、ぜひ戻って
ください。　
 ● 西内俊介　本日は、私のつたない卓話を聞
いていただいてありがとうございました。若
いロータリアンの方々、RYLAのカウンセ
ラーをぜひ目指してください。　
 ● 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。

野志　征生会員 歓迎会
2019年５月29日㈬　於：さんかいのおとうふや



◇出席率報告

 ● 寺尾正生　RYLAセミナーに当社社員（23
歳の男性）１名がお世話になりました。あり
がとうございました。　　　
 ● 松本隆之　土居会員が入院されたとのこと
で、作日お見舞いに行ってきました。思った
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本日　６月５日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「スリランカと日本について」

米山記念奨学生 ラナワカゲ・チャミラ・デシャニ 氏

次週　６月12日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　
　　　 　委　員　会　活　動　実　績　報　告

第2422回　例会報告／令和元年５月29日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「我らの生業」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんにちは。
会長任期も残すところあ
と１ヵ月、ほっとしてい
る反面、ちょっと問題も
出てきて、きちんと引き
継ぎができるよう努力し

ていきたいと思います。
　今週、令和になって初めての国賓として、
トランプ大統領が来賓されました。今、世界
情勢ではいろいろなことがあります。
　「黒い雨」で有名な井伏鱒二という小説家
の代表作に「山椒魚」という本があります。
この本は小学校の教科書にも出ていますので、
大体の内容は皆さんもご存知だと思いますが、
二転、三転して結末が三つぐらいあることは
ご存知でしょうか。
　原本は山椒魚が蛙に「今、君らは何を考え
ているんだ」と訪ねると、蛙は和解の心を持
って「僕は今、君に怒っているわけじゃない」
と言って完結します。しかし昭和60年、自選
全集が出たときは、その部分が削除されて、
最終的には、蛙が「お前から出て来い」、山
椒魚は「お前が下りて来い」という言葉のや
り取りで、対立のまま終わります。もう一つ、
昭和15年に発表した童話の中では、「山椒魚
は悲しんだ」という表現は出てこずに、蛙は
岩の上で干物になり、山椒魚は腐った木にな

ったという、非常に残酷な結末で終わってい
ます。
　今、世界情勢を見て、米中の対立、欧州の
対立、人種的・宗教的対立、対立ばかりの世
の中になっています。もし、井伏鱒二が今生
きていて、山椒魚をもう１回書き直すとした
ら、どういう結末に書き変えるだろう。現代
と照らし合わせて、どういう対立の最後を描
くだろうかと、ふと思ったのでお話をしまし
た。
◇親睦委員会より
・本日18時半より、「さんかいのおとうふや」
　で野志会員の歓迎会を行います。
・６月２日㈰は、野外レクレーションです。
　10時に高知駅北口に集合です。
◇幹　事　報　告
・本日例会終了後、臨時理事会と定例役員会

を行います。
・６月のロータリーレートは１ドル110円です。
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the ROTARY CLUB of KOCHI EAST the ROTARY CLUB of KOCHI EAST
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●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
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５月29日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
６月５日㈬　定例理事会
６月12日㈬　委員会活動実績報告
６月19日㈬　委員会活動実績報告
　　　　　　次年度理事会
６月26日㈬　最終夜間例会
　　　　　　（ザ クラウンパレス）
７月３日㈬　会長クラブ運営方針発表
　　　　　　臨時総会（決算・予算）
　　　　　　定例理事会
７月10日㈬　各委員会発表
７月17日㈬　各委員会発表
７月31日㈬　役員会
８月７日㈬　定例理事会
８月14日㈬　休会（お盆休み）
８月21日㈬　ガバナー補佐訪問
　　　　　　第３回クラブ協議会
８月28日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
高知南ＲＣ　　５月30日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　５月31日㈮　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　６月11日㈫　6/9 職場例会に振替
高知南ＲＣ　　６月13日㈭　6/10 日時計例会に振替
高知北ＲＣ　　６月17日㈪　年度末夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　６月18日㈫　最終夜間例会
高知中央ＲＣ　６月20日㈭　お別れ夜間例会
高知西ＲＣ　　６月21日㈮　最終夜間例会
高知北ＲＣ　　６月24日㈪　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　６月25日㈫　あじさい夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　６月25日㈫　ロータリー休日
香長ＲＣ　　　６月25日㈫　役員交代夜間例会
高知南ＲＣ　　６月27日㈭　最終夜間例会
高知中央ＲＣ　６月27日㈭　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　７月９日㈫　年初夜間例会
高知中央ＲＣ　７月11日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　７月12日㈮　第１夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　７月16日㈫　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　７月25日㈭　出航夜間例会
高知北ＲＣ　　７月29日㈪　夜間例会

セラーがいろんな話をして、親睦を深めま
す。お酒も自由でいくら飲んでも構いませ
ん。ただし、次の日の時間に遅れないように
自らを律しなさいということです。
　僕が１番感心したのがカウンセラーシステ
ムです。男女一人ずつのロータリアンがカウ
ンセラーとなって、キャビンに寝泊まりをし
ます。カウンセラーミーティングでは、受講
生一人一人の性格等を見て、その対応や今後
について真剣に話し合います。思索の時間は、
ここのセミナー特有のもので、受講生たちは
スマホを全く使わず自分一人で考える時間を
１時間設けています。バズセッションから
フォーラムでは、普段余り考えないことをみ
んなで討論して、一定の時間で何らかの結論
を出して発表します。正解を求めるのではな
く、多数の受講生の考えをまとめていく過程
が大事だというものです。受講生の感想で

は、キャビンタイムとバズセッションからフ
ォーラムの一連の流れが最も充実感があった
ということでした。３日目は、キャンプファ
イヤーと最後のキャビンタイム。最初は人見
知りだった受講生が真の友人となっていく最
高の流れをつくっていきます。
　私の感想は、とにかくすごかった。もう一
つ、ガバナーも誰でもロータリアンは平等だ
と感じました。そしてRYLAに参加するなら、
やはりカウンセラーになって若者と寝食を共
にしたいと思いました。このようなキャンプ
システムを考え出した今井先生をはじめとす
るロータリアンの熱意と、それを引き継いで
いるロータリアンの情熱を通じて、ロータリ
アンの素晴らしさというよりも、人間の素晴
らしさを再確認しました。このような機会を
与えてくださった東ＲＣの皆さんに感謝して
います。　

「青少年奉仕委員会よりの報告」

◇会員スピーチ 青少年奉仕委員長  西内　俊介 会員

　青少年奉仕は1923年に討議され、当初は社
会奉仕委員会の小委員会として発足しました。
2010年、新世代奉仕が加わり五大奉仕となり、
2013年、青少年奉仕と改称されました。青少
年奉仕の中で大事なのは青少年育成プログラ
ムで、インターアクト、ローターアクト、
RYLA、それ以外の新世代委員会。当クラブ
はインターアクトには全くタッチしていませ
んし、ローターアクトも提唱クラブですが、
現実的には金銭の支援のみです。RYLAは唯
一当クラブが実際に支援しているもので、受
講生を２人送っているのは四国で当クラブだ
けです。
　先日、第２回ローターアクト提唱クラブ連
絡会議に出席しました。2670地区青少年委員
長から、昔のロータリーは楽しかったが、今
は会員数も減少し非常に苦しい。ＲＩはロー
ターアクトクラブを重視して、アクト会員を
ロータリアンにしたいとしているが、日本は
当てはまらない。また、大学のアクトクラブ
を卒業後、地元の社会人ロータリークラブに
入るのがベストであるが、四国では入ってい
ない。高知西ＲＡＣも、社員がほとんどで社
長が実情を知らない場合は入りづらいとのこ
とでした。
　RYLAは1960年５月、オーストラリアのク
イーンズランド州で発祥。ロータリーのプロ
グラムの中では最も顕著かつ急速に発展して
いると言われています。RYLAセミナーは14
歳から30歳の若者がスキルと人格を養いなが
ら、奉仕、高い道徳的規準、平和といった
ロータリーの価値観を養うことを目的として
います。
　RYLAについて、パストガバナーの安平さ
んは「ロータリーの思いと夢を伝えたい。
リーダーとしてのより高い心構えを養ってほ
しい。そのためにRYLAというプログラムが

ある。このRYLAの場で、受講生たちの心の
中に灯をともしたい」。また深川純一さんは
「我々がRYLAで受講生たちの心に播いた
ロータリーの奉仕の心という種は、いつかは
受講生たちの心に芽生えるかもしれない。そ
れはすぐかもしれないし、１ヵ月後、１年
後、10年後かもしれない。あるいは永久に芽
生えないかもしれない。しかし、例え芽が出
なくても、ただひたすら種を蒔く。そして、
未来に夢を託す。これがロータリーの役割で
ある。ロータリーとは未来を夢見る思想であ
る」と述べています。
　これらの文章を見たとき、何となくロータ
リーのイメージがつかめたように感じました。
物を残してどうこうというよりも、こういう
考え方というのがロータリーなのかなという
気がしました。
　2670・2680地区のRYLAセミナーは、年齢
を20歳以上、成人に限定しています。期間は
３泊４日（日本で１番長い期間）、場所は小
豆島余島、神戸ＹＭＣＡ野外活動センター。
参加人数約50名。昨年は、2670地区16名、高
知県４名のうち２名が当クラブからの派遣で
す。参加者を４班に分けて各班に男女１名ず
つのカウンセラーを配置します。当セミナー
の特徴は五つ。高いレベルの講義と討論、キ
ャビンタイム、自由と自律、余島の自然、カ
ウンセラーシステムです。
　今回の講師は、池田高校の蔦監督のお孫さ
んで、映画監督の蔦さん。35歳の好青年で、
彼曰く、私の作る映画はオーガニックの食事
のようなものなので、日本ではあまり一般受
けはしないけれど、欧米では認められている
ということでした。キャビンタイムでは、次
期美馬ＲＣの田中会長と新居浜ＲＣの青少年
委員長さんと、いろいろとお話をして面白
かったです。キャビンの中で受講生とカウン
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よりも全然お元気で、がっかりしました。
 ● 福岡満喜子　八田さん、移転先の事務所に
お邪魔させていただきありがとうございまし
た。新築同様の素晴らしいオフィスです。富
士産業ビルの耐震工事の暁には、ぜひ戻って
ください。　
 ● 西内俊介　本日は、私のつたない卓話を聞
いていただいてありがとうございました。若
いロータリアンの方々、RYLAのカウンセ
ラーをぜひ目指してください。　
 ● 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。

野志　征生会員 歓迎会
2019年５月29日㈬　於：さんかいのおとうふや



◇出席率報告

 ● 寺尾正生　RYLAセミナーに当社社員（23
歳の男性）１名がお世話になりました。あり
がとうございました。　　　
 ● 松本隆之　土居会員が入院されたとのこと
で、作日お見舞いに行ってきました。思った

高知東ロータリークラブ週報
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本日　６月５日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「スリランカと日本について」

米山記念奨学生 ラナワカゲ・チャミラ・デシャニ 氏

次週　６月12日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　
　　　 　委　員　会　活　動　実　績　報　告

第2422回　例会報告／令和元年５月29日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「我らの生業」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんにちは。
会長任期も残すところあ
と１ヵ月、ほっとしてい
る反面、ちょっと問題も
出てきて、きちんと引き
継ぎができるよう努力し

ていきたいと思います。
　今週、令和になって初めての国賓として、
トランプ大統領が来賓されました。今、世界
情勢ではいろいろなことがあります。
　「黒い雨」で有名な井伏鱒二という小説家
の代表作に「山椒魚」という本があります。
この本は小学校の教科書にも出ていますので、
大体の内容は皆さんもご存知だと思いますが、
二転、三転して結末が三つぐらいあることは
ご存知でしょうか。
　原本は山椒魚が蛙に「今、君らは何を考え
ているんだ」と訪ねると、蛙は和解の心を持
って「僕は今、君に怒っているわけじゃない」
と言って完結します。しかし昭和60年、自選
全集が出たときは、その部分が削除されて、
最終的には、蛙が「お前から出て来い」、山
椒魚は「お前が下りて来い」という言葉のや
り取りで、対立のまま終わります。もう一つ、
昭和15年に発表した童話の中では、「山椒魚
は悲しんだ」という表現は出てこずに、蛙は
岩の上で干物になり、山椒魚は腐った木にな

ったという、非常に残酷な結末で終わってい
ます。
　今、世界情勢を見て、米中の対立、欧州の
対立、人種的・宗教的対立、対立ばかりの世
の中になっています。もし、井伏鱒二が今生
きていて、山椒魚をもう１回書き直すとした
ら、どういう結末に書き変えるだろう。現代
と照らし合わせて、どういう対立の最後を描
くだろうかと、ふと思ったのでお話をしまし
た。
◇親睦委員会より
・本日18時半より、「さんかいのおとうふや」
　で野志会員の歓迎会を行います。
・６月２日㈰は、野外レクレーションです。
　10時に高知駅北口に集合です。
◇幹　事　報　告
・本日例会終了後、臨時理事会と定例役員会

を行います。
・６月のロータリーレートは１ドル110円です。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST
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●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

1,318,460円

7,200円

1,325,660円

21,573円

116円

21,689円

1,340,033円

7,316円

1,347,349円

チビニコ 合　計

５月29日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
６月５日㈬　定例理事会
６月12日㈬　委員会活動実績報告
６月19日㈬　委員会活動実績報告
　　　　　　次年度理事会
６月26日㈬　最終夜間例会
　　　　　　（ザ クラウンパレス）
７月３日㈬　会長クラブ運営方針発表
　　　　　　臨時総会（決算・予算）
　　　　　　定例理事会
７月10日㈬　各委員会発表
７月17日㈬　各委員会発表
７月31日㈬　役員会
８月７日㈬　定例理事会
８月14日㈬　休会（お盆休み）
８月21日㈬　ガバナー補佐訪問
　　　　　　第３回クラブ協議会
８月28日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
高知南ＲＣ　　５月30日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　５月31日㈮　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　６月11日㈫　6/9 職場例会に振替
高知南ＲＣ　　６月13日㈭　6/10 日時計例会に振替
高知北ＲＣ　　６月17日㈪　年度末夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　６月18日㈫　最終夜間例会
高知中央ＲＣ　６月20日㈭　お別れ夜間例会
高知西ＲＣ　　６月21日㈮　最終夜間例会
高知北ＲＣ　　６月24日㈪　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　６月25日㈫　あじさい夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　６月25日㈫　ロータリー休日
香長ＲＣ　　　６月25日㈫　役員交代夜間例会
高知南ＲＣ　　６月27日㈭　最終夜間例会
高知中央ＲＣ　６月27日㈭　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　７月９日㈫　年初夜間例会
高知中央ＲＣ　７月11日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　７月12日㈮　第１夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　７月16日㈫　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　７月25日㈭　出航夜間例会
高知北ＲＣ　　７月29日㈪　夜間例会

セラーがいろんな話をして、親睦を深めま
す。お酒も自由でいくら飲んでも構いませ
ん。ただし、次の日の時間に遅れないように
自らを律しなさいということです。
　僕が１番感心したのがカウンセラーシステ
ムです。男女一人ずつのロータリアンがカウ
ンセラーとなって、キャビンに寝泊まりをし
ます。カウンセラーミーティングでは、受講
生一人一人の性格等を見て、その対応や今後
について真剣に話し合います。思索の時間は、
ここのセミナー特有のもので、受講生たちは
スマホを全く使わず自分一人で考える時間を
１時間設けています。バズセッションから
フォーラムでは、普段余り考えないことをみ
んなで討論して、一定の時間で何らかの結論
を出して発表します。正解を求めるのではな
く、多数の受講生の考えをまとめていく過程
が大事だというものです。受講生の感想で

は、キャビンタイムとバズセッションからフ
ォーラムの一連の流れが最も充実感があった
ということでした。３日目は、キャンプファ
イヤーと最後のキャビンタイム。最初は人見
知りだった受講生が真の友人となっていく最
高の流れをつくっていきます。
　私の感想は、とにかくすごかった。もう一
つ、ガバナーも誰でもロータリアンは平等だ
と感じました。そしてRYLAに参加するなら、
やはりカウンセラーになって若者と寝食を共
にしたいと思いました。このようなキャンプ
システムを考え出した今井先生をはじめとす
るロータリアンの熱意と、それを引き継いで
いるロータリアンの情熱を通じて、ロータリ
アンの素晴らしさというよりも、人間の素晴
らしさを再確認しました。このような機会を
与えてくださった東ＲＣの皆さんに感謝して
います。　

「青少年奉仕委員会よりの報告」

◇会員スピーチ 青少年奉仕委員長  西内　俊介 会員

　青少年奉仕は1923年に討議され、当初は社
会奉仕委員会の小委員会として発足しました。
2010年、新世代奉仕が加わり五大奉仕となり、
2013年、青少年奉仕と改称されました。青少
年奉仕の中で大事なのは青少年育成プログラ
ムで、インターアクト、ローターアクト、
RYLA、それ以外の新世代委員会。当クラブ
はインターアクトには全くタッチしていませ
んし、ローターアクトも提唱クラブですが、
現実的には金銭の支援のみです。RYLAは唯
一当クラブが実際に支援しているもので、受
講生を２人送っているのは四国で当クラブだ
けです。
　先日、第２回ローターアクト提唱クラブ連
絡会議に出席しました。2670地区青少年委員
長から、昔のロータリーは楽しかったが、今
は会員数も減少し非常に苦しい。ＲＩはロー
ターアクトクラブを重視して、アクト会員を
ロータリアンにしたいとしているが、日本は
当てはまらない。また、大学のアクトクラブ
を卒業後、地元の社会人ロータリークラブに
入るのがベストであるが、四国では入ってい
ない。高知西ＲＡＣも、社員がほとんどで社
長が実情を知らない場合は入りづらいとのこ
とでした。
　RYLAは1960年５月、オーストラリアのク
イーンズランド州で発祥。ロータリーのプロ
グラムの中では最も顕著かつ急速に発展して
いると言われています。RYLAセミナーは14
歳から30歳の若者がスキルと人格を養いなが
ら、奉仕、高い道徳的規準、平和といった
ロータリーの価値観を養うことを目的として
います。
　RYLAについて、パストガバナーの安平さ
んは「ロータリーの思いと夢を伝えたい。
リーダーとしてのより高い心構えを養ってほ
しい。そのためにRYLAというプログラムが

ある。このRYLAの場で、受講生たちの心の
中に灯をともしたい」。また深川純一さんは
「我々がRYLAで受講生たちの心に播いた
ロータリーの奉仕の心という種は、いつかは
受講生たちの心に芽生えるかもしれない。そ
れはすぐかもしれないし、１ヵ月後、１年
後、10年後かもしれない。あるいは永久に芽
生えないかもしれない。しかし、例え芽が出
なくても、ただひたすら種を蒔く。そして、
未来に夢を託す。これがロータリーの役割で
ある。ロータリーとは未来を夢見る思想であ
る」と述べています。
　これらの文章を見たとき、何となくロータ
リーのイメージがつかめたように感じました。
物を残してどうこうというよりも、こういう
考え方というのがロータリーなのかなという
気がしました。
　2670・2680地区のRYLAセミナーは、年齢
を20歳以上、成人に限定しています。期間は
３泊４日（日本で１番長い期間）、場所は小
豆島余島、神戸ＹＭＣＡ野外活動センター。
参加人数約50名。昨年は、2670地区16名、高
知県４名のうち２名が当クラブからの派遣で
す。参加者を４班に分けて各班に男女１名ず
つのカウンセラーを配置します。当セミナー
の特徴は五つ。高いレベルの講義と討論、キ
ャビンタイム、自由と自律、余島の自然、カ
ウンセラーシステムです。
　今回の講師は、池田高校の蔦監督のお孫さ
んで、映画監督の蔦さん。35歳の好青年で、
彼曰く、私の作る映画はオーガニックの食事
のようなものなので、日本ではあまり一般受
けはしないけれど、欧米では認められている
ということでした。キャビンタイムでは、次
期美馬ＲＣの田中会長と新居浜ＲＣの青少年
委員長さんと、いろいろとお話をして面白
かったです。キャビンの中で受講生とカウン
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ロータリー休日

よりも全然お元気で、がっかりしました。
 ● 福岡満喜子　八田さん、移転先の事務所に
お邪魔させていただきありがとうございまし
た。新築同様の素晴らしいオフィスです。富
士産業ビルの耐震工事の暁には、ぜひ戻って
ください。　
 ● 西内俊介　本日は、私のつたない卓話を聞
いていただいてありがとうございました。若
いロータリアンの方々、RYLAのカウンセ
ラーをぜひ目指してください。　
 ● 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。

野志　征生会員 歓迎会
2019年５月29日㈬　於：さんかいのおとうふや



◇出席率報告

 ● 寺尾正生　RYLAセミナーに当社社員（23
歳の男性）１名がお世話になりました。あり
がとうございました。　　　
 ● 松本隆之　土居会員が入院されたとのこと
で、作日お見舞いに行ってきました。思った

高知東ロータリークラブ週報
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本日　６月５日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「スリランカと日本について」

米山記念奨学生 ラナワカゲ・チャミラ・デシャニ 氏

次週　６月12日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　
　　　 　委　員　会　活　動　実　績　報　告

第2422回　例会報告／令和元年５月29日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「我らの生業」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんにちは。
会長任期も残すところあ
と１ヵ月、ほっとしてい
る反面、ちょっと問題も
出てきて、きちんと引き
継ぎができるよう努力し

ていきたいと思います。
　今週、令和になって初めての国賓として、
トランプ大統領が来賓されました。今、世界
情勢ではいろいろなことがあります。
　「黒い雨」で有名な井伏鱒二という小説家
の代表作に「山椒魚」という本があります。
この本は小学校の教科書にも出ていますので、
大体の内容は皆さんもご存知だと思いますが、
二転、三転して結末が三つぐらいあることは
ご存知でしょうか。
　原本は山椒魚が蛙に「今、君らは何を考え
ているんだ」と訪ねると、蛙は和解の心を持
って「僕は今、君に怒っているわけじゃない」
と言って完結します。しかし昭和60年、自選
全集が出たときは、その部分が削除されて、
最終的には、蛙が「お前から出て来い」、山
椒魚は「お前が下りて来い」という言葉のや
り取りで、対立のまま終わります。もう一つ、
昭和15年に発表した童話の中では、「山椒魚
は悲しんだ」という表現は出てこずに、蛙は
岩の上で干物になり、山椒魚は腐った木にな

ったという、非常に残酷な結末で終わってい
ます。
　今、世界情勢を見て、米中の対立、欧州の
対立、人種的・宗教的対立、対立ばかりの世
の中になっています。もし、井伏鱒二が今生
きていて、山椒魚をもう１回書き直すとした
ら、どういう結末に書き変えるだろう。現代
と照らし合わせて、どういう対立の最後を描
くだろうかと、ふと思ったのでお話をしまし
た。
◇親睦委員会より
・本日18時半より、「さんかいのおとうふや」
　で野志会員の歓迎会を行います。
・６月２日㈰は、野外レクレーションです。
　10時に高知駅北口に集合です。
◇幹　事　報　告
・本日例会終了後、臨時理事会と定例役員会

を行います。
・６月のロータリーレートは１ドル110円です。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST
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●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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● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ

1,318,460円

7,200円

1,325,660円

21,573円

116円

21,689円

1,340,033円

7,316円

1,347,349円

チビニコ 合　計

５月29日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
６月５日㈬　定例理事会
６月12日㈬　委員会活動実績報告
６月19日㈬　委員会活動実績報告
　　　　　　次年度理事会
６月26日㈬　最終夜間例会
　　　　　　（ザ クラウンパレス）
７月３日㈬　会長クラブ運営方針発表
　　　　　　臨時総会（決算・予算）
　　　　　　定例理事会
７月10日㈬　各委員会発表
７月17日㈬　各委員会発表
７月31日㈬　役員会
８月７日㈬　定例理事会
８月14日㈬　休会（お盆休み）
８月21日㈬　ガバナー補佐訪問
　　　　　　第３回クラブ協議会
８月28日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
高知南ＲＣ　　５月30日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　５月31日㈮　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　６月11日㈫　6/9 職場例会に振替
高知南ＲＣ　　６月13日㈭　6/10 日時計例会に振替
高知北ＲＣ　　６月17日㈪　年度末夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　６月18日㈫　最終夜間例会
高知中央ＲＣ　６月20日㈭　お別れ夜間例会
高知西ＲＣ　　６月21日㈮　最終夜間例会
高知北ＲＣ　　６月24日㈪　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　６月25日㈫　あじさい夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　６月25日㈫　ロータリー休日
香長ＲＣ　　　６月25日㈫　役員交代夜間例会
高知南ＲＣ　　６月27日㈭　最終夜間例会
高知中央ＲＣ　６月27日㈭　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　７月９日㈫　年初夜間例会
高知中央ＲＣ　７月11日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　７月12日㈮　第１夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　７月16日㈫　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　７月25日㈭　出航夜間例会
高知北ＲＣ　　７月29日㈪　夜間例会

セラーがいろんな話をして、親睦を深めま
す。お酒も自由でいくら飲んでも構いませ
ん。ただし、次の日の時間に遅れないように
自らを律しなさいということです。
　僕が１番感心したのがカウンセラーシステ
ムです。男女一人ずつのロータリアンがカウ
ンセラーとなって、キャビンに寝泊まりをし
ます。カウンセラーミーティングでは、受講
生一人一人の性格等を見て、その対応や今後
について真剣に話し合います。思索の時間は、
ここのセミナー特有のもので、受講生たちは
スマホを全く使わず自分一人で考える時間を
１時間設けています。バズセッションから
フォーラムでは、普段余り考えないことをみ
んなで討論して、一定の時間で何らかの結論
を出して発表します。正解を求めるのではな
く、多数の受講生の考えをまとめていく過程
が大事だというものです。受講生の感想で

は、キャビンタイムとバズセッションからフ
ォーラムの一連の流れが最も充実感があった
ということでした。３日目は、キャンプファ
イヤーと最後のキャビンタイム。最初は人見
知りだった受講生が真の友人となっていく最
高の流れをつくっていきます。
　私の感想は、とにかくすごかった。もう一
つ、ガバナーも誰でもロータリアンは平等だ
と感じました。そしてRYLAに参加するなら、
やはりカウンセラーになって若者と寝食を共
にしたいと思いました。このようなキャンプ
システムを考え出した今井先生をはじめとす
るロータリアンの熱意と、それを引き継いで
いるロータリアンの情熱を通じて、ロータリ
アンの素晴らしさというよりも、人間の素晴
らしさを再確認しました。このような機会を
与えてくださった東ＲＣの皆さんに感謝して
います。　

「青少年奉仕委員会よりの報告」

◇会員スピーチ 青少年奉仕委員長  西内　俊介 会員

　青少年奉仕は1923年に討議され、当初は社
会奉仕委員会の小委員会として発足しました。
2010年、新世代奉仕が加わり五大奉仕となり、
2013年、青少年奉仕と改称されました。青少
年奉仕の中で大事なのは青少年育成プログラ
ムで、インターアクト、ローターアクト、
RYLA、それ以外の新世代委員会。当クラブ
はインターアクトには全くタッチしていませ
んし、ローターアクトも提唱クラブですが、
現実的には金銭の支援のみです。RYLAは唯
一当クラブが実際に支援しているもので、受
講生を２人送っているのは四国で当クラブだ
けです。
　先日、第２回ローターアクト提唱クラブ連
絡会議に出席しました。2670地区青少年委員
長から、昔のロータリーは楽しかったが、今
は会員数も減少し非常に苦しい。ＲＩはロー
ターアクトクラブを重視して、アクト会員を
ロータリアンにしたいとしているが、日本は
当てはまらない。また、大学のアクトクラブ
を卒業後、地元の社会人ロータリークラブに
入るのがベストであるが、四国では入ってい
ない。高知西ＲＡＣも、社員がほとんどで社
長が実情を知らない場合は入りづらいとのこ
とでした。
　RYLAは1960年５月、オーストラリアのク
イーンズランド州で発祥。ロータリーのプロ
グラムの中では最も顕著かつ急速に発展して
いると言われています。RYLAセミナーは14
歳から30歳の若者がスキルと人格を養いなが
ら、奉仕、高い道徳的規準、平和といった
ロータリーの価値観を養うことを目的として
います。
　RYLAについて、パストガバナーの安平さ
んは「ロータリーの思いと夢を伝えたい。
リーダーとしてのより高い心構えを養ってほ
しい。そのためにRYLAというプログラムが

ある。このRYLAの場で、受講生たちの心の
中に灯をともしたい」。また深川純一さんは
「我々がRYLAで受講生たちの心に播いた
ロータリーの奉仕の心という種は、いつかは
受講生たちの心に芽生えるかもしれない。そ
れはすぐかもしれないし、１ヵ月後、１年
後、10年後かもしれない。あるいは永久に芽
生えないかもしれない。しかし、例え芽が出
なくても、ただひたすら種を蒔く。そして、
未来に夢を託す。これがロータリーの役割で
ある。ロータリーとは未来を夢見る思想であ
る」と述べています。
　これらの文章を見たとき、何となくロータ
リーのイメージがつかめたように感じました。
物を残してどうこうというよりも、こういう
考え方というのがロータリーなのかなという
気がしました。
　2670・2680地区のRYLAセミナーは、年齢
を20歳以上、成人に限定しています。期間は
３泊４日（日本で１番長い期間）、場所は小
豆島余島、神戸ＹＭＣＡ野外活動センター。
参加人数約50名。昨年は、2670地区16名、高
知県４名のうち２名が当クラブからの派遣で
す。参加者を４班に分けて各班に男女１名ず
つのカウンセラーを配置します。当セミナー
の特徴は五つ。高いレベルの講義と討論、キ
ャビンタイム、自由と自律、余島の自然、カ
ウンセラーシステムです。
　今回の講師は、池田高校の蔦監督のお孫さ
んで、映画監督の蔦さん。35歳の好青年で、
彼曰く、私の作る映画はオーガニックの食事
のようなものなので、日本ではあまり一般受
けはしないけれど、欧米では認められている
ということでした。キャビンタイムでは、次
期美馬ＲＣの田中会長と新居浜ＲＣの青少年
委員長さんと、いろいろとお話をして面白
かったです。キャビンの中で受講生とカウン

５月29日

５月15日
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ロータリー休日

よりも全然お元気で、がっかりしました。
 ● 福岡満喜子　八田さん、移転先の事務所に
お邪魔させていただきありがとうございまし
た。新築同様の素晴らしいオフィスです。富
士産業ビルの耐震工事の暁には、ぜひ戻って
ください。　
 ● 西内俊介　本日は、私のつたない卓話を聞
いていただいてありがとうございました。若
いロータリアンの方々、RYLAのカウンセ
ラーをぜひ目指してください。　
 ● 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。

野志　征生会員 歓迎会
2019年５月29日㈬　於：さんかいのおとうふや


