
◇出席率報告

 ● 山村稔晴（高知西ＲＣ）天皇行幸啓の件で
は大変お世話様いただきお礼申し上げます。
今日はスピーチの時間を、ありがたく存じま
す。息子が大変お世話になっております。何
とぞよろしく。
 ● 近森淳二　13年間、大変お世話になりまし
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本日　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

次週　６月19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2423回　例会報告／令和元年６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。
２日に、野外レクレーシ
ョンが行われ、会員のお
子さん、お孫さんが多く
参加され、みんながすぐ
に溶け込み、仲良くなっ

て、非常に和やかな雰囲気の中で終了できま
した。親睦委員会の方には下見に行ったり、
当日は先乗りをして炭をおこすなどの準備、
後片付け等々、お世話になりました。また、
寺村さんにはマイクロバスによる送り迎えな
ど、皆さんのご協力、本当にありがとうござ
いました。
　中には、お酒を飲み過ぎて寝込んでしまい、
生存確認が必要な方もいましたが、事故もな
く素晴らしい野外レクレーションでした。
　先週、西内さんの卓話の中で、RYLAセミ
ナーに参加して、ガバナーや委員長に関わり
なくロータリアンがみんな平等に活動してい
ることに感動したというお話がありました。
私も数週間前に旅行先で同業者の社長ご夫妻
と話をする機会がありました。そのご夫妻は
世界中を旅行されていますが、何年か前キュ
ーバを訪れたとき、北朝鮮の政府関係者が同
じ食堂にきていたそうです。キューバでは、
配給制でみんな並んで食べ物を取るようにな

っているようですが、北朝鮮の人たちは、何
で我々が取りに行かなければならないんだと
言って動かない。そこで、キューバの高官が
北朝鮮の人たちに「私たちの社会主義とあな
たたちの社会主義は、どうしてこんなに違う
んだろう。君たちも一緒に平等に取りに行く
のが本当の社会主義ではないのか」と言う
と、最後は、北朝鮮の人たちも並んで食事を
したそうです。
　北朝鮮は革命が起こって社会主義国になっ
たけれども、いいとこ取りをしているし、世
襲など王朝文化の名残が残った中での社会主
義ですので、同じ社会主義でもいろんな違い
があるということを勉強させてもらいました。
◇来訪ロータリアン
　高知ＲＣ　　　河野弘訓氏
　高知西ＲＣ　　山村稔晴氏
　高知北ＲＣ　　岡村憲尚氏
◇お　客　様
　米山記念奨学生
　　ラナワカゲ・チャミラ・デシャニさん
　　レ・ティ・フィエンさん
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■高知東ＲＣ当面の日程
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　　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

後期課程を卒業して、今スリランカの大学で
化学の先生をしています。
　スリランカ民主社会主義共和国は、インド
の南にあり、インド洋の真珠と言われる島で
す。北海道の８割ぐらいの面積に、約2,000
万人が暮らしています。公用語はシンハラ
語、タミル語、英語。国民の７割が仏教徒で
す。スリランカは光輝く島という意味で、か
つてはセイロンと呼ばれています。ただ、日
本には余りスリランカは知られていません。
それは、スリランカが長きにわたって内戦状
態にあったため、観光、貿易、経済が難しい
状況にありました。しかし、30年におよんだ
不幸な内戦は2009年に終わり、それまでの停
滞を一気に晴らすかのように、その後のスリ
ランカの発展には目を見張るものがあります。
2010年、ニューヨークタイムスが世界で最も
行ってみたい観光地の１位に選びました。
　この小さな島に八つの世界遺産が存在しま
す。シギリヤロックは５世紀後半、シンハラ
王朝の王、カッサパ１世が築いた宮殿で、ス
リランカ観光では一番の人気があります。急
な階段を上って頂上に立つと360度見渡せて、
まるで天空の城にいる気分になります。次が
シンハラ王朝最後の都が置かれた町で、町全
体が世界遺産に指定されているキャンディで
す。ここには1603年に建てられた仏陀の歯を
まつる仏歯寺があり、多くの仏教徒たちが祈
りを捧げるために訪れます。
　さて、皆さんは嫌なことをされたら許すこ

とができますか。どんなことをされると許せ
なくなりますか。どうしてこのようなことを
聞くかというと、スリランカと日本の歴史に
関係があるからです。
　1951年、サンフランシスコ講和会議のとき、
セイロンの代表だったＪ・Ｒ・ジャヤワルダ
ナさんは、日本に大きな許しを与えました。
第二次世界大戦中、日本は、当時イギリスの
植民地だった、当時のセイロンを攻撃しまし
た。終戦後、日本は被害を与えた国に賠償を
するわけですが、セイロンにも日本への賠償
請求権が与えられました。しかし、当時セイ
ロン代表のＪ・Ｒ・ジャヤワルダナさんは、
日本への請求権を放棄しました。もちろん、
セイロンは大きな被害を受けていましたが、
ＪＲさんは「憎悪は憎悪によってやまないが、
愛によってやむ」という仏陀の言葉を引用
し、「この条約の目的は、日本を自由にする
ことだ」と言いました。このとき、日本の代
表、吉田茂は涙を流したと言われます。この
ようなことがあり、戦後、日本が正式に外交
関係を結んだ最初の国がスリランカです。
　私は日本に来て５年になります。この間、
私は日本人からいろんなことを学びました。
その中で、私の人生、特に考え方を変え、そ
して、すごく興味を持つようになった一つに
宮澤賢治の詩があります。最後に、宮澤賢治
の「雨ニモマケズ」の詩を朗読します。
　「雨ニモマケズ」を朗読

「スリランカと日本について」

◇ゲストスピーチ 米山記念奨学生  ラナワカゲ・チャミラ・デシャニ 氏

◇６月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　島村　信一
　武吉　佳月
 ● 配偶者誕生日
　近森　順子　　近森　東香　　柳澤　順子
　野志　久美
 ● 家庭記念日
　永野　正将　　西森　　大　　前川美智子
　野町　和也　　八田　聡子　
 ● 入会記念日
　石川　　健　　大川内孝典　　岡本　裕史
　西森やよい　　岡　　朝男　　島村　信一
　竹村　克彦　　山本　庸平　　武吉　佳月
　岡﨑　勇樹
◇親睦委員会より
・２日の野外レクレーションに、お子さんを

含めて50名を超える参加をいただきありが
とうございました。寺村さん、送迎等々お
世話になりました。ありがとうございまし
た。

・９日の日曜日、今年度最後のゴルフコンペ
を行います。参加者はよろしくお願いいた
します。

◇山村稔晴氏（高知西ＲＣ）挨拶
　先般お世話になりまし
た、天皇皇后両陛下（現・
上皇上皇后両陛下）をお
迎えしたときの冊子が、
宮内庁の許可をいただき
ようやく発行できました。

お手元にお届けしていますので、どうぞご覧
ください。
◇米山記念奨学生のレティ・フィエンさんに

奨学金をお渡ししました。
◇近森淳二会員退会挨拶

　今から13年前（平成18
年７月）に入会させてい
ただき、最初は右も左も
何も分からずの小生を懇
切丁寧に諸先輩方がご指
導いただき、楽しい13年間

のロータリークラブ活動でした。ひと言でい
いますと、高知東ＲＣは愉快適悦でした。
　５月以降は、公私に多忙のため、この度、
高知東ＲＣを退会することとなりました。本
当にお世話になりました。退会にあたり、松
本幹事、親睦会から温かいお言葉をいただき
ましたが、お気持ちだけをいただきます。
　13年間の長きにわたり、皆さまには大変お
世話になりありがとうございました。
　今後、高知東ＲＣのますますのご発展、並
びに会員の皆さま方のますますのご活躍をお
祈り申し上げ失礼いたします。
◇幹　事　報　告
・米山記念館創立50周年記念式典の開催案内

がきていますので、回覧します。
・本日例会終了後、理事会を行います。

た。心より厚くお礼申し上げます。家内誕生
祝いありがとうございました。
 ● 寺尾正生　日曜日の野外レクレーションへ
参加させていただきありがとうございました。
準備等、大変だったと思います。本当にあり
がとうございました。
 ● 松本隆之　先日、息子とともに野外レクに
参加させていただきました。親睦委員会の皆
さまの多大なるご尽力、寺村さんのご協力、
参加された皆さま方のご協力により、素晴ら
しい事業になったと思います。感動しました。
本当にありがとうございました。
 ● 西森良文　近森会員、同期入会させていた

　スリランカから来ましたラナワカゲ・チャ
ミラ・デシャニと申します。高知工科大学博
士後期課程３年生です。以前は徳島大学医学
部大学院修士でした。学士号はスリランカの

コロンボ大学で取りました。家族は父、母、
兄弟・姉妹が３人の６人です。私は長女で、
父は農業でお米と紅茶を作っています。私は
結婚しています。主人は高知工科大学の博士
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だきましたので、非常に残念です。ますます
のご活躍をご祈念申し上げます。２日の野外
レクは多数の参加ありがとうございました。
親睦委員の皆さま、お世話になりました。親
睦委員長はじめ岡﨑、武吉会員には準備から
大変お世話になりました。日曜だけが雨なの
は誰の行いのせいでしょうか？
 ● 寺村　勉　先日の野外レクレーション、親
睦委員会の皆さん、大変お世話になりました。
とても楽しかったですし、大酔でした。あり
がとうございました。会員の皆さん！ほっと
平山、会社やご家族で、またご利用ください。
 ● 永光男　レクレーション楽しかった。親
睦委員の皆さん、お世話いただきありがとう
ございました。
 ● 西森やよい　先日の野外レクでは、大変お
世話になりました。娘はもうすぐ13歳、息子
はもうすぐ９歳です。皆さまにずっと見守っ
ていただきありがたい限りです。
 ● 中越貴宣　野外レク、楽しかったです。親
睦委員の皆さん、ありがとうございました。
 ● 猿田隆夫　先日の平山小学校のレクレーシ
ョンで親睦委員会の皆さんに上げ膳据え膳の
サービスを受けました。大変お世話になりま
した。また、その２日前の高知新聞に「紫外
線と皮膚」のタイトルで、私の取材記事がカ
ラーで大きく掲載されました。
 ● 島村信一　野外レクの会費の残りです。参
加いただいた会員の皆さまありがとうござい
ました。入会祝いと誕生日のお祝いありがと
うございます。
 ● 前田　博　親睦委員会の皆さま、大変お世
話になりました。平山での１日、孫との楽し
い思い出となりました。
 ● 浦田健治　１年の内半分ぐらいハワイにい
るお客さまに呼ばれて、仕事半分、遊び半分
でハワイに行ってきました。快適でした。
 ● 窪田満里子　親睦委員会の皆さま、大変ご
苦労様でした。また寺村さん、送り迎えあり
がとうございました。デシャニさんの卓話あ

りがとうございました。９月に帰国するそう
です。
 ● 後藤典行　先日は歓迎会で豪華な胡蝶蘭を
いただきありがとうございました。
 ● 武吉佳月　入会とお誕生日のお祝いありが
とうございます。１年は早いものですね。そ
ろそろ誕生日をなくしたい年頃です。
 ● 柳澤光秋　家内誕生日お礼。
 ● 野志征生　妻の誕生日祝いをありがとうご
ざいました。また、先日は歓迎会を開催して
いただき、誠にありがとうございます。
 ● 永野正将　家庭記念祝いありがとうござい
ます。明日で結婚から17年目になります。
 ● 八田聡子　家庭記念日祝いをいただきまし
た。ありがとうございます。皆さんご存知の
とおり、私には家庭がないもので、昨年まで
はいただいていなかったのですが、何の記念
日でも良いと言われたので、今年から高知に
着任した６月24日を「上陸記念日」として、
登録させていただきました。
 ● 石川　健　入会記念祝っていただきありが
とうございました。
 ● 大川内孝典　入会記念のお祝いありがとう
ございます。７年目に入ります。今後もよろ
しくお願いします。
 ● 岡　　朝男　入会して４年になりました。
これからもよろしくお願いします。
 ● 岡﨑勇樹　今月の最終夜間例会で丸１年と
なります。あっという間の１年でした。これ
からもどうぞよろしくお願いいたします。
 ● 西村美香　入会して早いもので２年が経ち
ました。不勉強なままでのＳＡＡで皆さまに
はご迷惑をおかけし、お叱りをいただくこと
もありました。そんなＳＡＡも今月で終わり
です。かなりホッとしているところですが、
これからもどうぞ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　２件

東ＲＣ 野外レクリエーション
2019年６月２日㈰　於：ほっと平山
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ナーに参加して、ガバナーや委員長に関わり
なくロータリアンがみんな平等に活動してい
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と話をする機会がありました。そのご夫妻は
世界中を旅行されていますが、何年か前キュ
ーバを訪れたとき、北朝鮮の政府関係者が同
じ食堂にきていたそうです。キューバでは、
配給制でみんな並んで食べ物を取るようにな

っているようですが、北朝鮮の人たちは、何
で我々が取りに行かなければならないんだと
言って動かない。そこで、キューバの高官が
北朝鮮の人たちに「私たちの社会主義とあな
たたちの社会主義は、どうしてこんなに違う
んだろう。君たちも一緒に平等に取りに行く
のが本当の社会主義ではないのか」と言う
と、最後は、北朝鮮の人たちも並んで食事を
したそうです。
　北朝鮮は革命が起こって社会主義国になっ
たけれども、いいとこ取りをしているし、世
襲など王朝文化の名残が残った中での社会主
義ですので、同じ社会主義でもいろんな違い
があるということを勉強させてもらいました。
◇来訪ロータリアン
　高知ＲＣ　　　河野弘訓氏
　高知西ＲＣ　　山村稔晴氏
　高知北ＲＣ　　岡村憲尚氏
◇お　客　様
　米山記念奨学生
　　ラナワカゲ・チャミラ・デシャニさん
　　レ・ティ・フィエンさん
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チビニコ 合　計

６月５日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
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　　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

後期課程を卒業して、今スリランカの大学で
化学の先生をしています。
　スリランカ民主社会主義共和国は、インド
の南にあり、インド洋の真珠と言われる島で
す。北海道の８割ぐらいの面積に、約2,000
万人が暮らしています。公用語はシンハラ
語、タミル語、英語。国民の７割が仏教徒で
す。スリランカは光輝く島という意味で、か
つてはセイロンと呼ばれています。ただ、日
本には余りスリランカは知られていません。
それは、スリランカが長きにわたって内戦状
態にあったため、観光、貿易、経済が難しい
状況にありました。しかし、30年におよんだ
不幸な内戦は2009年に終わり、それまでの停
滞を一気に晴らすかのように、その後のスリ
ランカの発展には目を見張るものがあります。
2010年、ニューヨークタイムスが世界で最も
行ってみたい観光地の１位に選びました。
　この小さな島に八つの世界遺産が存在しま
す。シギリヤロックは５世紀後半、シンハラ
王朝の王、カッサパ１世が築いた宮殿で、ス
リランカ観光では一番の人気があります。急
な階段を上って頂上に立つと360度見渡せて、
まるで天空の城にいる気分になります。次が
シンハラ王朝最後の都が置かれた町で、町全
体が世界遺産に指定されているキャンディで
す。ここには1603年に建てられた仏陀の歯を
まつる仏歯寺があり、多くの仏教徒たちが祈
りを捧げるために訪れます。
　さて、皆さんは嫌なことをされたら許すこ

とができますか。どんなことをされると許せ
なくなりますか。どうしてこのようなことを
聞くかというと、スリランカと日本の歴史に
関係があるからです。
　1951年、サンフランシスコ講和会議のとき、
セイロンの代表だったＪ・Ｒ・ジャヤワルダ
ナさんは、日本に大きな許しを与えました。
第二次世界大戦中、日本は、当時イギリスの
植民地だった、当時のセイロンを攻撃しまし
た。終戦後、日本は被害を与えた国に賠償を
するわけですが、セイロンにも日本への賠償
請求権が与えられました。しかし、当時セイ
ロン代表のＪ・Ｒ・ジャヤワルダナさんは、
日本への請求権を放棄しました。もちろん、
セイロンは大きな被害を受けていましたが、
ＪＲさんは「憎悪は憎悪によってやまないが、
愛によってやむ」という仏陀の言葉を引用
し、「この条約の目的は、日本を自由にする
ことだ」と言いました。このとき、日本の代
表、吉田茂は涙を流したと言われます。この
ようなことがあり、戦後、日本が正式に外交
関係を結んだ最初の国がスリランカです。
　私は日本に来て５年になります。この間、
私は日本人からいろんなことを学びました。
その中で、私の人生、特に考え方を変え、そ
して、すごく興味を持つようになった一つに
宮澤賢治の詩があります。最後に、宮澤賢治
の「雨ニモマケズ」の詩を朗読します。
　「雨ニモマケズ」を朗読

「スリランカと日本について」

◇ゲストスピーチ 米山記念奨学生  ラナワカゲ・チャミラ・デシャニ 氏

◇６月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　島村　信一
　武吉　佳月
 ● 配偶者誕生日
　近森　順子　　近森　東香　　柳澤　順子
　野志　久美
 ● 家庭記念日
　永野　正将　　西森　　大　　前川美智子
　野町　和也　　八田　聡子　
 ● 入会記念日
　石川　　健　　大川内孝典　　岡本　裕史
　西森やよい　　岡　　朝男　　島村　信一
　竹村　克彦　　山本　庸平　　武吉　佳月
　岡﨑　勇樹
◇親睦委員会より
・２日の野外レクレーションに、お子さんを

含めて50名を超える参加をいただきありが
とうございました。寺村さん、送迎等々お
世話になりました。ありがとうございまし
た。

・９日の日曜日、今年度最後のゴルフコンペ
を行います。参加者はよろしくお願いいた
します。

◇山村稔晴氏（高知西ＲＣ）挨拶
　先般お世話になりまし
た、天皇皇后両陛下（現・
上皇上皇后両陛下）をお
迎えしたときの冊子が、
宮内庁の許可をいただき
ようやく発行できました。

お手元にお届けしていますので、どうぞご覧
ください。
◇米山記念奨学生のレティ・フィエンさんに

奨学金をお渡ししました。
◇近森淳二会員退会挨拶

　今から13年前（平成18
年７月）に入会させてい
ただき、最初は右も左も
何も分からずの小生を懇
切丁寧に諸先輩方がご指
導いただき、楽しい13年間

のロータリークラブ活動でした。ひと言でい
いますと、高知東ＲＣは愉快適悦でした。
　５月以降は、公私に多忙のため、この度、
高知東ＲＣを退会することとなりました。本
当にお世話になりました。退会にあたり、松
本幹事、親睦会から温かいお言葉をいただき
ましたが、お気持ちだけをいただきます。
　13年間の長きにわたり、皆さまには大変お
世話になりありがとうございました。
　今後、高知東ＲＣのますますのご発展、並
びに会員の皆さま方のますますのご活躍をお
祈り申し上げ失礼いたします。
◇幹　事　報　告
・米山記念館創立50周年記念式典の開催案内

がきていますので、回覧します。
・本日例会終了後、理事会を行います。

た。心より厚くお礼申し上げます。家内誕生
祝いありがとうございました。
 ● 寺尾正生　日曜日の野外レクレーションへ
参加させていただきありがとうございました。
準備等、大変だったと思います。本当にあり
がとうございました。
 ● 松本隆之　先日、息子とともに野外レクに
参加させていただきました。親睦委員会の皆
さまの多大なるご尽力、寺村さんのご協力、
参加された皆さま方のご協力により、素晴ら
しい事業になったと思います。感動しました。
本当にありがとうございました。
 ● 西森良文　近森会員、同期入会させていた

　スリランカから来ましたラナワカゲ・チャ
ミラ・デシャニと申します。高知工科大学博
士後期課程３年生です。以前は徳島大学医学
部大学院修士でした。学士号はスリランカの

コロンボ大学で取りました。家族は父、母、
兄弟・姉妹が３人の６人です。私は長女で、
父は農業でお米と紅茶を作っています。私は
結婚しています。主人は高知工科大学の博士
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だきましたので、非常に残念です。ますます
のご活躍をご祈念申し上げます。２日の野外
レクは多数の参加ありがとうございました。
親睦委員の皆さま、お世話になりました。親
睦委員長はじめ岡﨑、武吉会員には準備から
大変お世話になりました。日曜だけが雨なの
は誰の行いのせいでしょうか？
 ● 寺村　勉　先日の野外レクレーション、親
睦委員会の皆さん、大変お世話になりました。
とても楽しかったですし、大酔でした。あり
がとうございました。会員の皆さん！ほっと
平山、会社やご家族で、またご利用ください。
 ● 永光男　レクレーション楽しかった。親
睦委員の皆さん、お世話いただきありがとう
ございました。
 ● 西森やよい　先日の野外レクでは、大変お
世話になりました。娘はもうすぐ13歳、息子
はもうすぐ９歳です。皆さまにずっと見守っ
ていただきありがたい限りです。
 ● 中越貴宣　野外レク、楽しかったです。親
睦委員の皆さん、ありがとうございました。
 ● 猿田隆夫　先日の平山小学校のレクレーシ
ョンで親睦委員会の皆さんに上げ膳据え膳の
サービスを受けました。大変お世話になりま
した。また、その２日前の高知新聞に「紫外
線と皮膚」のタイトルで、私の取材記事がカ
ラーで大きく掲載されました。
 ● 島村信一　野外レクの会費の残りです。参
加いただいた会員の皆さまありがとうござい
ました。入会祝いと誕生日のお祝いありがと
うございます。
 ● 前田　博　親睦委員会の皆さま、大変お世
話になりました。平山での１日、孫との楽し
い思い出となりました。
 ● 浦田健治　１年の内半分ぐらいハワイにい
るお客さまに呼ばれて、仕事半分、遊び半分
でハワイに行ってきました。快適でした。
 ● 窪田満里子　親睦委員会の皆さま、大変ご
苦労様でした。また寺村さん、送り迎えあり
がとうございました。デシャニさんの卓話あ

りがとうございました。９月に帰国するそう
です。
 ● 後藤典行　先日は歓迎会で豪華な胡蝶蘭を
いただきありがとうございました。
 ● 武吉佳月　入会とお誕生日のお祝いありが
とうございます。１年は早いものですね。そ
ろそろ誕生日をなくしたい年頃です。
 ● 柳澤光秋　家内誕生日お礼。
 ● 野志征生　妻の誕生日祝いをありがとうご
ざいました。また、先日は歓迎会を開催して
いただき、誠にありがとうございます。
 ● 永野正将　家庭記念祝いありがとうござい
ます。明日で結婚から17年目になります。
 ● 八田聡子　家庭記念日祝いをいただきまし
た。ありがとうございます。皆さんご存知の
とおり、私には家庭がないもので、昨年まで
はいただいていなかったのですが、何の記念
日でも良いと言われたので、今年から高知に
着任した６月24日を「上陸記念日」として、
登録させていただきました。
 ● 石川　健　入会記念祝っていただきありが
とうございました。
 ● 大川内孝典　入会記念のお祝いありがとう
ございます。７年目に入ります。今後もよろ
しくお願いします。
 ● 岡　　朝男　入会して４年になりました。
これからもよろしくお願いします。
 ● 岡﨑勇樹　今月の最終夜間例会で丸１年と
なります。あっという間の１年でした。これ
からもどうぞよろしくお願いいたします。
 ● 西村美香　入会して早いもので２年が経ち
ました。不勉強なままでのＳＡＡで皆さまに
はご迷惑をおかけし、お叱りをいただくこと
もありました。そんなＳＡＡも今月で終わり
です。かなりホッとしているところですが、
これからもどうぞ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　２件

東ＲＣ 野外レクリエーション
2019年６月２日㈰　於：ほっと平山



◇出席率報告

 ● 山村稔晴（高知西ＲＣ）天皇行幸啓の件で
は大変お世話様いただきお礼申し上げます。
今日はスピーチの時間を、ありがたく存じま
す。息子が大変お世話になっております。何
とぞよろしく。
 ● 近森淳二　13年間、大変お世話になりまし
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本日　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

次週　６月19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2423回　例会報告／令和元年６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。
２日に、野外レクレーシ
ョンが行われ、会員のお
子さん、お孫さんが多く
参加され、みんながすぐ
に溶け込み、仲良くなっ

て、非常に和やかな雰囲気の中で終了できま
した。親睦委員会の方には下見に行ったり、
当日は先乗りをして炭をおこすなどの準備、
後片付け等々、お世話になりました。また、
寺村さんにはマイクロバスによる送り迎えな
ど、皆さんのご協力、本当にありがとうござ
いました。
　中には、お酒を飲み過ぎて寝込んでしまい、
生存確認が必要な方もいましたが、事故もな
く素晴らしい野外レクレーションでした。
　先週、西内さんの卓話の中で、RYLAセミ
ナーに参加して、ガバナーや委員長に関わり
なくロータリアンがみんな平等に活動してい
ることに感動したというお話がありました。
私も数週間前に旅行先で同業者の社長ご夫妻
と話をする機会がありました。そのご夫妻は
世界中を旅行されていますが、何年か前キュ
ーバを訪れたとき、北朝鮮の政府関係者が同
じ食堂にきていたそうです。キューバでは、
配給制でみんな並んで食べ物を取るようにな

っているようですが、北朝鮮の人たちは、何
で我々が取りに行かなければならないんだと
言って動かない。そこで、キューバの高官が
北朝鮮の人たちに「私たちの社会主義とあな
たたちの社会主義は、どうしてこんなに違う
んだろう。君たちも一緒に平等に取りに行く
のが本当の社会主義ではないのか」と言う
と、最後は、北朝鮮の人たちも並んで食事を
したそうです。
　北朝鮮は革命が起こって社会主義国になっ
たけれども、いいとこ取りをしているし、世
襲など王朝文化の名残が残った中での社会主
義ですので、同じ社会主義でもいろんな違い
があるということを勉強させてもらいました。
◇来訪ロータリアン
　高知ＲＣ　　　河野弘訓氏
　高知西ＲＣ　　山村稔晴氏
　高知北ＲＣ　　岡村憲尚氏
◇お　客　様
　米山記念奨学生
　　ラナワカゲ・チャミラ・デシャニさん
　　レ・ティ・フィエンさん
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６月５日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
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　　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

後期課程を卒業して、今スリランカの大学で
化学の先生をしています。
　スリランカ民主社会主義共和国は、インド
の南にあり、インド洋の真珠と言われる島で
す。北海道の８割ぐらいの面積に、約2,000
万人が暮らしています。公用語はシンハラ
語、タミル語、英語。国民の７割が仏教徒で
す。スリランカは光輝く島という意味で、か
つてはセイロンと呼ばれています。ただ、日
本には余りスリランカは知られていません。
それは、スリランカが長きにわたって内戦状
態にあったため、観光、貿易、経済が難しい
状況にありました。しかし、30年におよんだ
不幸な内戦は2009年に終わり、それまでの停
滞を一気に晴らすかのように、その後のスリ
ランカの発展には目を見張るものがあります。
2010年、ニューヨークタイムスが世界で最も
行ってみたい観光地の１位に選びました。
　この小さな島に八つの世界遺産が存在しま
す。シギリヤロックは５世紀後半、シンハラ
王朝の王、カッサパ１世が築いた宮殿で、ス
リランカ観光では一番の人気があります。急
な階段を上って頂上に立つと360度見渡せて、
まるで天空の城にいる気分になります。次が
シンハラ王朝最後の都が置かれた町で、町全
体が世界遺産に指定されているキャンディで
す。ここには1603年に建てられた仏陀の歯を
まつる仏歯寺があり、多くの仏教徒たちが祈
りを捧げるために訪れます。
　さて、皆さんは嫌なことをされたら許すこ

とができますか。どんなことをされると許せ
なくなりますか。どうしてこのようなことを
聞くかというと、スリランカと日本の歴史に
関係があるからです。
　1951年、サンフランシスコ講和会議のとき、
セイロンの代表だったＪ・Ｒ・ジャヤワルダ
ナさんは、日本に大きな許しを与えました。
第二次世界大戦中、日本は、当時イギリスの
植民地だった、当時のセイロンを攻撃しまし
た。終戦後、日本は被害を与えた国に賠償を
するわけですが、セイロンにも日本への賠償
請求権が与えられました。しかし、当時セイ
ロン代表のＪ・Ｒ・ジャヤワルダナさんは、
日本への請求権を放棄しました。もちろん、
セイロンは大きな被害を受けていましたが、
ＪＲさんは「憎悪は憎悪によってやまないが、
愛によってやむ」という仏陀の言葉を引用
し、「この条約の目的は、日本を自由にする
ことだ」と言いました。このとき、日本の代
表、吉田茂は涙を流したと言われます。この
ようなことがあり、戦後、日本が正式に外交
関係を結んだ最初の国がスリランカです。
　私は日本に来て５年になります。この間、
私は日本人からいろんなことを学びました。
その中で、私の人生、特に考え方を変え、そ
して、すごく興味を持つようになった一つに
宮澤賢治の詩があります。最後に、宮澤賢治
の「雨ニモマケズ」の詩を朗読します。
　「雨ニモマケズ」を朗読

「スリランカと日本について」

◇ゲストスピーチ 米山記念奨学生  ラナワカゲ・チャミラ・デシャニ 氏

◇６月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　島村　信一
　武吉　佳月
 ● 配偶者誕生日
　近森　順子　　近森　東香　　柳澤　順子
　野志　久美
 ● 家庭記念日
　永野　正将　　西森　　大　　前川美智子
　野町　和也　　八田　聡子　
 ● 入会記念日
　石川　　健　　大川内孝典　　岡本　裕史
　西森やよい　　岡　　朝男　　島村　信一
　竹村　克彦　　山本　庸平　　武吉　佳月
　岡﨑　勇樹
◇親睦委員会より
・２日の野外レクレーションに、お子さんを

含めて50名を超える参加をいただきありが
とうございました。寺村さん、送迎等々お
世話になりました。ありがとうございまし
た。

・９日の日曜日、今年度最後のゴルフコンペ
を行います。参加者はよろしくお願いいた
します。

◇山村稔晴氏（高知西ＲＣ）挨拶
　先般お世話になりまし
た、天皇皇后両陛下（現・
上皇上皇后両陛下）をお
迎えしたときの冊子が、
宮内庁の許可をいただき
ようやく発行できました。

お手元にお届けしていますので、どうぞご覧
ください。
◇米山記念奨学生のレティ・フィエンさんに

奨学金をお渡ししました。
◇近森淳二会員退会挨拶

　今から13年前（平成18
年７月）に入会させてい
ただき、最初は右も左も
何も分からずの小生を懇
切丁寧に諸先輩方がご指
導いただき、楽しい13年間

のロータリークラブ活動でした。ひと言でい
いますと、高知東ＲＣは愉快適悦でした。
　５月以降は、公私に多忙のため、この度、
高知東ＲＣを退会することとなりました。本
当にお世話になりました。退会にあたり、松
本幹事、親睦会から温かいお言葉をいただき
ましたが、お気持ちだけをいただきます。
　13年間の長きにわたり、皆さまには大変お
世話になりありがとうございました。
　今後、高知東ＲＣのますますのご発展、並
びに会員の皆さま方のますますのご活躍をお
祈り申し上げ失礼いたします。
◇幹　事　報　告
・米山記念館創立50周年記念式典の開催案内

がきていますので、回覧します。
・本日例会終了後、理事会を行います。

た。心より厚くお礼申し上げます。家内誕生
祝いありがとうございました。
 ● 寺尾正生　日曜日の野外レクレーションへ
参加させていただきありがとうございました。
準備等、大変だったと思います。本当にあり
がとうございました。
 ● 松本隆之　先日、息子とともに野外レクに
参加させていただきました。親睦委員会の皆
さまの多大なるご尽力、寺村さんのご協力、
参加された皆さま方のご協力により、素晴ら
しい事業になったと思います。感動しました。
本当にありがとうございました。
 ● 西森良文　近森会員、同期入会させていた

　スリランカから来ましたラナワカゲ・チャ
ミラ・デシャニと申します。高知工科大学博
士後期課程３年生です。以前は徳島大学医学
部大学院修士でした。学士号はスリランカの

コロンボ大学で取りました。家族は父、母、
兄弟・姉妹が３人の６人です。私は長女で、
父は農業でお米と紅茶を作っています。私は
結婚しています。主人は高知工科大学の博士
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だきましたので、非常に残念です。ますます
のご活躍をご祈念申し上げます。２日の野外
レクは多数の参加ありがとうございました。
親睦委員の皆さま、お世話になりました。親
睦委員長はじめ岡﨑、武吉会員には準備から
大変お世話になりました。日曜だけが雨なの
は誰の行いのせいでしょうか？
 ● 寺村　勉　先日の野外レクレーション、親
睦委員会の皆さん、大変お世話になりました。
とても楽しかったですし、大酔でした。あり
がとうございました。会員の皆さん！ほっと
平山、会社やご家族で、またご利用ください。
 ● 永光男　レクレーション楽しかった。親
睦委員の皆さん、お世話いただきありがとう
ございました。
 ● 西森やよい　先日の野外レクでは、大変お
世話になりました。娘はもうすぐ13歳、息子
はもうすぐ９歳です。皆さまにずっと見守っ
ていただきありがたい限りです。
 ● 中越貴宣　野外レク、楽しかったです。親
睦委員の皆さん、ありがとうございました。
 ● 猿田隆夫　先日の平山小学校のレクレーシ
ョンで親睦委員会の皆さんに上げ膳据え膳の
サービスを受けました。大変お世話になりま
した。また、その２日前の高知新聞に「紫外
線と皮膚」のタイトルで、私の取材記事がカ
ラーで大きく掲載されました。
 ● 島村信一　野外レクの会費の残りです。参
加いただいた会員の皆さまありがとうござい
ました。入会祝いと誕生日のお祝いありがと
うございます。
 ● 前田　博　親睦委員会の皆さま、大変お世
話になりました。平山での１日、孫との楽し
い思い出となりました。
 ● 浦田健治　１年の内半分ぐらいハワイにい
るお客さまに呼ばれて、仕事半分、遊び半分
でハワイに行ってきました。快適でした。
 ● 窪田満里子　親睦委員会の皆さま、大変ご
苦労様でした。また寺村さん、送り迎えあり
がとうございました。デシャニさんの卓話あ

りがとうございました。９月に帰国するそう
です。
 ● 後藤典行　先日は歓迎会で豪華な胡蝶蘭を
いただきありがとうございました。
 ● 武吉佳月　入会とお誕生日のお祝いありが
とうございます。１年は早いものですね。そ
ろそろ誕生日をなくしたい年頃です。
 ● 柳澤光秋　家内誕生日お礼。
 ● 野志征生　妻の誕生日祝いをありがとうご
ざいました。また、先日は歓迎会を開催して
いただき、誠にありがとうございます。
 ● 永野正将　家庭記念祝いありがとうござい
ます。明日で結婚から17年目になります。
 ● 八田聡子　家庭記念日祝いをいただきまし
た。ありがとうございます。皆さんご存知の
とおり、私には家庭がないもので、昨年まで
はいただいていなかったのですが、何の記念
日でも良いと言われたので、今年から高知に
着任した６月24日を「上陸記念日」として、
登録させていただきました。
 ● 石川　健　入会記念祝っていただきありが
とうございました。
 ● 大川内孝典　入会記念のお祝いありがとう
ございます。７年目に入ります。今後もよろ
しくお願いします。
 ● 岡　　朝男　入会して４年になりました。
これからもよろしくお願いします。
 ● 岡﨑勇樹　今月の最終夜間例会で丸１年と
なります。あっという間の１年でした。これ
からもどうぞよろしくお願いいたします。
 ● 西村美香　入会して早いもので２年が経ち
ました。不勉強なままでのＳＡＡで皆さまに
はご迷惑をおかけし、お叱りをいただくこと
もありました。そんなＳＡＡも今月で終わり
です。かなりホッとしているところですが、
これからもどうぞ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　２件

東ＲＣ 野外レクリエーション
2019年６月２日㈰　於：ほっと平山



◇出席率報告

 ● 山村稔晴（高知西ＲＣ）天皇行幸啓の件で
は大変お世話様いただきお礼申し上げます。
今日はスピーチの時間を、ありがたく存じま
す。息子が大変お世話になっております。何
とぞよろしく。
 ● 近森淳二　13年間、大変お世話になりまし

高知東ロータリークラブ週報
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本日　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

次週　６月19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2423回　例会報告／令和元年６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。
２日に、野外レクレーシ
ョンが行われ、会員のお
子さん、お孫さんが多く
参加され、みんながすぐ
に溶け込み、仲良くなっ

て、非常に和やかな雰囲気の中で終了できま
した。親睦委員会の方には下見に行ったり、
当日は先乗りをして炭をおこすなどの準備、
後片付け等々、お世話になりました。また、
寺村さんにはマイクロバスによる送り迎えな
ど、皆さんのご協力、本当にありがとうござ
いました。
　中には、お酒を飲み過ぎて寝込んでしまい、
生存確認が必要な方もいましたが、事故もな
く素晴らしい野外レクレーションでした。
　先週、西内さんの卓話の中で、RYLAセミ
ナーに参加して、ガバナーや委員長に関わり
なくロータリアンがみんな平等に活動してい
ることに感動したというお話がありました。
私も数週間前に旅行先で同業者の社長ご夫妻
と話をする機会がありました。そのご夫妻は
世界中を旅行されていますが、何年か前キュ
ーバを訪れたとき、北朝鮮の政府関係者が同
じ食堂にきていたそうです。キューバでは、
配給制でみんな並んで食べ物を取るようにな

っているようですが、北朝鮮の人たちは、何
で我々が取りに行かなければならないんだと
言って動かない。そこで、キューバの高官が
北朝鮮の人たちに「私たちの社会主義とあな
たたちの社会主義は、どうしてこんなに違う
んだろう。君たちも一緒に平等に取りに行く
のが本当の社会主義ではないのか」と言う
と、最後は、北朝鮮の人たちも並んで食事を
したそうです。
　北朝鮮は革命が起こって社会主義国になっ
たけれども、いいとこ取りをしているし、世
襲など王朝文化の名残が残った中での社会主
義ですので、同じ社会主義でもいろんな違い
があるということを勉強させてもらいました。
◇来訪ロータリアン
　高知ＲＣ　　　河野弘訓氏
　高知西ＲＣ　　山村稔晴氏
　高知北ＲＣ　　岡村憲尚氏
◇お　客　様
　米山記念奨学生
　　ラナワカゲ・チャミラ・デシャニさん
　　レ・ティ・フィエンさん
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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

後期課程を卒業して、今スリランカの大学で
化学の先生をしています。
　スリランカ民主社会主義共和国は、インド
の南にあり、インド洋の真珠と言われる島で
す。北海道の８割ぐらいの面積に、約2,000
万人が暮らしています。公用語はシンハラ
語、タミル語、英語。国民の７割が仏教徒で
す。スリランカは光輝く島という意味で、か
つてはセイロンと呼ばれています。ただ、日
本には余りスリランカは知られていません。
それは、スリランカが長きにわたって内戦状
態にあったため、観光、貿易、経済が難しい
状況にありました。しかし、30年におよんだ
不幸な内戦は2009年に終わり、それまでの停
滞を一気に晴らすかのように、その後のスリ
ランカの発展には目を見張るものがあります。
2010年、ニューヨークタイムスが世界で最も
行ってみたい観光地の１位に選びました。
　この小さな島に八つの世界遺産が存在しま
す。シギリヤロックは５世紀後半、シンハラ
王朝の王、カッサパ１世が築いた宮殿で、ス
リランカ観光では一番の人気があります。急
な階段を上って頂上に立つと360度見渡せて、
まるで天空の城にいる気分になります。次が
シンハラ王朝最後の都が置かれた町で、町全
体が世界遺産に指定されているキャンディで
す。ここには1603年に建てられた仏陀の歯を
まつる仏歯寺があり、多くの仏教徒たちが祈
りを捧げるために訪れます。
　さて、皆さんは嫌なことをされたら許すこ

とができますか。どんなことをされると許せ
なくなりますか。どうしてこのようなことを
聞くかというと、スリランカと日本の歴史に
関係があるからです。
　1951年、サンフランシスコ講和会議のとき、
セイロンの代表だったＪ・Ｒ・ジャヤワルダ
ナさんは、日本に大きな許しを与えました。
第二次世界大戦中、日本は、当時イギリスの
植民地だった、当時のセイロンを攻撃しまし
た。終戦後、日本は被害を与えた国に賠償を
するわけですが、セイロンにも日本への賠償
請求権が与えられました。しかし、当時セイ
ロン代表のＪ・Ｒ・ジャヤワルダナさんは、
日本への請求権を放棄しました。もちろん、
セイロンは大きな被害を受けていましたが、
ＪＲさんは「憎悪は憎悪によってやまないが、
愛によってやむ」という仏陀の言葉を引用
し、「この条約の目的は、日本を自由にする
ことだ」と言いました。このとき、日本の代
表、吉田茂は涙を流したと言われます。この
ようなことがあり、戦後、日本が正式に外交
関係を結んだ最初の国がスリランカです。
　私は日本に来て５年になります。この間、
私は日本人からいろんなことを学びました。
その中で、私の人生、特に考え方を変え、そ
して、すごく興味を持つようになった一つに
宮澤賢治の詩があります。最後に、宮澤賢治
の「雨ニモマケズ」の詩を朗読します。
　「雨ニモマケズ」を朗読

「スリランカと日本について」

◇ゲストスピーチ 米山記念奨学生  ラナワカゲ・チャミラ・デシャニ 氏

◇６月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　島村　信一
　武吉　佳月
 ● 配偶者誕生日
　近森　順子　　近森　東香　　柳澤　順子
　野志　久美
 ● 家庭記念日
　永野　正将　　西森　　大　　前川美智子
　野町　和也　　八田　聡子　
 ● 入会記念日
　石川　　健　　大川内孝典　　岡本　裕史
　西森やよい　　岡　　朝男　　島村　信一
　竹村　克彦　　山本　庸平　　武吉　佳月
　岡﨑　勇樹
◇親睦委員会より
・２日の野外レクレーションに、お子さんを

含めて50名を超える参加をいただきありが
とうございました。寺村さん、送迎等々お
世話になりました。ありがとうございまし
た。

・９日の日曜日、今年度最後のゴルフコンペ
を行います。参加者はよろしくお願いいた
します。

◇山村稔晴氏（高知西ＲＣ）挨拶
　先般お世話になりまし
た、天皇皇后両陛下（現・
上皇上皇后両陛下）をお
迎えしたときの冊子が、
宮内庁の許可をいただき
ようやく発行できました。

お手元にお届けしていますので、どうぞご覧
ください。
◇米山記念奨学生のレティ・フィエンさんに

奨学金をお渡ししました。
◇近森淳二会員退会挨拶

　今から13年前（平成18
年７月）に入会させてい
ただき、最初は右も左も
何も分からずの小生を懇
切丁寧に諸先輩方がご指
導いただき、楽しい13年間

のロータリークラブ活動でした。ひと言でい
いますと、高知東ＲＣは愉快適悦でした。
　５月以降は、公私に多忙のため、この度、
高知東ＲＣを退会することとなりました。本
当にお世話になりました。退会にあたり、松
本幹事、親睦会から温かいお言葉をいただき
ましたが、お気持ちだけをいただきます。
　13年間の長きにわたり、皆さまには大変お
世話になりありがとうございました。
　今後、高知東ＲＣのますますのご発展、並
びに会員の皆さま方のますますのご活躍をお
祈り申し上げ失礼いたします。
◇幹　事　報　告
・米山記念館創立50周年記念式典の開催案内

がきていますので、回覧します。
・本日例会終了後、理事会を行います。

た。心より厚くお礼申し上げます。家内誕生
祝いありがとうございました。
 ● 寺尾正生　日曜日の野外レクレーションへ
参加させていただきありがとうございました。
準備等、大変だったと思います。本当にあり
がとうございました。
 ● 松本隆之　先日、息子とともに野外レクに
参加させていただきました。親睦委員会の皆
さまの多大なるご尽力、寺村さんのご協力、
参加された皆さま方のご協力により、素晴ら
しい事業になったと思います。感動しました。
本当にありがとうございました。
 ● 西森良文　近森会員、同期入会させていた

　スリランカから来ましたラナワカゲ・チャ
ミラ・デシャニと申します。高知工科大学博
士後期課程３年生です。以前は徳島大学医学
部大学院修士でした。学士号はスリランカの

コロンボ大学で取りました。家族は父、母、
兄弟・姉妹が３人の６人です。私は長女で、
父は農業でお米と紅茶を作っています。私は
結婚しています。主人は高知工科大学の博士
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５月22日
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だきましたので、非常に残念です。ますます
のご活躍をご祈念申し上げます。２日の野外
レクは多数の参加ありがとうございました。
親睦委員の皆さま、お世話になりました。親
睦委員長はじめ岡﨑、武吉会員には準備から
大変お世話になりました。日曜だけが雨なの
は誰の行いのせいでしょうか？
 ● 寺村　勉　先日の野外レクレーション、親
睦委員会の皆さん、大変お世話になりました。
とても楽しかったですし、大酔でした。あり
がとうございました。会員の皆さん！ほっと
平山、会社やご家族で、またご利用ください。
 ● 永光男　レクレーション楽しかった。親
睦委員の皆さん、お世話いただきありがとう
ございました。
 ● 西森やよい　先日の野外レクでは、大変お
世話になりました。娘はもうすぐ13歳、息子
はもうすぐ９歳です。皆さまにずっと見守っ
ていただきありがたい限りです。
 ● 中越貴宣　野外レク、楽しかったです。親
睦委員の皆さん、ありがとうございました。
 ● 猿田隆夫　先日の平山小学校のレクレーシ
ョンで親睦委員会の皆さんに上げ膳据え膳の
サービスを受けました。大変お世話になりま
した。また、その２日前の高知新聞に「紫外
線と皮膚」のタイトルで、私の取材記事がカ
ラーで大きく掲載されました。
 ● 島村信一　野外レクの会費の残りです。参
加いただいた会員の皆さまありがとうござい
ました。入会祝いと誕生日のお祝いありがと
うございます。
 ● 前田　博　親睦委員会の皆さま、大変お世
話になりました。平山での１日、孫との楽し
い思い出となりました。
 ● 浦田健治　１年の内半分ぐらいハワイにい
るお客さまに呼ばれて、仕事半分、遊び半分
でハワイに行ってきました。快適でした。
 ● 窪田満里子　親睦委員会の皆さま、大変ご
苦労様でした。また寺村さん、送り迎えあり
がとうございました。デシャニさんの卓話あ

りがとうございました。９月に帰国するそう
です。
 ● 後藤典行　先日は歓迎会で豪華な胡蝶蘭を
いただきありがとうございました。
 ● 武吉佳月　入会とお誕生日のお祝いありが
とうございます。１年は早いものですね。そ
ろそろ誕生日をなくしたい年頃です。
 ● 柳澤光秋　家内誕生日お礼。
 ● 野志征生　妻の誕生日祝いをありがとうご
ざいました。また、先日は歓迎会を開催して
いただき、誠にありがとうございます。
 ● 永野正将　家庭記念祝いありがとうござい
ます。明日で結婚から17年目になります。
 ● 八田聡子　家庭記念日祝いをいただきまし
た。ありがとうございます。皆さんご存知の
とおり、私には家庭がないもので、昨年まで
はいただいていなかったのですが、何の記念
日でも良いと言われたので、今年から高知に
着任した６月24日を「上陸記念日」として、
登録させていただきました。
 ● 石川　健　入会記念祝っていただきありが
とうございました。
 ● 大川内孝典　入会記念のお祝いありがとう
ございます。７年目に入ります。今後もよろ
しくお願いします。
 ● 岡　　朝男　入会して４年になりました。
これからもよろしくお願いします。
 ● 岡﨑勇樹　今月の最終夜間例会で丸１年と
なります。あっという間の１年でした。これ
からもどうぞよろしくお願いいたします。
 ● 西村美香　入会して早いもので２年が経ち
ました。不勉強なままでのＳＡＡで皆さまに
はご迷惑をおかけし、お叱りをいただくこと
もありました。そんなＳＡＡも今月で終わり
です。かなりホッとしているところですが、
これからもどうぞ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　２件

東ＲＣ 野外レクリエーション
2019年６月２日㈰　於：ほっと平山



◇出席率報告

 ● 山村稔晴（高知西ＲＣ）天皇行幸啓の件で
は大変お世話様いただきお礼申し上げます。
今日はスピーチの時間を、ありがたく存じま
す。息子が大変お世話になっております。何
とぞよろしく。
 ● 近森淳二　13年間、大変お世話になりまし
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本日　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

次週　６月19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2423回　例会報告／令和元年６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。
２日に、野外レクレーシ
ョンが行われ、会員のお
子さん、お孫さんが多く
参加され、みんながすぐ
に溶け込み、仲良くなっ

て、非常に和やかな雰囲気の中で終了できま
した。親睦委員会の方には下見に行ったり、
当日は先乗りをして炭をおこすなどの準備、
後片付け等々、お世話になりました。また、
寺村さんにはマイクロバスによる送り迎えな
ど、皆さんのご協力、本当にありがとうござ
いました。
　中には、お酒を飲み過ぎて寝込んでしまい、
生存確認が必要な方もいましたが、事故もな
く素晴らしい野外レクレーションでした。
　先週、西内さんの卓話の中で、RYLAセミ
ナーに参加して、ガバナーや委員長に関わり
なくロータリアンがみんな平等に活動してい
ることに感動したというお話がありました。
私も数週間前に旅行先で同業者の社長ご夫妻
と話をする機会がありました。そのご夫妻は
世界中を旅行されていますが、何年か前キュ
ーバを訪れたとき、北朝鮮の政府関係者が同
じ食堂にきていたそうです。キューバでは、
配給制でみんな並んで食べ物を取るようにな

っているようですが、北朝鮮の人たちは、何
で我々が取りに行かなければならないんだと
言って動かない。そこで、キューバの高官が
北朝鮮の人たちに「私たちの社会主義とあな
たたちの社会主義は、どうしてこんなに違う
んだろう。君たちも一緒に平等に取りに行く
のが本当の社会主義ではないのか」と言う
と、最後は、北朝鮮の人たちも並んで食事を
したそうです。
　北朝鮮は革命が起こって社会主義国になっ
たけれども、いいとこ取りをしているし、世
襲など王朝文化の名残が残った中での社会主
義ですので、同じ社会主義でもいろんな違い
があるということを勉強させてもらいました。
◇来訪ロータリアン
　高知ＲＣ　　　河野弘訓氏
　高知西ＲＣ　　山村稔晴氏
　高知北ＲＣ　　岡村憲尚氏
◇お　客　様
　米山記念奨学生
　　ラナワカゲ・チャミラ・デシャニさん
　　レ・ティ・フィエンさん
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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

1,325,660円

102,801円

1,428,461円

21,689円

300円

21,989円

1,347,349円

103,101円

1,450,450円

チビニコ 合　計

６月５日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
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　　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

後期課程を卒業して、今スリランカの大学で
化学の先生をしています。
　スリランカ民主社会主義共和国は、インド
の南にあり、インド洋の真珠と言われる島で
す。北海道の８割ぐらいの面積に、約2,000
万人が暮らしています。公用語はシンハラ
語、タミル語、英語。国民の７割が仏教徒で
す。スリランカは光輝く島という意味で、か
つてはセイロンと呼ばれています。ただ、日
本には余りスリランカは知られていません。
それは、スリランカが長きにわたって内戦状
態にあったため、観光、貿易、経済が難しい
状況にありました。しかし、30年におよんだ
不幸な内戦は2009年に終わり、それまでの停
滞を一気に晴らすかのように、その後のスリ
ランカの発展には目を見張るものがあります。
2010年、ニューヨークタイムスが世界で最も
行ってみたい観光地の１位に選びました。
　この小さな島に八つの世界遺産が存在しま
す。シギリヤロックは５世紀後半、シンハラ
王朝の王、カッサパ１世が築いた宮殿で、ス
リランカ観光では一番の人気があります。急
な階段を上って頂上に立つと360度見渡せて、
まるで天空の城にいる気分になります。次が
シンハラ王朝最後の都が置かれた町で、町全
体が世界遺産に指定されているキャンディで
す。ここには1603年に建てられた仏陀の歯を
まつる仏歯寺があり、多くの仏教徒たちが祈
りを捧げるために訪れます。
　さて、皆さんは嫌なことをされたら許すこ

とができますか。どんなことをされると許せ
なくなりますか。どうしてこのようなことを
聞くかというと、スリランカと日本の歴史に
関係があるからです。
　1951年、サンフランシスコ講和会議のとき、
セイロンの代表だったＪ・Ｒ・ジャヤワルダ
ナさんは、日本に大きな許しを与えました。
第二次世界大戦中、日本は、当時イギリスの
植民地だった、当時のセイロンを攻撃しまし
た。終戦後、日本は被害を与えた国に賠償を
するわけですが、セイロンにも日本への賠償
請求権が与えられました。しかし、当時セイ
ロン代表のＪ・Ｒ・ジャヤワルダナさんは、
日本への請求権を放棄しました。もちろん、
セイロンは大きな被害を受けていましたが、
ＪＲさんは「憎悪は憎悪によってやまないが、
愛によってやむ」という仏陀の言葉を引用
し、「この条約の目的は、日本を自由にする
ことだ」と言いました。このとき、日本の代
表、吉田茂は涙を流したと言われます。この
ようなことがあり、戦後、日本が正式に外交
関係を結んだ最初の国がスリランカです。
　私は日本に来て５年になります。この間、
私は日本人からいろんなことを学びました。
その中で、私の人生、特に考え方を変え、そ
して、すごく興味を持つようになった一つに
宮澤賢治の詩があります。最後に、宮澤賢治
の「雨ニモマケズ」の詩を朗読します。
　「雨ニモマケズ」を朗読

「スリランカと日本について」

◇ゲストスピーチ 米山記念奨学生  ラナワカゲ・チャミラ・デシャニ 氏

◇６月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　島村　信一
　武吉　佳月
 ● 配偶者誕生日
　近森　順子　　近森　東香　　柳澤　順子
　野志　久美
 ● 家庭記念日
　永野　正将　　西森　　大　　前川美智子
　野町　和也　　八田　聡子　
 ● 入会記念日
　石川　　健　　大川内孝典　　岡本　裕史
　西森やよい　　岡　　朝男　　島村　信一
　竹村　克彦　　山本　庸平　　武吉　佳月
　岡﨑　勇樹
◇親睦委員会より
・２日の野外レクレーションに、お子さんを

含めて50名を超える参加をいただきありが
とうございました。寺村さん、送迎等々お
世話になりました。ありがとうございまし
た。

・９日の日曜日、今年度最後のゴルフコンペ
を行います。参加者はよろしくお願いいた
します。

◇山村稔晴氏（高知西ＲＣ）挨拶
　先般お世話になりまし
た、天皇皇后両陛下（現・
上皇上皇后両陛下）をお
迎えしたときの冊子が、
宮内庁の許可をいただき
ようやく発行できました。

お手元にお届けしていますので、どうぞご覧
ください。
◇米山記念奨学生のレティ・フィエンさんに

奨学金をお渡ししました。
◇近森淳二会員退会挨拶

　今から13年前（平成18
年７月）に入会させてい
ただき、最初は右も左も
何も分からずの小生を懇
切丁寧に諸先輩方がご指
導いただき、楽しい13年間

のロータリークラブ活動でした。ひと言でい
いますと、高知東ＲＣは愉快適悦でした。
　５月以降は、公私に多忙のため、この度、
高知東ＲＣを退会することとなりました。本
当にお世話になりました。退会にあたり、松
本幹事、親睦会から温かいお言葉をいただき
ましたが、お気持ちだけをいただきます。
　13年間の長きにわたり、皆さまには大変お
世話になりありがとうございました。
　今後、高知東ＲＣのますますのご発展、並
びに会員の皆さま方のますますのご活躍をお
祈り申し上げ失礼いたします。
◇幹　事　報　告
・米山記念館創立50周年記念式典の開催案内

がきていますので、回覧します。
・本日例会終了後、理事会を行います。

た。心より厚くお礼申し上げます。家内誕生
祝いありがとうございました。
 ● 寺尾正生　日曜日の野外レクレーションへ
参加させていただきありがとうございました。
準備等、大変だったと思います。本当にあり
がとうございました。
 ● 松本隆之　先日、息子とともに野外レクに
参加させていただきました。親睦委員会の皆
さまの多大なるご尽力、寺村さんのご協力、
参加された皆さま方のご協力により、素晴ら
しい事業になったと思います。感動しました。
本当にありがとうございました。
 ● 西森良文　近森会員、同期入会させていた

　スリランカから来ましたラナワカゲ・チャ
ミラ・デシャニと申します。高知工科大学博
士後期課程３年生です。以前は徳島大学医学
部大学院修士でした。学士号はスリランカの

コロンボ大学で取りました。家族は父、母、
兄弟・姉妹が３人の６人です。私は長女で、
父は農業でお米と紅茶を作っています。私は
結婚しています。主人は高知工科大学の博士
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だきましたので、非常に残念です。ますます
のご活躍をご祈念申し上げます。２日の野外
レクは多数の参加ありがとうございました。
親睦委員の皆さま、お世話になりました。親
睦委員長はじめ岡﨑、武吉会員には準備から
大変お世話になりました。日曜だけが雨なの
は誰の行いのせいでしょうか？
 ● 寺村　勉　先日の野外レクレーション、親
睦委員会の皆さん、大変お世話になりました。
とても楽しかったですし、大酔でした。あり
がとうございました。会員の皆さん！ほっと
平山、会社やご家族で、またご利用ください。
 ● 永光男　レクレーション楽しかった。親
睦委員の皆さん、お世話いただきありがとう
ございました。
 ● 西森やよい　先日の野外レクでは、大変お
世話になりました。娘はもうすぐ13歳、息子
はもうすぐ９歳です。皆さまにずっと見守っ
ていただきありがたい限りです。
 ● 中越貴宣　野外レク、楽しかったです。親
睦委員の皆さん、ありがとうございました。
 ● 猿田隆夫　先日の平山小学校のレクレーシ
ョンで親睦委員会の皆さんに上げ膳据え膳の
サービスを受けました。大変お世話になりま
した。また、その２日前の高知新聞に「紫外
線と皮膚」のタイトルで、私の取材記事がカ
ラーで大きく掲載されました。
 ● 島村信一　野外レクの会費の残りです。参
加いただいた会員の皆さまありがとうござい
ました。入会祝いと誕生日のお祝いありがと
うございます。
 ● 前田　博　親睦委員会の皆さま、大変お世
話になりました。平山での１日、孫との楽し
い思い出となりました。
 ● 浦田健治　１年の内半分ぐらいハワイにい
るお客さまに呼ばれて、仕事半分、遊び半分
でハワイに行ってきました。快適でした。
 ● 窪田満里子　親睦委員会の皆さま、大変ご
苦労様でした。また寺村さん、送り迎えあり
がとうございました。デシャニさんの卓話あ

りがとうございました。９月に帰国するそう
です。
 ● 後藤典行　先日は歓迎会で豪華な胡蝶蘭を
いただきありがとうございました。
 ● 武吉佳月　入会とお誕生日のお祝いありが
とうございます。１年は早いものですね。そ
ろそろ誕生日をなくしたい年頃です。
 ● 柳澤光秋　家内誕生日お礼。
 ● 野志征生　妻の誕生日祝いをありがとうご
ざいました。また、先日は歓迎会を開催して
いただき、誠にありがとうございます。
 ● 永野正将　家庭記念祝いありがとうござい
ます。明日で結婚から17年目になります。
 ● 八田聡子　家庭記念日祝いをいただきまし
た。ありがとうございます。皆さんご存知の
とおり、私には家庭がないもので、昨年まで
はいただいていなかったのですが、何の記念
日でも良いと言われたので、今年から高知に
着任した６月24日を「上陸記念日」として、
登録させていただきました。
 ● 石川　健　入会記念祝っていただきありが
とうございました。
 ● 大川内孝典　入会記念のお祝いありがとう
ございます。７年目に入ります。今後もよろ
しくお願いします。
 ● 岡　　朝男　入会して４年になりました。
これからもよろしくお願いします。
 ● 岡﨑勇樹　今月の最終夜間例会で丸１年と
なります。あっという間の１年でした。これ
からもどうぞよろしくお願いいたします。
 ● 西村美香　入会して早いもので２年が経ち
ました。不勉強なままでのＳＡＡで皆さまに
はご迷惑をおかけし、お叱りをいただくこと
もありました。そんなＳＡＡも今月で終わり
です。かなりホッとしているところですが、
これからもどうぞ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　２件

東ＲＣ 野外レクリエーション
2019年６月２日㈰　於：ほっと平山



◇出席率報告

 ● 山村稔晴（高知西ＲＣ）天皇行幸啓の件で
は大変お世話様いただきお礼申し上げます。
今日はスピーチの時間を、ありがたく存じま
す。息子が大変お世話になっております。何
とぞよろしく。
 ● 近森淳二　13年間、大変お世話になりまし
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本日　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

次週　６月19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2423回　例会報告／令和元年６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。
２日に、野外レクレーシ
ョンが行われ、会員のお
子さん、お孫さんが多く
参加され、みんながすぐ
に溶け込み、仲良くなっ

て、非常に和やかな雰囲気の中で終了できま
した。親睦委員会の方には下見に行ったり、
当日は先乗りをして炭をおこすなどの準備、
後片付け等々、お世話になりました。また、
寺村さんにはマイクロバスによる送り迎えな
ど、皆さんのご協力、本当にありがとうござ
いました。
　中には、お酒を飲み過ぎて寝込んでしまい、
生存確認が必要な方もいましたが、事故もな
く素晴らしい野外レクレーションでした。
　先週、西内さんの卓話の中で、RYLAセミ
ナーに参加して、ガバナーや委員長に関わり
なくロータリアンがみんな平等に活動してい
ることに感動したというお話がありました。
私も数週間前に旅行先で同業者の社長ご夫妻
と話をする機会がありました。そのご夫妻は
世界中を旅行されていますが、何年か前キュ
ーバを訪れたとき、北朝鮮の政府関係者が同
じ食堂にきていたそうです。キューバでは、
配給制でみんな並んで食べ物を取るようにな

っているようですが、北朝鮮の人たちは、何
で我々が取りに行かなければならないんだと
言って動かない。そこで、キューバの高官が
北朝鮮の人たちに「私たちの社会主義とあな
たたちの社会主義は、どうしてこんなに違う
んだろう。君たちも一緒に平等に取りに行く
のが本当の社会主義ではないのか」と言う
と、最後は、北朝鮮の人たちも並んで食事を
したそうです。
　北朝鮮は革命が起こって社会主義国になっ
たけれども、いいとこ取りをしているし、世
襲など王朝文化の名残が残った中での社会主
義ですので、同じ社会主義でもいろんな違い
があるということを勉強させてもらいました。
◇来訪ロータリアン
　高知ＲＣ　　　河野弘訓氏
　高知西ＲＣ　　山村稔晴氏
　高知北ＲＣ　　岡村憲尚氏
◇お　客　様
　米山記念奨学生
　　ラナワカゲ・チャミラ・デシャニさん
　　レ・ティ・フィエンさん
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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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チビニコ 合　計

６月５日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
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　　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

後期課程を卒業して、今スリランカの大学で
化学の先生をしています。
　スリランカ民主社会主義共和国は、インド
の南にあり、インド洋の真珠と言われる島で
す。北海道の８割ぐらいの面積に、約2,000
万人が暮らしています。公用語はシンハラ
語、タミル語、英語。国民の７割が仏教徒で
す。スリランカは光輝く島という意味で、か
つてはセイロンと呼ばれています。ただ、日
本には余りスリランカは知られていません。
それは、スリランカが長きにわたって内戦状
態にあったため、観光、貿易、経済が難しい
状況にありました。しかし、30年におよんだ
不幸な内戦は2009年に終わり、それまでの停
滞を一気に晴らすかのように、その後のスリ
ランカの発展には目を見張るものがあります。
2010年、ニューヨークタイムスが世界で最も
行ってみたい観光地の１位に選びました。
　この小さな島に八つの世界遺産が存在しま
す。シギリヤロックは５世紀後半、シンハラ
王朝の王、カッサパ１世が築いた宮殿で、ス
リランカ観光では一番の人気があります。急
な階段を上って頂上に立つと360度見渡せて、
まるで天空の城にいる気分になります。次が
シンハラ王朝最後の都が置かれた町で、町全
体が世界遺産に指定されているキャンディで
す。ここには1603年に建てられた仏陀の歯を
まつる仏歯寺があり、多くの仏教徒たちが祈
りを捧げるために訪れます。
　さて、皆さんは嫌なことをされたら許すこ

とができますか。どんなことをされると許せ
なくなりますか。どうしてこのようなことを
聞くかというと、スリランカと日本の歴史に
関係があるからです。
　1951年、サンフランシスコ講和会議のとき、
セイロンの代表だったＪ・Ｒ・ジャヤワルダ
ナさんは、日本に大きな許しを与えました。
第二次世界大戦中、日本は、当時イギリスの
植民地だった、当時のセイロンを攻撃しまし
た。終戦後、日本は被害を与えた国に賠償を
するわけですが、セイロンにも日本への賠償
請求権が与えられました。しかし、当時セイ
ロン代表のＪ・Ｒ・ジャヤワルダナさんは、
日本への請求権を放棄しました。もちろん、
セイロンは大きな被害を受けていましたが、
ＪＲさんは「憎悪は憎悪によってやまないが、
愛によってやむ」という仏陀の言葉を引用
し、「この条約の目的は、日本を自由にする
ことだ」と言いました。このとき、日本の代
表、吉田茂は涙を流したと言われます。この
ようなことがあり、戦後、日本が正式に外交
関係を結んだ最初の国がスリランカです。
　私は日本に来て５年になります。この間、
私は日本人からいろんなことを学びました。
その中で、私の人生、特に考え方を変え、そ
して、すごく興味を持つようになった一つに
宮澤賢治の詩があります。最後に、宮澤賢治
の「雨ニモマケズ」の詩を朗読します。
　「雨ニモマケズ」を朗読

「スリランカと日本について」

◇ゲストスピーチ 米山記念奨学生  ラナワカゲ・チャミラ・デシャニ 氏

◇６月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　島村　信一
　武吉　佳月
 ● 配偶者誕生日
　近森　順子　　近森　東香　　柳澤　順子
　野志　久美
 ● 家庭記念日
　永野　正将　　西森　　大　　前川美智子
　野町　和也　　八田　聡子　
 ● 入会記念日
　石川　　健　　大川内孝典　　岡本　裕史
　西森やよい　　岡　　朝男　　島村　信一
　竹村　克彦　　山本　庸平　　武吉　佳月
　岡﨑　勇樹
◇親睦委員会より
・２日の野外レクレーションに、お子さんを

含めて50名を超える参加をいただきありが
とうございました。寺村さん、送迎等々お
世話になりました。ありがとうございまし
た。

・９日の日曜日、今年度最後のゴルフコンペ
を行います。参加者はよろしくお願いいた
します。

◇山村稔晴氏（高知西ＲＣ）挨拶
　先般お世話になりまし
た、天皇皇后両陛下（現・
上皇上皇后両陛下）をお
迎えしたときの冊子が、
宮内庁の許可をいただき
ようやく発行できました。

お手元にお届けしていますので、どうぞご覧
ください。
◇米山記念奨学生のレティ・フィエンさんに

奨学金をお渡ししました。
◇近森淳二会員退会挨拶

　今から13年前（平成18
年７月）に入会させてい
ただき、最初は右も左も
何も分からずの小生を懇
切丁寧に諸先輩方がご指
導いただき、楽しい13年間

のロータリークラブ活動でした。ひと言でい
いますと、高知東ＲＣは愉快適悦でした。
　５月以降は、公私に多忙のため、この度、
高知東ＲＣを退会することとなりました。本
当にお世話になりました。退会にあたり、松
本幹事、親睦会から温かいお言葉をいただき
ましたが、お気持ちだけをいただきます。
　13年間の長きにわたり、皆さまには大変お
世話になりありがとうございました。
　今後、高知東ＲＣのますますのご発展、並
びに会員の皆さま方のますますのご活躍をお
祈り申し上げ失礼いたします。
◇幹　事　報　告
・米山記念館創立50周年記念式典の開催案内

がきていますので、回覧します。
・本日例会終了後、理事会を行います。

た。心より厚くお礼申し上げます。家内誕生
祝いありがとうございました。
 ● 寺尾正生　日曜日の野外レクレーションへ
参加させていただきありがとうございました。
準備等、大変だったと思います。本当にあり
がとうございました。
 ● 松本隆之　先日、息子とともに野外レクに
参加させていただきました。親睦委員会の皆
さまの多大なるご尽力、寺村さんのご協力、
参加された皆さま方のご協力により、素晴ら
しい事業になったと思います。感動しました。
本当にありがとうございました。
 ● 西森良文　近森会員、同期入会させていた

　スリランカから来ましたラナワカゲ・チャ
ミラ・デシャニと申します。高知工科大学博
士後期課程３年生です。以前は徳島大学医学
部大学院修士でした。学士号はスリランカの

コロンボ大学で取りました。家族は父、母、
兄弟・姉妹が３人の６人です。私は長女で、
父は農業でお米と紅茶を作っています。私は
結婚しています。主人は高知工科大学の博士
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だきましたので、非常に残念です。ますます
のご活躍をご祈念申し上げます。２日の野外
レクは多数の参加ありがとうございました。
親睦委員の皆さま、お世話になりました。親
睦委員長はじめ岡﨑、武吉会員には準備から
大変お世話になりました。日曜だけが雨なの
は誰の行いのせいでしょうか？
 ● 寺村　勉　先日の野外レクレーション、親
睦委員会の皆さん、大変お世話になりました。
とても楽しかったですし、大酔でした。あり
がとうございました。会員の皆さん！ほっと
平山、会社やご家族で、またご利用ください。
 ● 永光男　レクレーション楽しかった。親
睦委員の皆さん、お世話いただきありがとう
ございました。
 ● 西森やよい　先日の野外レクでは、大変お
世話になりました。娘はもうすぐ13歳、息子
はもうすぐ９歳です。皆さまにずっと見守っ
ていただきありがたい限りです。
 ● 中越貴宣　野外レク、楽しかったです。親
睦委員の皆さん、ありがとうございました。
 ● 猿田隆夫　先日の平山小学校のレクレーシ
ョンで親睦委員会の皆さんに上げ膳据え膳の
サービスを受けました。大変お世話になりま
した。また、その２日前の高知新聞に「紫外
線と皮膚」のタイトルで、私の取材記事がカ
ラーで大きく掲載されました。
 ● 島村信一　野外レクの会費の残りです。参
加いただいた会員の皆さまありがとうござい
ました。入会祝いと誕生日のお祝いありがと
うございます。
 ● 前田　博　親睦委員会の皆さま、大変お世
話になりました。平山での１日、孫との楽し
い思い出となりました。
 ● 浦田健治　１年の内半分ぐらいハワイにい
るお客さまに呼ばれて、仕事半分、遊び半分
でハワイに行ってきました。快適でした。
 ● 窪田満里子　親睦委員会の皆さま、大変ご
苦労様でした。また寺村さん、送り迎えあり
がとうございました。デシャニさんの卓話あ

りがとうございました。９月に帰国するそう
です。
 ● 後藤典行　先日は歓迎会で豪華な胡蝶蘭を
いただきありがとうございました。
 ● 武吉佳月　入会とお誕生日のお祝いありが
とうございます。１年は早いものですね。そ
ろそろ誕生日をなくしたい年頃です。
 ● 柳澤光秋　家内誕生日お礼。
 ● 野志征生　妻の誕生日祝いをありがとうご
ざいました。また、先日は歓迎会を開催して
いただき、誠にありがとうございます。
 ● 永野正将　家庭記念祝いありがとうござい
ます。明日で結婚から17年目になります。
 ● 八田聡子　家庭記念日祝いをいただきまし
た。ありがとうございます。皆さんご存知の
とおり、私には家庭がないもので、昨年まで
はいただいていなかったのですが、何の記念
日でも良いと言われたので、今年から高知に
着任した６月24日を「上陸記念日」として、
登録させていただきました。
 ● 石川　健　入会記念祝っていただきありが
とうございました。
 ● 大川内孝典　入会記念のお祝いありがとう
ございます。７年目に入ります。今後もよろ
しくお願いします。
 ● 岡　　朝男　入会して４年になりました。
これからもよろしくお願いします。
 ● 岡﨑勇樹　今月の最終夜間例会で丸１年と
なります。あっという間の１年でした。これ
からもどうぞよろしくお願いいたします。
 ● 西村美香　入会して早いもので２年が経ち
ました。不勉強なままでのＳＡＡで皆さまに
はご迷惑をおかけし、お叱りをいただくこと
もありました。そんなＳＡＡも今月で終わり
です。かなりホッとしているところですが、
これからもどうぞ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　２件

東ＲＣ 野外レクリエーション
2019年６月２日㈰　於：ほっと平山


