
◇出席率報告

 ● 門田幹夫（高知第Ⅰ分区ガバナー補佐）　

高知東ロータリークラブ週報
第2378号

060月19日.2019

本日　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

次週　６月26日㈬ 18：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　最　　終　　夜　　間　　例　　会

第2424回　例会報告／令和元年６月12日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんにちは。
例会も残すところ３回、
少し名残惜しいところも
ありますが、本心はほっ
としています。本日は委
員会活動報告です。１年

間の成果を各委員会から発表をしていただき
ます。よろしくお願いします。また、先日の
RYLAセミナーに参加されたお二人から報告
をしていただきます。
　滅多に庭には出ない私ですが、このバラの
季節は庭に出て10分から20分、腰かけてぼー
っとしています。バラが終わるとアジサイが
咲きます。アジサイは移り気だとかいろいろ
な花言葉がありますが、無情という花言葉も
あるようです。そのアジサイの句を何十年も
前に見て、うろ覚えですが、これが誰の句か
分かりません。もし、知っている方があれば
教えていただきたいと思います。「紫陽花や
昨日の誠　今日の嘘」（久松会員より正岡子
規作と教えていただきました）
◇来訪ロータリアン
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
　高知南ＲＣ　高知第Ⅰ分区ガバナー補佐
　　門田幹夫 氏

◇門田幹夫高知第Ⅰ分区ガバナー補佐挨拶
　いよいよガバナー補佐
の仕事も今月末で終わり
です。退任のご挨拶はガ
バナー月信の６月号に掲
載されていますので、今
日はひと言だけ。

　今年は、当クラブへのガバナー公式訪問が
７月11日に行われました。そのため、まだ私
の任期に入っていない６月20日、東ロータ
リーさんにはご無理を申し上げて訪問させて
いただきました。お礼を申し上げます。ま
た、ＩＭについてもご協力いただき無事に終
了できました。何分、初めてのことで十分な
ことはできませんでしたが、今後ともよろし
くお願いいたします。
　本日は最後ですので、サンディエゴの研修
から帰ったガバナーにいただいたネクタイを
して、ご挨拶にまいりました。どうもありが
とうございました。
◇次年度国際奉仕委員会より
・短期交換留学生のウェルカムパーティが、

７月10日18時半から得月樓で開催されます。
ご参加をお願いします。

・長期交換留学生の受け入れについて、個別
にお願いしてきましたがなかなか承諾を得
られず非常に困っています。来年２月末か
ら５月末の受け入れ予定ですので、ご協力
をよろしくお願いいたします。
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６月12日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
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

３．９月５日、県警本部生活安全課の３名の
方に「不信なはがきに注意」、振り込めの
寸劇と卓話をしていただきました。

４．12月14日、県警の方と合同24名で、帯屋
町商店街にて商店と通行人に防犯ブザーを
200個配布。

５．四国八十八カ所のための活動に１万円を
寄付。

６．１月13日、水曜会の大丸前新春バザーの
手伝い。

７．新規事業で、ハト公害に迷惑している方
のために、長年の経験と知識、技術を結集
し、ハトを捕まえる箱を作りましたが、野
鳥等を捕まえると罰せられることが分か
り、幻の事業となりました。

◎職業奉仕委員会（発表：猿田隆夫）
・１月16日、本田博巳パ
　ストガバナーの「職業
　奉仕はロータリーの根
　幹か？」の論文につい
　て、私が卓話を行った。
・１月30日、称名寺にお

いて職場例会を行い、早瀬会員に「ロータ
リーと称名寺本堂の関係」と題して卓話を
お願いした。

・「四つのテスト」の推進…毎月第１例会で
唱和。

・２人の新会員に「四つのテスト」の綱領と
ロータリアンの職業奉仕、四つの反省を進呈。

　職業奉仕委員会として、情報集会で職業奉
仕について討論をしたかったのですが、時間
がなくて次期に期待します。
◎青少年奉仕委員会（発表：西内俊介）

・RYLAに舛田さんと滝
　澤さんの２名が参加し
　ました。
・私もRYLAに参加し、
　５月29日に卓話でその
　素晴らしさを報告。

・高知西ローターアクト提唱クラブとして、
高知で４月７日に開催された第２回ロー
ターアクト提唱クラブ連絡協議会に出席。
ローターアクトの会員数が激減し、活動に
支障が出ている問題点と実情を知ることが
できた。

・インターアクトには関与していませんが、

年次大会のＤＶＤを見て、高校生をロータ
リーが支えている一端を見ることができた。

　青少年奉仕をいろんなところで見てきて、
ほんとに一部の熱心なロータリアンの支えを
目の当たりにして、私もしくは当クラブとし
て何ができるかを考えさせられた１年でし
た。貴重な経験をさせていただきました
◎国際奉仕委員会（発表：中平真理子）

１．短期交換留学生の受
　け入れを７月10日から
　14日の４日間、寺尾会
　員に男子２名、窪田会
　員のご紹介の中澤様に
　女子２名を受け入れて

いただいた。
２．７月13日に得月樓でウェルカムパーティ

を行った。
３．今年度、長期交換留学生の受け入れはな

かったが、長期交換運営委員会の永野会員
と連絡を取りながら、今年は順調に留学生
の受け入れが進んだと聞いています。

４．書き損じハガキなど国際関係の寄付活動
は、会員から423枚のハガキを頂き、２万
487円をユネスコに寄付した。　

◎ロータリー財団委員会（発表：野町和也）
　「高知おむつバンク」
の広報活動として、チラ
シとＡ３のポスターを作
成し、県下の社会福祉協
議会等々に配布、掲示。
ポスターは50周年記念式

典でも配布し、成果（１月時点）として、お
むつの寄付が10名、30軒の対象家庭に配布し
た。
　西森やよい前委員長、髙橋次期委員長には、
計画段階からお世話になりました。
◎米山奨学会（発表：窪田満里子）

・皆さまのご協力により、
　年間寄付額を4,000円か
　ら6,000円に変更し33万
　6,000円。特別寄付は、
　５人の講が満了し50万
　円、合計83万6,000円の

寄付を行った。講にご協力いただいた５名
の方、ありがとうございました。

・奨学生卓話として10月31日オユンさん、12

◇RYLAセミナー参加者報告
◎舛田龍希さん（旭ブロック建設㈱）

　私は今まで一人で県外
に行ったことがなく、開
催地である小豆島にも生
まれて初めて行きました。
私は人と話すことや大勢
の人前で話すことも苦手

で、RYLAセミナーの参加者は20歳から40歳
と幅広く、３泊４日という長い期間、知らな
い人と過ごせるだろうかと不安でした。しか
し、同じ班になった方々は、とてもきさくで
フレンドリーな方が多く、楽しく過ごせまし
た。
　このセミナーでは、与えられた課題に対し
て班で話し合い発表するバズセッションがあ
りました。私はなかなか積極的にはできなか
ったのですが、班の方に話を振ってもらって、
意見を言うこともできました。班の中では最
年少ながらどんどん意見を出す方や、職業柄
専門的な知識を持つ方もいて、日常生活では
知り得ないことを知る機会にもなり、とても
勉強になりました。また、自分の至らない点
にも気づかされました。
　これからは、物事を一方的な方向からでは
なく、違う方向からも見ることができるよう
になろうと思います。
◎滝澤彩菜さん（㈱酒井建設）

　参加するにあたり、期
待と大きな不安を持って
いましたが、４日間を終
えてみると想像以上に素
晴らしい体験の連続で、
本当に貴重な時間を過ご

しました。

　セミナーのメインであるバズセッションで
は、仲間13人とカウンセラーお２人と班にな
り、一つのテーマについて討論しました。討
論は朝方まで続きましたが、多種多様な環境
の方がいて、価値観の違いもあり様々な意見
が出て、あっという間に時間が過ぎました。
　班の中で最年少の私は、自ら発言すること
で共感してくれる方も多く、とても嬉しく思
いました。この討論の先にある結果は、一つ
の答えではなく多様な意見を認め、一人では
発想を膨らますことが難しいテーマでも、い
ろいろな考え方が集まると、どこまでも広げ
ていくことができると実感しました。今回の
セミナーで心に残ったのは「私たち一人一人
がよりよく生きる、誇り豊かに生きていくた
めには、今日という１日を大切に生きる」と
いう言葉です。
　たった４日間でしたが、出会えた仲間たち
と過ごした時間は忘れることのない有意義な
ものとなりました。そして、何か新しい自分
を発見できたというよりは、改めて人を信頼
する心や相手を思いやる心の大切さ。勇気を
持って第１歩を踏み出して、多くのことを経
験していくことの大切さを再認識しました。
これからは、どんな場面でも人から信頼され、
何事にも前向きな気持ちを忘れないで生きて
いきます。このような機会に参加させていた
だいたことに感謝の気持ちでいっぱいです。
◇幹　事　報　告
・７月１日から、ジンジャエールを飲むグラ

スを若干小さくして経費節減を図りたいと
思いますので、ご報告します。
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月12日チャンさん、２月20日トールさん、
６月５日デシャニさんに卓話をしていただ
いた。

◎広報・ＩＴ委員会（発表：山村一正）
・各委員会行事の開催に
　ついて、告知・報告を
　ＰＣ上に可能な限り速
　やかに情報をアップし
　た。
・来期は、ＲＣ関連雑誌

を置いていただける会員関係施設を増やす
ことが課題。

・上記二つを基軸に、ＲＣの活動内容を一般
の方に認識していただけたかどうか、情報
回収はできていません。

・例会変更情報等は、メールにて送信
・水曜会をも含む奉仕活動をＳＮＳに掲載す

ることはできていません。
・例会、その他のイベントの写真を撮影し、

東ＲＣホームページにＵＰしています。
・奉仕プロジェクト研究会の活動について、

夜間の情報交換会などの写真もＵＰしてい
ます。

・報道機関に対して、当クラブの活動内容な
どの取材依頼は、現在まで行っていません。

・予算については、サーバーの使用料値上げ
とロータリーの友購読者数の減少で、6000
円ぐらいの値上げが打倒だと考えますが、
今後の検討課題です。

◎親睦委員会（発表：島村信一）
１．夜間例会
　　12月19日忘年夜間例
　会・51名参加、２月６
　日観梅夜間例会・46名
　参加、３月27日花見夜
　間例会・29名参加、４

月18日８ＲＣ合同夜間例会・28名参加、６
月26日最終夜間例会　

２．６月２日、ほっと平山にて野外レクレー
ション　52名参加

３．親睦ゴルフ大会：９月２日・11名参加、
３月17日・15名参加、６月９日・15名参加 

４．東酔会：９月19日・22名参加　　　
５．麻雀大会：５月８日・12名参加
６．歓迎会と送別会：８月８日歓迎会・32名

参加、３月15日送別会・25名参加、５月20
日歓迎会・24名参加

７．水曜会が開催した１月13日の大丸前のバ
ザーの手伝いを行った。

◎雑誌・会報委員会（発表：中西克行）
　ＩＴ・広報委員会と協
力して、例会他各種委員
会等、できる限りロータ
リー活動に関わることに
参加し、記録をとり、週
報でお知らせできるよう

に活動してきましたが、我々ができない部分
は、参加者にフォローもお願いし、会員の皆
さんの協力なしではできないことを実感しま
した。また、事務局の河野さん、飛鳥の西本
さんに助けていただき、感謝申し上げます。
　ロータリー印刷物等の広報活動については、
十分な奨励や告知ができていなかったことを
反省しています。

◇委員会活動実績報告・１

◎社会奉仕委員会（発表：永光男）
　２人の委員が病気療養、
そして退会ということで
１人委員会になりました。
委員会活動において、十
分にできるか苦慮しまし
たが、皆さんのご協力に

より本年度計画した事業は全て問題なく完了
し、役割を果たすことができました。これも
ひとえに、皆さんのお陰とお礼申し上げます。
１．浦戸湾・七河川一斉清掃は７月22日、会

員、ご家族22名参加で行った。
２．平成30年５月30日、平成31年４月24日、

奉仕プロジェクト委員会へ出席。

ニコニコへ。
 ● 寺尾正生　本日は、RYLAセミナー報告に
当社社員が参加させていただきました。あり
がとうございます。　　
 ● 松本隆之　各委員会の皆さま、１年間本当
にありがとうございました。例会もあと２回
です！
 ● 西山忠利　昭和40（1965）年、会社創立以

来54年、今回会長を退き、取締役相談役にな
りました。元気なうちは会社もロータリーも
出席したいと思っております。
 ● 前川美智子　クラブ奉仕委員長としての１
年間、役目を十分に果たすことができず残念
であり、申し訳ございません。しかし、出
席・親睦・雑誌会報・会員増強退会防止・会
員選考・プログラム・広報ＩＴ・ロータリー
情報の各委員会の皆さまには、それぞれの事
業計画の実施に努めていただき感謝申し上げ
ます。本当にありがとうございました。６月
の例会もあと３回、寺尾会長年度をまだまだ
楽しみたいと思いますが、続けての例会欠席
お詫び申し上げ、改めまして、寺尾会長、松
本幹事にはこの１年大変お世話になり、本当
にありがとうございます。
 ● 松野宏司　９日に行われたゴルフ会で、目
下５連勝中の永さんを押さえて優勝しまし
た。たくさんのハンディキャップを頂いての
優勝でした。大叩きしたので心は晴れません。
寺尾会長賞で頂いた古酒「百年の孤独」を孤
独に味わっています。
 ● 永光男　松野さん、ゴルフ優勝おめでと
うございます。打倒永　肩の荷下りた。
 ● 大川内孝典　６月９日㈰親睦ゴルフ大会、
出席された皆さま、お疲れ様でした。親睦委
員の島村様、小比賀様、岡﨑様、武吉様、お

世話になりましてありがとうございました。
永さんの５連覇阻止して優勝された松野さ
んおめでとうございました。
 ● ゴルフ参加一同より　６月９日親睦ゴルフ
コンペを開催し、多数の参加ありがとうござ
いました。ショートホールでワンオンできな
かった人からチャリティとしていただいたの
でニコニコへ！
 ● 福岡満喜子　来期より水曜会の会長を務め
ることとなり、年間５～６回、例会を欠席し
なければなりませんが、メイキャップはしっ
かりしますので、出席委員会さんご心配なく。
 ● 石川　健　弊社・滝澤彩菜が2019年５月23
日～26日、第41回LYRA青少年指導者養成セ
ミナーに参加させていただきました。本日は
発表の機会をいただきありがとうございまし
た。日ごろの本人は、実直にコツコツと業務
をこなすタイプですが、今日の発表を聞きま
して、大きな成長を感じました。これからの
弊社設計部門の中心になってくれると、大い
に期待しています。
 ● 西森　大　結婚記念日をいただきありがと
うございます。
 ● 岡本裕史　入会祝いありがとうございます。
高知県にきて１年がたちました。
 ● 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。

東ＲＣ親睦ゴルフ大会
2019年６月９日㈰　於：高知ゴルフ倶楽部

優勝は、松野さんでした！

2019－2020年度より下記のとおり変更することとなりました。

例会日を毎月第１、第３火曜日とする。
＊第１火曜日　点鐘12：10　　例会場：八幡浜商工会館５階大ホール
＊第３火曜日　点鐘18：30　　例会場：浜味館あたご

【連絡先】八幡浜ロータリークラブ事務局
　　　　　〒96－0048　愛媛県八幡浜市北浜1-3-25 八幡浜商工会館4階
　　　　　　　　　　　　TEL 0894－24－3454　FAX 0894－24－3530

八幡浜ロータリークラブ　例会変更のお知らせ



◇出席率報告

 ● 門田幹夫（高知第Ⅰ分区ガバナー補佐）　

高知東ロータリークラブ週報
第2378号

060月19日.2019

本日　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

次週　６月26日㈬ 18：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　最　　終　　夜　　間　　例　　会

第2424回　例会報告／令和元年６月12日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんにちは。
例会も残すところ３回、
少し名残惜しいところも
ありますが、本心はほっ
としています。本日は委
員会活動報告です。１年

間の成果を各委員会から発表をしていただき
ます。よろしくお願いします。また、先日の
RYLAセミナーに参加されたお二人から報告
をしていただきます。
　滅多に庭には出ない私ですが、このバラの
季節は庭に出て10分から20分、腰かけてぼー
っとしています。バラが終わるとアジサイが
咲きます。アジサイは移り気だとかいろいろ
な花言葉がありますが、無情という花言葉も
あるようです。そのアジサイの句を何十年も
前に見て、うろ覚えですが、これが誰の句か
分かりません。もし、知っている方があれば
教えていただきたいと思います。「紫陽花や
昨日の誠　今日の嘘」（久松会員より正岡子
規作と教えていただきました）
◇来訪ロータリアン
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
　高知南ＲＣ　高知第Ⅰ分区ガバナー補佐
　　門田幹夫 氏

◇門田幹夫高知第Ⅰ分区ガバナー補佐挨拶
　いよいよガバナー補佐
の仕事も今月末で終わり
です。退任のご挨拶はガ
バナー月信の６月号に掲
載されていますので、今
日はひと言だけ。

　今年は、当クラブへのガバナー公式訪問が
７月11日に行われました。そのため、まだ私
の任期に入っていない６月20日、東ロータ
リーさんにはご無理を申し上げて訪問させて
いただきました。お礼を申し上げます。ま
た、ＩＭについてもご協力いただき無事に終
了できました。何分、初めてのことで十分な
ことはできませんでしたが、今後ともよろし
くお願いいたします。
　本日は最後ですので、サンディエゴの研修
から帰ったガバナーにいただいたネクタイを
して、ご挨拶にまいりました。どうもありが
とうございました。
◇次年度国際奉仕委員会より
・短期交換留学生のウェルカムパーティが、

７月10日18時半から得月樓で開催されます。
ご参加をお願いします。

・長期交換留学生の受け入れについて、個別
にお願いしてきましたがなかなか承諾を得
られず非常に困っています。来年２月末か
ら５月末の受け入れ予定ですので、ご協力
をよろしくお願いいたします。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

●会長／寺尾正生　●幹事／松本隆之　●雑誌会報委員／中西克行・西山忠利・関　淑公
●例会日／毎週水曜日12：30PM～1：30PM　●例会場／ザ クラウンパレス新阪急高知　（088）873－1111
●事務所／高知新聞放送会館１階　〒780－8572　高知市本町3－2－15　　　　直通（088）824－8660

　ホームページアドレス（PC・携帯共通）http://www.kochi-east-rc.com
　メールアドレス　事務局／hcrc@coffee.ocn.ne.jp　広報ＩＴ委員会／info@kochi-east-rc.com

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ

1,428,461円

59,300円

1,487,761円

21,989円

6,144円

28,133円

1,450,450円

65,444円

1,515,894円

チビニコ 合　計

６月12日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
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

３．９月５日、県警本部生活安全課の３名の
方に「不信なはがきに注意」、振り込めの
寸劇と卓話をしていただきました。

４．12月14日、県警の方と合同24名で、帯屋
町商店街にて商店と通行人に防犯ブザーを
200個配布。

５．四国八十八カ所のための活動に１万円を
寄付。

６．１月13日、水曜会の大丸前新春バザーの
手伝い。

７．新規事業で、ハト公害に迷惑している方
のために、長年の経験と知識、技術を結集
し、ハトを捕まえる箱を作りましたが、野
鳥等を捕まえると罰せられることが分か
り、幻の事業となりました。

◎職業奉仕委員会（発表：猿田隆夫）
・１月16日、本田博巳パ
　ストガバナーの「職業
　奉仕はロータリーの根
　幹か？」の論文につい
　て、私が卓話を行った。
・１月30日、称名寺にお

いて職場例会を行い、早瀬会員に「ロータ
リーと称名寺本堂の関係」と題して卓話を
お願いした。

・「四つのテスト」の推進…毎月第１例会で
唱和。

・２人の新会員に「四つのテスト」の綱領と
ロータリアンの職業奉仕、四つの反省を進呈。

　職業奉仕委員会として、情報集会で職業奉
仕について討論をしたかったのですが、時間
がなくて次期に期待します。
◎青少年奉仕委員会（発表：西内俊介）

・RYLAに舛田さんと滝
　澤さんの２名が参加し
　ました。
・私もRYLAに参加し、
　５月29日に卓話でその
　素晴らしさを報告。

・高知西ローターアクト提唱クラブとして、
高知で４月７日に開催された第２回ロー
ターアクト提唱クラブ連絡協議会に出席。
ローターアクトの会員数が激減し、活動に
支障が出ている問題点と実情を知ることが
できた。

・インターアクトには関与していませんが、

年次大会のＤＶＤを見て、高校生をロータ
リーが支えている一端を見ることができた。

　青少年奉仕をいろんなところで見てきて、
ほんとに一部の熱心なロータリアンの支えを
目の当たりにして、私もしくは当クラブとし
て何ができるかを考えさせられた１年でし
た。貴重な経験をさせていただきました
◎国際奉仕委員会（発表：中平真理子）

１．短期交換留学生の受
　け入れを７月10日から
　14日の４日間、寺尾会
　員に男子２名、窪田会
　員のご紹介の中澤様に
　女子２名を受け入れて

いただいた。
２．７月13日に得月樓でウェルカムパーティ

を行った。
３．今年度、長期交換留学生の受け入れはな

かったが、長期交換運営委員会の永野会員
と連絡を取りながら、今年は順調に留学生
の受け入れが進んだと聞いています。

４．書き損じハガキなど国際関係の寄付活動
は、会員から423枚のハガキを頂き、２万
487円をユネスコに寄付した。　

◎ロータリー財団委員会（発表：野町和也）
　「高知おむつバンク」
の広報活動として、チラ
シとＡ３のポスターを作
成し、県下の社会福祉協
議会等々に配布、掲示。
ポスターは50周年記念式

典でも配布し、成果（１月時点）として、お
むつの寄付が10名、30軒の対象家庭に配布し
た。
　西森やよい前委員長、髙橋次期委員長には、
計画段階からお世話になりました。
◎米山奨学会（発表：窪田満里子）

・皆さまのご協力により、
　年間寄付額を4,000円か
　ら6,000円に変更し33万
　6,000円。特別寄付は、
　５人の講が満了し50万
　円、合計83万6,000円の

寄付を行った。講にご協力いただいた５名
の方、ありがとうございました。

・奨学生卓話として10月31日オユンさん、12

◇RYLAセミナー参加者報告
◎舛田龍希さん（旭ブロック建設㈱）

　私は今まで一人で県外
に行ったことがなく、開
催地である小豆島にも生
まれて初めて行きました。
私は人と話すことや大勢
の人前で話すことも苦手

で、RYLAセミナーの参加者は20歳から40歳
と幅広く、３泊４日という長い期間、知らな
い人と過ごせるだろうかと不安でした。しか
し、同じ班になった方々は、とてもきさくで
フレンドリーな方が多く、楽しく過ごせまし
た。
　このセミナーでは、与えられた課題に対し
て班で話し合い発表するバズセッションがあ
りました。私はなかなか積極的にはできなか
ったのですが、班の方に話を振ってもらって、
意見を言うこともできました。班の中では最
年少ながらどんどん意見を出す方や、職業柄
専門的な知識を持つ方もいて、日常生活では
知り得ないことを知る機会にもなり、とても
勉強になりました。また、自分の至らない点
にも気づかされました。
　これからは、物事を一方的な方向からでは
なく、違う方向からも見ることができるよう
になろうと思います。
◎滝澤彩菜さん（㈱酒井建設）

　参加するにあたり、期
待と大きな不安を持って
いましたが、４日間を終
えてみると想像以上に素
晴らしい体験の連続で、
本当に貴重な時間を過ご

しました。

　セミナーのメインであるバズセッションで
は、仲間13人とカウンセラーお２人と班にな
り、一つのテーマについて討論しました。討
論は朝方まで続きましたが、多種多様な環境
の方がいて、価値観の違いもあり様々な意見
が出て、あっという間に時間が過ぎました。
　班の中で最年少の私は、自ら発言すること
で共感してくれる方も多く、とても嬉しく思
いました。この討論の先にある結果は、一つ
の答えではなく多様な意見を認め、一人では
発想を膨らますことが難しいテーマでも、い
ろいろな考え方が集まると、どこまでも広げ
ていくことができると実感しました。今回の
セミナーで心に残ったのは「私たち一人一人
がよりよく生きる、誇り豊かに生きていくた
めには、今日という１日を大切に生きる」と
いう言葉です。
　たった４日間でしたが、出会えた仲間たち
と過ごした時間は忘れることのない有意義な
ものとなりました。そして、何か新しい自分
を発見できたというよりは、改めて人を信頼
する心や相手を思いやる心の大切さ。勇気を
持って第１歩を踏み出して、多くのことを経
験していくことの大切さを再認識しました。
これからは、どんな場面でも人から信頼され、
何事にも前向きな気持ちを忘れないで生きて
いきます。このような機会に参加させていた
だいたことに感謝の気持ちでいっぱいです。
◇幹　事　報　告
・７月１日から、ジンジャエールを飲むグラ

スを若干小さくして経費節減を図りたいと
思いますので、ご報告します。
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総数
－6 54
－4 54

出席
37
39

欠席
3
0

メイク
アップ HC出席率

68.52％

74.07％

出席率
93.75％

100％

8
11

月12日チャンさん、２月20日トールさん、
６月５日デシャニさんに卓話をしていただ
いた。

◎広報・ＩＴ委員会（発表：山村一正）
・各委員会行事の開催に
　ついて、告知・報告を
　ＰＣ上に可能な限り速
　やかに情報をアップし
　た。
・来期は、ＲＣ関連雑誌

を置いていただける会員関係施設を増やす
ことが課題。

・上記二つを基軸に、ＲＣの活動内容を一般
の方に認識していただけたかどうか、情報
回収はできていません。

・例会変更情報等は、メールにて送信
・水曜会をも含む奉仕活動をＳＮＳに掲載す

ることはできていません。
・例会、その他のイベントの写真を撮影し、

東ＲＣホームページにＵＰしています。
・奉仕プロジェクト研究会の活動について、

夜間の情報交換会などの写真もＵＰしてい
ます。

・報道機関に対して、当クラブの活動内容な
どの取材依頼は、現在まで行っていません。

・予算については、サーバーの使用料値上げ
とロータリーの友購読者数の減少で、6000
円ぐらいの値上げが打倒だと考えますが、
今後の検討課題です。

◎親睦委員会（発表：島村信一）
１．夜間例会
　　12月19日忘年夜間例
　会・51名参加、２月６
　日観梅夜間例会・46名
　参加、３月27日花見夜
　間例会・29名参加、４

月18日８ＲＣ合同夜間例会・28名参加、６
月26日最終夜間例会　

２．６月２日、ほっと平山にて野外レクレー
ション　52名参加

３．親睦ゴルフ大会：９月２日・11名参加、
３月17日・15名参加、６月９日・15名参加 

４．東酔会：９月19日・22名参加　　　
５．麻雀大会：５月８日・12名参加
６．歓迎会と送別会：８月８日歓迎会・32名

参加、３月15日送別会・25名参加、５月20
日歓迎会・24名参加

７．水曜会が開催した１月13日の大丸前のバ
ザーの手伝いを行った。

◎雑誌・会報委員会（発表：中西克行）
　ＩＴ・広報委員会と協
力して、例会他各種委員
会等、できる限りロータ
リー活動に関わることに
参加し、記録をとり、週
報でお知らせできるよう

に活動してきましたが、我々ができない部分
は、参加者にフォローもお願いし、会員の皆
さんの協力なしではできないことを実感しま
した。また、事務局の河野さん、飛鳥の西本
さんに助けていただき、感謝申し上げます。
　ロータリー印刷物等の広報活動については、
十分な奨励や告知ができていなかったことを
反省しています。

◇委員会活動実績報告・１

◎社会奉仕委員会（発表：永光男）
　２人の委員が病気療養、
そして退会ということで
１人委員会になりました。
委員会活動において、十
分にできるか苦慮しまし
たが、皆さんのご協力に

より本年度計画した事業は全て問題なく完了
し、役割を果たすことができました。これも
ひとえに、皆さんのお陰とお礼申し上げます。
１．浦戸湾・七河川一斉清掃は７月22日、会

員、ご家族22名参加で行った。
２．平成30年５月30日、平成31年４月24日、

奉仕プロジェクト委員会へ出席。

ニコニコへ。
 ● 寺尾正生　本日は、RYLAセミナー報告に
当社社員が参加させていただきました。あり
がとうございます。　　
 ● 松本隆之　各委員会の皆さま、１年間本当
にありがとうございました。例会もあと２回
です！
 ● 西山忠利　昭和40（1965）年、会社創立以

来54年、今回会長を退き、取締役相談役にな
りました。元気なうちは会社もロータリーも
出席したいと思っております。
 ● 前川美智子　クラブ奉仕委員長としての１
年間、役目を十分に果たすことができず残念
であり、申し訳ございません。しかし、出
席・親睦・雑誌会報・会員増強退会防止・会
員選考・プログラム・広報ＩＴ・ロータリー
情報の各委員会の皆さまには、それぞれの事
業計画の実施に努めていただき感謝申し上げ
ます。本当にありがとうございました。６月
の例会もあと３回、寺尾会長年度をまだまだ
楽しみたいと思いますが、続けての例会欠席
お詫び申し上げ、改めまして、寺尾会長、松
本幹事にはこの１年大変お世話になり、本当
にありがとうございます。
 ● 松野宏司　９日に行われたゴルフ会で、目
下５連勝中の永さんを押さえて優勝しまし
た。たくさんのハンディキャップを頂いての
優勝でした。大叩きしたので心は晴れません。
寺尾会長賞で頂いた古酒「百年の孤独」を孤
独に味わっています。
 ● 永光男　松野さん、ゴルフ優勝おめでと
うございます。打倒永　肩の荷下りた。
 ● 大川内孝典　６月９日㈰親睦ゴルフ大会、
出席された皆さま、お疲れ様でした。親睦委
員の島村様、小比賀様、岡﨑様、武吉様、お

世話になりましてありがとうございました。
永さんの５連覇阻止して優勝された松野さ
んおめでとうございました。
 ● ゴルフ参加一同より　６月９日親睦ゴルフ
コンペを開催し、多数の参加ありがとうござ
いました。ショートホールでワンオンできな
かった人からチャリティとしていただいたの
でニコニコへ！
 ● 福岡満喜子　来期より水曜会の会長を務め
ることとなり、年間５～６回、例会を欠席し
なければなりませんが、メイキャップはしっ
かりしますので、出席委員会さんご心配なく。
 ● 石川　健　弊社・滝澤彩菜が2019年５月23
日～26日、第41回LYRA青少年指導者養成セ
ミナーに参加させていただきました。本日は
発表の機会をいただきありがとうございまし
た。日ごろの本人は、実直にコツコツと業務
をこなすタイプですが、今日の発表を聞きま
して、大きな成長を感じました。これからの
弊社設計部門の中心になってくれると、大い
に期待しています。
 ● 西森　大　結婚記念日をいただきありがと
うございます。
 ● 岡本裕史　入会祝いありがとうございます。
高知県にきて１年がたちました。
 ● 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。

東ＲＣ親睦ゴルフ大会
2019年６月９日㈰　於：高知ゴルフ倶楽部

優勝は、松野さんでした！

2019－2020年度より下記のとおり変更することとなりました。

例会日を毎月第１、第３火曜日とする。
＊第１火曜日　点鐘12：10　　例会場：八幡浜商工会館５階大ホール
＊第３火曜日　点鐘18：30　　例会場：浜味館あたご

【連絡先】八幡浜ロータリークラブ事務局
　　　　　〒96－0048　愛媛県八幡浜市北浜1-3-25 八幡浜商工会館4階
　　　　　　　　　　　　TEL 0894－24－3454　FAX 0894－24－3530

八幡浜ロータリークラブ　例会変更のお知らせ



◇出席率報告

 ● 門田幹夫（高知第Ⅰ分区ガバナー補佐）　

高知東ロータリークラブ週報
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本日　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

次週　６月26日㈬ 18：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　最　　終　　夜　　間　　例　　会

第2424回　例会報告／令和元年６月12日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんにちは。
例会も残すところ３回、
少し名残惜しいところも
ありますが、本心はほっ
としています。本日は委
員会活動報告です。１年

間の成果を各委員会から発表をしていただき
ます。よろしくお願いします。また、先日の
RYLAセミナーに参加されたお二人から報告
をしていただきます。
　滅多に庭には出ない私ですが、このバラの
季節は庭に出て10分から20分、腰かけてぼー
っとしています。バラが終わるとアジサイが
咲きます。アジサイは移り気だとかいろいろ
な花言葉がありますが、無情という花言葉も
あるようです。そのアジサイの句を何十年も
前に見て、うろ覚えですが、これが誰の句か
分かりません。もし、知っている方があれば
教えていただきたいと思います。「紫陽花や
昨日の誠　今日の嘘」（久松会員より正岡子
規作と教えていただきました）
◇来訪ロータリアン
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
　高知南ＲＣ　高知第Ⅰ分区ガバナー補佐
　　門田幹夫 氏

◇門田幹夫高知第Ⅰ分区ガバナー補佐挨拶
　いよいよガバナー補佐
の仕事も今月末で終わり
です。退任のご挨拶はガ
バナー月信の６月号に掲
載されていますので、今
日はひと言だけ。

　今年は、当クラブへのガバナー公式訪問が
７月11日に行われました。そのため、まだ私
の任期に入っていない６月20日、東ロータ
リーさんにはご無理を申し上げて訪問させて
いただきました。お礼を申し上げます。ま
た、ＩＭについてもご協力いただき無事に終
了できました。何分、初めてのことで十分な
ことはできませんでしたが、今後ともよろし
くお願いいたします。
　本日は最後ですので、サンディエゴの研修
から帰ったガバナーにいただいたネクタイを
して、ご挨拶にまいりました。どうもありが
とうございました。
◇次年度国際奉仕委員会より
・短期交換留学生のウェルカムパーティが、

７月10日18時半から得月樓で開催されます。
ご参加をお願いします。

・長期交換留学生の受け入れについて、個別
にお願いしてきましたがなかなか承諾を得
られず非常に困っています。来年２月末か
ら５月末の受け入れ予定ですので、ご協力
をよろしくお願いいたします。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST
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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

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ

1,428,461円

59,300円

1,487,761円

21,989円

6,144円

28,133円

1,450,450円

65,444円

1,515,894円

チビニコ 合　計

６月12日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
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

３．９月５日、県警本部生活安全課の３名の
方に「不信なはがきに注意」、振り込めの
寸劇と卓話をしていただきました。

４．12月14日、県警の方と合同24名で、帯屋
町商店街にて商店と通行人に防犯ブザーを
200個配布。

５．四国八十八カ所のための活動に１万円を
寄付。

６．１月13日、水曜会の大丸前新春バザーの
手伝い。

７．新規事業で、ハト公害に迷惑している方
のために、長年の経験と知識、技術を結集
し、ハトを捕まえる箱を作りましたが、野
鳥等を捕まえると罰せられることが分か
り、幻の事業となりました。

◎職業奉仕委員会（発表：猿田隆夫）
・１月16日、本田博巳パ
　ストガバナーの「職業
　奉仕はロータリーの根
　幹か？」の論文につい
　て、私が卓話を行った。
・１月30日、称名寺にお

いて職場例会を行い、早瀬会員に「ロータ
リーと称名寺本堂の関係」と題して卓話を
お願いした。

・「四つのテスト」の推進…毎月第１例会で
唱和。

・２人の新会員に「四つのテスト」の綱領と
ロータリアンの職業奉仕、四つの反省を進呈。

　職業奉仕委員会として、情報集会で職業奉
仕について討論をしたかったのですが、時間
がなくて次期に期待します。
◎青少年奉仕委員会（発表：西内俊介）

・RYLAに舛田さんと滝
　澤さんの２名が参加し
　ました。
・私もRYLAに参加し、
　５月29日に卓話でその
　素晴らしさを報告。

・高知西ローターアクト提唱クラブとして、
高知で４月７日に開催された第２回ロー
ターアクト提唱クラブ連絡協議会に出席。
ローターアクトの会員数が激減し、活動に
支障が出ている問題点と実情を知ることが
できた。

・インターアクトには関与していませんが、

年次大会のＤＶＤを見て、高校生をロータ
リーが支えている一端を見ることができた。

　青少年奉仕をいろんなところで見てきて、
ほんとに一部の熱心なロータリアンの支えを
目の当たりにして、私もしくは当クラブとし
て何ができるかを考えさせられた１年でし
た。貴重な経験をさせていただきました
◎国際奉仕委員会（発表：中平真理子）

１．短期交換留学生の受
　け入れを７月10日から
　14日の４日間、寺尾会
　員に男子２名、窪田会
　員のご紹介の中澤様に
　女子２名を受け入れて

いただいた。
２．７月13日に得月樓でウェルカムパーティ

を行った。
３．今年度、長期交換留学生の受け入れはな

かったが、長期交換運営委員会の永野会員
と連絡を取りながら、今年は順調に留学生
の受け入れが進んだと聞いています。

４．書き損じハガキなど国際関係の寄付活動
は、会員から423枚のハガキを頂き、２万
487円をユネスコに寄付した。　

◎ロータリー財団委員会（発表：野町和也）
　「高知おむつバンク」
の広報活動として、チラ
シとＡ３のポスターを作
成し、県下の社会福祉協
議会等々に配布、掲示。
ポスターは50周年記念式

典でも配布し、成果（１月時点）として、お
むつの寄付が10名、30軒の対象家庭に配布し
た。
　西森やよい前委員長、髙橋次期委員長には、
計画段階からお世話になりました。
◎米山奨学会（発表：窪田満里子）

・皆さまのご協力により、
　年間寄付額を4,000円か
　ら6,000円に変更し33万
　6,000円。特別寄付は、
　５人の講が満了し50万
　円、合計83万6,000円の

寄付を行った。講にご協力いただいた５名
の方、ありがとうございました。

・奨学生卓話として10月31日オユンさん、12

◇RYLAセミナー参加者報告
◎舛田龍希さん（旭ブロック建設㈱）

　私は今まで一人で県外
に行ったことがなく、開
催地である小豆島にも生
まれて初めて行きました。
私は人と話すことや大勢
の人前で話すことも苦手

で、RYLAセミナーの参加者は20歳から40歳
と幅広く、３泊４日という長い期間、知らな
い人と過ごせるだろうかと不安でした。しか
し、同じ班になった方々は、とてもきさくで
フレンドリーな方が多く、楽しく過ごせまし
た。
　このセミナーでは、与えられた課題に対し
て班で話し合い発表するバズセッションがあ
りました。私はなかなか積極的にはできなか
ったのですが、班の方に話を振ってもらって、
意見を言うこともできました。班の中では最
年少ながらどんどん意見を出す方や、職業柄
専門的な知識を持つ方もいて、日常生活では
知り得ないことを知る機会にもなり、とても
勉強になりました。また、自分の至らない点
にも気づかされました。
　これからは、物事を一方的な方向からでは
なく、違う方向からも見ることができるよう
になろうと思います。
◎滝澤彩菜さん（㈱酒井建設）

　参加するにあたり、期
待と大きな不安を持って
いましたが、４日間を終
えてみると想像以上に素
晴らしい体験の連続で、
本当に貴重な時間を過ご

しました。

　セミナーのメインであるバズセッションで
は、仲間13人とカウンセラーお２人と班にな
り、一つのテーマについて討論しました。討
論は朝方まで続きましたが、多種多様な環境
の方がいて、価値観の違いもあり様々な意見
が出て、あっという間に時間が過ぎました。
　班の中で最年少の私は、自ら発言すること
で共感してくれる方も多く、とても嬉しく思
いました。この討論の先にある結果は、一つ
の答えではなく多様な意見を認め、一人では
発想を膨らますことが難しいテーマでも、い
ろいろな考え方が集まると、どこまでも広げ
ていくことができると実感しました。今回の
セミナーで心に残ったのは「私たち一人一人
がよりよく生きる、誇り豊かに生きていくた
めには、今日という１日を大切に生きる」と
いう言葉です。
　たった４日間でしたが、出会えた仲間たち
と過ごした時間は忘れることのない有意義な
ものとなりました。そして、何か新しい自分
を発見できたというよりは、改めて人を信頼
する心や相手を思いやる心の大切さ。勇気を
持って第１歩を踏み出して、多くのことを経
験していくことの大切さを再認識しました。
これからは、どんな場面でも人から信頼され、
何事にも前向きな気持ちを忘れないで生きて
いきます。このような機会に参加させていた
だいたことに感謝の気持ちでいっぱいです。
◇幹　事　報　告
・７月１日から、ジンジャエールを飲むグラ

スを若干小さくして経費節減を図りたいと
思いますので、ご報告します。
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５月29日

総数
－6 54
－4 54

出席
37
39

欠席
3
0

メイク
アップ HC出席率

68.52％

74.07％

出席率
93.75％

100％

8
11

月12日チャンさん、２月20日トールさん、
６月５日デシャニさんに卓話をしていただ
いた。

◎広報・ＩＴ委員会（発表：山村一正）
・各委員会行事の開催に
　ついて、告知・報告を
　ＰＣ上に可能な限り速
　やかに情報をアップし
　た。
・来期は、ＲＣ関連雑誌

を置いていただける会員関係施設を増やす
ことが課題。

・上記二つを基軸に、ＲＣの活動内容を一般
の方に認識していただけたかどうか、情報
回収はできていません。

・例会変更情報等は、メールにて送信
・水曜会をも含む奉仕活動をＳＮＳに掲載す

ることはできていません。
・例会、その他のイベントの写真を撮影し、

東ＲＣホームページにＵＰしています。
・奉仕プロジェクト研究会の活動について、

夜間の情報交換会などの写真もＵＰしてい
ます。

・報道機関に対して、当クラブの活動内容な
どの取材依頼は、現在まで行っていません。

・予算については、サーバーの使用料値上げ
とロータリーの友購読者数の減少で、6000
円ぐらいの値上げが打倒だと考えますが、
今後の検討課題です。

◎親睦委員会（発表：島村信一）
１．夜間例会
　　12月19日忘年夜間例
　会・51名参加、２月６
　日観梅夜間例会・46名
　参加、３月27日花見夜
　間例会・29名参加、４

月18日８ＲＣ合同夜間例会・28名参加、６
月26日最終夜間例会　

２．６月２日、ほっと平山にて野外レクレー
ション　52名参加

３．親睦ゴルフ大会：９月２日・11名参加、
３月17日・15名参加、６月９日・15名参加 

４．東酔会：９月19日・22名参加　　　
５．麻雀大会：５月８日・12名参加
６．歓迎会と送別会：８月８日歓迎会・32名

参加、３月15日送別会・25名参加、５月20
日歓迎会・24名参加

７．水曜会が開催した１月13日の大丸前のバ
ザーの手伝いを行った。

◎雑誌・会報委員会（発表：中西克行）
　ＩＴ・広報委員会と協
力して、例会他各種委員
会等、できる限りロータ
リー活動に関わることに
参加し、記録をとり、週
報でお知らせできるよう

に活動してきましたが、我々ができない部分
は、参加者にフォローもお願いし、会員の皆
さんの協力なしではできないことを実感しま
した。また、事務局の河野さん、飛鳥の西本
さんに助けていただき、感謝申し上げます。
　ロータリー印刷物等の広報活動については、
十分な奨励や告知ができていなかったことを
反省しています。

◇委員会活動実績報告・１

◎社会奉仕委員会（発表：永光男）
　２人の委員が病気療養、
そして退会ということで
１人委員会になりました。
委員会活動において、十
分にできるか苦慮しまし
たが、皆さんのご協力に

より本年度計画した事業は全て問題なく完了
し、役割を果たすことができました。これも
ひとえに、皆さんのお陰とお礼申し上げます。
１．浦戸湾・七河川一斉清掃は７月22日、会

員、ご家族22名参加で行った。
２．平成30年５月30日、平成31年４月24日、

奉仕プロジェクト委員会へ出席。

ニコニコへ。
 ● 寺尾正生　本日は、RYLAセミナー報告に
当社社員が参加させていただきました。あり
がとうございます。　　
 ● 松本隆之　各委員会の皆さま、１年間本当
にありがとうございました。例会もあと２回
です！
 ● 西山忠利　昭和40（1965）年、会社創立以

来54年、今回会長を退き、取締役相談役にな
りました。元気なうちは会社もロータリーも
出席したいと思っております。
 ● 前川美智子　クラブ奉仕委員長としての１
年間、役目を十分に果たすことができず残念
であり、申し訳ございません。しかし、出
席・親睦・雑誌会報・会員増強退会防止・会
員選考・プログラム・広報ＩＴ・ロータリー
情報の各委員会の皆さまには、それぞれの事
業計画の実施に努めていただき感謝申し上げ
ます。本当にありがとうございました。６月
の例会もあと３回、寺尾会長年度をまだまだ
楽しみたいと思いますが、続けての例会欠席
お詫び申し上げ、改めまして、寺尾会長、松
本幹事にはこの１年大変お世話になり、本当
にありがとうございます。
 ● 松野宏司　９日に行われたゴルフ会で、目
下５連勝中の永さんを押さえて優勝しまし
た。たくさんのハンディキャップを頂いての
優勝でした。大叩きしたので心は晴れません。
寺尾会長賞で頂いた古酒「百年の孤独」を孤
独に味わっています。
 ● 永光男　松野さん、ゴルフ優勝おめでと
うございます。打倒永　肩の荷下りた。
 ● 大川内孝典　６月９日㈰親睦ゴルフ大会、
出席された皆さま、お疲れ様でした。親睦委
員の島村様、小比賀様、岡﨑様、武吉様、お

世話になりましてありがとうございました。
永さんの５連覇阻止して優勝された松野さ
んおめでとうございました。
 ● ゴルフ参加一同より　６月９日親睦ゴルフ
コンペを開催し、多数の参加ありがとうござ
いました。ショートホールでワンオンできな
かった人からチャリティとしていただいたの
でニコニコへ！
 ● 福岡満喜子　来期より水曜会の会長を務め
ることとなり、年間５～６回、例会を欠席し
なければなりませんが、メイキャップはしっ
かりしますので、出席委員会さんご心配なく。
 ● 石川　健　弊社・滝澤彩菜が2019年５月23
日～26日、第41回LYRA青少年指導者養成セ
ミナーに参加させていただきました。本日は
発表の機会をいただきありがとうございまし
た。日ごろの本人は、実直にコツコツと業務
をこなすタイプですが、今日の発表を聞きま
して、大きな成長を感じました。これからの
弊社設計部門の中心になってくれると、大い
に期待しています。
 ● 西森　大　結婚記念日をいただきありがと
うございます。
 ● 岡本裕史　入会祝いありがとうございます。
高知県にきて１年がたちました。
 ● 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。

東ＲＣ親睦ゴルフ大会
2019年６月９日㈰　於：高知ゴルフ倶楽部

優勝は、松野さんでした！

2019－2020年度より下記のとおり変更することとなりました。

例会日を毎月第１、第３火曜日とする。
＊第１火曜日　点鐘12：10　　例会場：八幡浜商工会館５階大ホール
＊第３火曜日　点鐘18：30　　例会場：浜味館あたご

【連絡先】八幡浜ロータリークラブ事務局
　　　　　〒96－0048　愛媛県八幡浜市北浜1-3-25 八幡浜商工会館4階
　　　　　　　　　　　　TEL 0894－24－3454　FAX 0894－24－3530

八幡浜ロータリークラブ　例会変更のお知らせ



◇出席率報告

 ● 門田幹夫（高知第Ⅰ分区ガバナー補佐）　

高知東ロータリークラブ週報
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本日　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

次週　６月26日㈬ 18：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　最　　終　　夜　　間　　例　　会

第2424回　例会報告／令和元年６月12日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんにちは。
例会も残すところ３回、
少し名残惜しいところも
ありますが、本心はほっ
としています。本日は委
員会活動報告です。１年

間の成果を各委員会から発表をしていただき
ます。よろしくお願いします。また、先日の
RYLAセミナーに参加されたお二人から報告
をしていただきます。
　滅多に庭には出ない私ですが、このバラの
季節は庭に出て10分から20分、腰かけてぼー
っとしています。バラが終わるとアジサイが
咲きます。アジサイは移り気だとかいろいろ
な花言葉がありますが、無情という花言葉も
あるようです。そのアジサイの句を何十年も
前に見て、うろ覚えですが、これが誰の句か
分かりません。もし、知っている方があれば
教えていただきたいと思います。「紫陽花や
昨日の誠　今日の嘘」（久松会員より正岡子
規作と教えていただきました）
◇来訪ロータリアン
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
　高知南ＲＣ　高知第Ⅰ分区ガバナー補佐
　　門田幹夫 氏

◇門田幹夫高知第Ⅰ分区ガバナー補佐挨拶
　いよいよガバナー補佐
の仕事も今月末で終わり
です。退任のご挨拶はガ
バナー月信の６月号に掲
載されていますので、今
日はひと言だけ。

　今年は、当クラブへのガバナー公式訪問が
７月11日に行われました。そのため、まだ私
の任期に入っていない６月20日、東ロータ
リーさんにはご無理を申し上げて訪問させて
いただきました。お礼を申し上げます。ま
た、ＩＭについてもご協力いただき無事に終
了できました。何分、初めてのことで十分な
ことはできませんでしたが、今後ともよろし
くお願いいたします。
　本日は最後ですので、サンディエゴの研修
から帰ったガバナーにいただいたネクタイを
して、ご挨拶にまいりました。どうもありが
とうございました。
◇次年度国際奉仕委員会より
・短期交換留学生のウェルカムパーティが、

７月10日18時半から得月樓で開催されます。
ご参加をお願いします。

・長期交換留学生の受け入れについて、個別
にお願いしてきましたがなかなか承諾を得
られず非常に困っています。来年２月末か
ら５月末の受け入れ予定ですので、ご協力
をよろしくお願いいたします。
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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

1,428,461円

59,300円

1,487,761円

21,989円

6,144円

28,133円

1,450,450円

65,444円

1,515,894円

チビニコ 合　計

６月12日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
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

３．９月５日、県警本部生活安全課の３名の
方に「不信なはがきに注意」、振り込めの
寸劇と卓話をしていただきました。

４．12月14日、県警の方と合同24名で、帯屋
町商店街にて商店と通行人に防犯ブザーを
200個配布。

５．四国八十八カ所のための活動に１万円を
寄付。

６．１月13日、水曜会の大丸前新春バザーの
手伝い。

７．新規事業で、ハト公害に迷惑している方
のために、長年の経験と知識、技術を結集
し、ハトを捕まえる箱を作りましたが、野
鳥等を捕まえると罰せられることが分か
り、幻の事業となりました。

◎職業奉仕委員会（発表：猿田隆夫）
・１月16日、本田博巳パ
　ストガバナーの「職業
　奉仕はロータリーの根
　幹か？」の論文につい
　て、私が卓話を行った。
・１月30日、称名寺にお

いて職場例会を行い、早瀬会員に「ロータ
リーと称名寺本堂の関係」と題して卓話を
お願いした。

・「四つのテスト」の推進…毎月第１例会で
唱和。

・２人の新会員に「四つのテスト」の綱領と
ロータリアンの職業奉仕、四つの反省を進呈。

　職業奉仕委員会として、情報集会で職業奉
仕について討論をしたかったのですが、時間
がなくて次期に期待します。
◎青少年奉仕委員会（発表：西内俊介）

・RYLAに舛田さんと滝
　澤さんの２名が参加し
　ました。
・私もRYLAに参加し、
　５月29日に卓話でその
　素晴らしさを報告。

・高知西ローターアクト提唱クラブとして、
高知で４月７日に開催された第２回ロー
ターアクト提唱クラブ連絡協議会に出席。
ローターアクトの会員数が激減し、活動に
支障が出ている問題点と実情を知ることが
できた。

・インターアクトには関与していませんが、

年次大会のＤＶＤを見て、高校生をロータ
リーが支えている一端を見ることができた。

　青少年奉仕をいろんなところで見てきて、
ほんとに一部の熱心なロータリアンの支えを
目の当たりにして、私もしくは当クラブとし
て何ができるかを考えさせられた１年でし
た。貴重な経験をさせていただきました
◎国際奉仕委員会（発表：中平真理子）

１．短期交換留学生の受
　け入れを７月10日から
　14日の４日間、寺尾会
　員に男子２名、窪田会
　員のご紹介の中澤様に
　女子２名を受け入れて

いただいた。
２．７月13日に得月樓でウェルカムパーティ

を行った。
３．今年度、長期交換留学生の受け入れはな

かったが、長期交換運営委員会の永野会員
と連絡を取りながら、今年は順調に留学生
の受け入れが進んだと聞いています。

４．書き損じハガキなど国際関係の寄付活動
は、会員から423枚のハガキを頂き、２万
487円をユネスコに寄付した。　

◎ロータリー財団委員会（発表：野町和也）
　「高知おむつバンク」
の広報活動として、チラ
シとＡ３のポスターを作
成し、県下の社会福祉協
議会等々に配布、掲示。
ポスターは50周年記念式

典でも配布し、成果（１月時点）として、お
むつの寄付が10名、30軒の対象家庭に配布し
た。
　西森やよい前委員長、髙橋次期委員長には、
計画段階からお世話になりました。
◎米山奨学会（発表：窪田満里子）

・皆さまのご協力により、
　年間寄付額を4,000円か
　ら6,000円に変更し33万
　6,000円。特別寄付は、
　５人の講が満了し50万
　円、合計83万6,000円の

寄付を行った。講にご協力いただいた５名
の方、ありがとうございました。

・奨学生卓話として10月31日オユンさん、12

◇RYLAセミナー参加者報告
◎舛田龍希さん（旭ブロック建設㈱）

　私は今まで一人で県外
に行ったことがなく、開
催地である小豆島にも生
まれて初めて行きました。
私は人と話すことや大勢
の人前で話すことも苦手

で、RYLAセミナーの参加者は20歳から40歳
と幅広く、３泊４日という長い期間、知らな
い人と過ごせるだろうかと不安でした。しか
し、同じ班になった方々は、とてもきさくで
フレンドリーな方が多く、楽しく過ごせまし
た。
　このセミナーでは、与えられた課題に対し
て班で話し合い発表するバズセッションがあ
りました。私はなかなか積極的にはできなか
ったのですが、班の方に話を振ってもらって、
意見を言うこともできました。班の中では最
年少ながらどんどん意見を出す方や、職業柄
専門的な知識を持つ方もいて、日常生活では
知り得ないことを知る機会にもなり、とても
勉強になりました。また、自分の至らない点
にも気づかされました。
　これからは、物事を一方的な方向からでは
なく、違う方向からも見ることができるよう
になろうと思います。
◎滝澤彩菜さん（㈱酒井建設）

　参加するにあたり、期
待と大きな不安を持って
いましたが、４日間を終
えてみると想像以上に素
晴らしい体験の連続で、
本当に貴重な時間を過ご

しました。

　セミナーのメインであるバズセッションで
は、仲間13人とカウンセラーお２人と班にな
り、一つのテーマについて討論しました。討
論は朝方まで続きましたが、多種多様な環境
の方がいて、価値観の違いもあり様々な意見
が出て、あっという間に時間が過ぎました。
　班の中で最年少の私は、自ら発言すること
で共感してくれる方も多く、とても嬉しく思
いました。この討論の先にある結果は、一つ
の答えではなく多様な意見を認め、一人では
発想を膨らますことが難しいテーマでも、い
ろいろな考え方が集まると、どこまでも広げ
ていくことができると実感しました。今回の
セミナーで心に残ったのは「私たち一人一人
がよりよく生きる、誇り豊かに生きていくた
めには、今日という１日を大切に生きる」と
いう言葉です。
　たった４日間でしたが、出会えた仲間たち
と過ごした時間は忘れることのない有意義な
ものとなりました。そして、何か新しい自分
を発見できたというよりは、改めて人を信頼
する心や相手を思いやる心の大切さ。勇気を
持って第１歩を踏み出して、多くのことを経
験していくことの大切さを再認識しました。
これからは、どんな場面でも人から信頼され、
何事にも前向きな気持ちを忘れないで生きて
いきます。このような機会に参加させていた
だいたことに感謝の気持ちでいっぱいです。
◇幹　事　報　告
・７月１日から、ジンジャエールを飲むグラ

スを若干小さくして経費節減を図りたいと
思いますので、ご報告します。
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月12日チャンさん、２月20日トールさん、
６月５日デシャニさんに卓話をしていただ
いた。

◎広報・ＩＴ委員会（発表：山村一正）
・各委員会行事の開催に
　ついて、告知・報告を
　ＰＣ上に可能な限り速
　やかに情報をアップし
　た。
・来期は、ＲＣ関連雑誌

を置いていただける会員関係施設を増やす
ことが課題。

・上記二つを基軸に、ＲＣの活動内容を一般
の方に認識していただけたかどうか、情報
回収はできていません。

・例会変更情報等は、メールにて送信
・水曜会をも含む奉仕活動をＳＮＳに掲載す

ることはできていません。
・例会、その他のイベントの写真を撮影し、

東ＲＣホームページにＵＰしています。
・奉仕プロジェクト研究会の活動について、

夜間の情報交換会などの写真もＵＰしてい
ます。

・報道機関に対して、当クラブの活動内容な
どの取材依頼は、現在まで行っていません。

・予算については、サーバーの使用料値上げ
とロータリーの友購読者数の減少で、6000
円ぐらいの値上げが打倒だと考えますが、
今後の検討課題です。

◎親睦委員会（発表：島村信一）
１．夜間例会
　　12月19日忘年夜間例
　会・51名参加、２月６
　日観梅夜間例会・46名
　参加、３月27日花見夜
　間例会・29名参加、４

月18日８ＲＣ合同夜間例会・28名参加、６
月26日最終夜間例会　

２．６月２日、ほっと平山にて野外レクレー
ション　52名参加

３．親睦ゴルフ大会：９月２日・11名参加、
３月17日・15名参加、６月９日・15名参加 

４．東酔会：９月19日・22名参加　　　
５．麻雀大会：５月８日・12名参加
６．歓迎会と送別会：８月８日歓迎会・32名

参加、３月15日送別会・25名参加、５月20
日歓迎会・24名参加

７．水曜会が開催した１月13日の大丸前のバ
ザーの手伝いを行った。

◎雑誌・会報委員会（発表：中西克行）
　ＩＴ・広報委員会と協
力して、例会他各種委員
会等、できる限りロータ
リー活動に関わることに
参加し、記録をとり、週
報でお知らせできるよう

に活動してきましたが、我々ができない部分
は、参加者にフォローもお願いし、会員の皆
さんの協力なしではできないことを実感しま
した。また、事務局の河野さん、飛鳥の西本
さんに助けていただき、感謝申し上げます。
　ロータリー印刷物等の広報活動については、
十分な奨励や告知ができていなかったことを
反省しています。

◇委員会活動実績報告・１

◎社会奉仕委員会（発表：永光男）
　２人の委員が病気療養、
そして退会ということで
１人委員会になりました。
委員会活動において、十
分にできるか苦慮しまし
たが、皆さんのご協力に

より本年度計画した事業は全て問題なく完了
し、役割を果たすことができました。これも
ひとえに、皆さんのお陰とお礼申し上げます。
１．浦戸湾・七河川一斉清掃は７月22日、会

員、ご家族22名参加で行った。
２．平成30年５月30日、平成31年４月24日、

奉仕プロジェクト委員会へ出席。

ニコニコへ。
 ● 寺尾正生　本日は、RYLAセミナー報告に
当社社員が参加させていただきました。あり
がとうございます。　　
 ● 松本隆之　各委員会の皆さま、１年間本当
にありがとうございました。例会もあと２回
です！
 ● 西山忠利　昭和40（1965）年、会社創立以

来54年、今回会長を退き、取締役相談役にな
りました。元気なうちは会社もロータリーも
出席したいと思っております。
 ● 前川美智子　クラブ奉仕委員長としての１
年間、役目を十分に果たすことができず残念
であり、申し訳ございません。しかし、出
席・親睦・雑誌会報・会員増強退会防止・会
員選考・プログラム・広報ＩＴ・ロータリー
情報の各委員会の皆さまには、それぞれの事
業計画の実施に努めていただき感謝申し上げ
ます。本当にありがとうございました。６月
の例会もあと３回、寺尾会長年度をまだまだ
楽しみたいと思いますが、続けての例会欠席
お詫び申し上げ、改めまして、寺尾会長、松
本幹事にはこの１年大変お世話になり、本当
にありがとうございます。
 ● 松野宏司　９日に行われたゴルフ会で、目
下５連勝中の永さんを押さえて優勝しまし
た。たくさんのハンディキャップを頂いての
優勝でした。大叩きしたので心は晴れません。
寺尾会長賞で頂いた古酒「百年の孤独」を孤
独に味わっています。
 ● 永光男　松野さん、ゴルフ優勝おめでと
うございます。打倒永　肩の荷下りた。
 ● 大川内孝典　６月９日㈰親睦ゴルフ大会、
出席された皆さま、お疲れ様でした。親睦委
員の島村様、小比賀様、岡﨑様、武吉様、お

世話になりましてありがとうございました。
永さんの５連覇阻止して優勝された松野さ
んおめでとうございました。
 ● ゴルフ参加一同より　６月９日親睦ゴルフ
コンペを開催し、多数の参加ありがとうござ
いました。ショートホールでワンオンできな
かった人からチャリティとしていただいたの
でニコニコへ！
 ● 福岡満喜子　来期より水曜会の会長を務め
ることとなり、年間５～６回、例会を欠席し
なければなりませんが、メイキャップはしっ
かりしますので、出席委員会さんご心配なく。
 ● 石川　健　弊社・滝澤彩菜が2019年５月23
日～26日、第41回LYRA青少年指導者養成セ
ミナーに参加させていただきました。本日は
発表の機会をいただきありがとうございまし
た。日ごろの本人は、実直にコツコツと業務
をこなすタイプですが、今日の発表を聞きま
して、大きな成長を感じました。これからの
弊社設計部門の中心になってくれると、大い
に期待しています。
 ● 西森　大　結婚記念日をいただきありがと
うございます。
 ● 岡本裕史　入会祝いありがとうございます。
高知県にきて１年がたちました。
 ● 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。

東ＲＣ親睦ゴルフ大会
2019年６月９日㈰　於：高知ゴルフ倶楽部

優勝は、松野さんでした！

2019－2020年度より下記のとおり変更することとなりました。

例会日を毎月第１、第３火曜日とする。
＊第１火曜日　点鐘12：10　　例会場：八幡浜商工会館５階大ホール
＊第３火曜日　点鐘18：30　　例会場：浜味館あたご

【連絡先】八幡浜ロータリークラブ事務局
　　　　　〒96－0048　愛媛県八幡浜市北浜1-3-25 八幡浜商工会館4階
　　　　　　　　　　　　TEL 0894－24－3454　FAX 0894－24－3530

八幡浜ロータリークラブ　例会変更のお知らせ



◇出席率報告

 ● 門田幹夫（高知第Ⅰ分区ガバナー補佐）　

高知東ロータリークラブ週報
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本日　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

次週　６月26日㈬ 18：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　最　　終　　夜　　間　　例　　会

第2424回　例会報告／令和元年６月12日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんにちは。
例会も残すところ３回、
少し名残惜しいところも
ありますが、本心はほっ
としています。本日は委
員会活動報告です。１年

間の成果を各委員会から発表をしていただき
ます。よろしくお願いします。また、先日の
RYLAセミナーに参加されたお二人から報告
をしていただきます。
　滅多に庭には出ない私ですが、このバラの
季節は庭に出て10分から20分、腰かけてぼー
っとしています。バラが終わるとアジサイが
咲きます。アジサイは移り気だとかいろいろ
な花言葉がありますが、無情という花言葉も
あるようです。そのアジサイの句を何十年も
前に見て、うろ覚えですが、これが誰の句か
分かりません。もし、知っている方があれば
教えていただきたいと思います。「紫陽花や
昨日の誠　今日の嘘」（久松会員より正岡子
規作と教えていただきました）
◇来訪ロータリアン
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
　高知南ＲＣ　高知第Ⅰ分区ガバナー補佐
　　門田幹夫 氏

◇門田幹夫高知第Ⅰ分区ガバナー補佐挨拶
　いよいよガバナー補佐
の仕事も今月末で終わり
です。退任のご挨拶はガ
バナー月信の６月号に掲
載されていますので、今
日はひと言だけ。

　今年は、当クラブへのガバナー公式訪問が
７月11日に行われました。そのため、まだ私
の任期に入っていない６月20日、東ロータ
リーさんにはご無理を申し上げて訪問させて
いただきました。お礼を申し上げます。ま
た、ＩＭについてもご協力いただき無事に終
了できました。何分、初めてのことで十分な
ことはできませんでしたが、今後ともよろし
くお願いいたします。
　本日は最後ですので、サンディエゴの研修
から帰ったガバナーにいただいたネクタイを
して、ご挨拶にまいりました。どうもありが
とうございました。
◇次年度国際奉仕委員会より
・短期交換留学生のウェルカムパーティが、

７月10日18時半から得月樓で開催されます。
ご参加をお願いします。

・長期交換留学生の受け入れについて、個別
にお願いしてきましたがなかなか承諾を得
られず非常に困っています。来年２月末か
ら５月末の受け入れ予定ですので、ご協力
をよろしくお願いいたします。

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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　ホームページアドレス（PC・携帯共通）http://www.kochi-east-rc.com
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● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ

1,428,461円

59,300円

1,487,761円

21,989円

6,144円

28,133円

1,450,450円

65,444円

1,515,894円

チビニコ 合　計

６月12日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
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

３．９月５日、県警本部生活安全課の３名の
方に「不信なはがきに注意」、振り込めの
寸劇と卓話をしていただきました。

４．12月14日、県警の方と合同24名で、帯屋
町商店街にて商店と通行人に防犯ブザーを
200個配布。

５．四国八十八カ所のための活動に１万円を
寄付。

６．１月13日、水曜会の大丸前新春バザーの
手伝い。

７．新規事業で、ハト公害に迷惑している方
のために、長年の経験と知識、技術を結集
し、ハトを捕まえる箱を作りましたが、野
鳥等を捕まえると罰せられることが分か
り、幻の事業となりました。

◎職業奉仕委員会（発表：猿田隆夫）
・１月16日、本田博巳パ
　ストガバナーの「職業
　奉仕はロータリーの根
　幹か？」の論文につい
　て、私が卓話を行った。
・１月30日、称名寺にお

いて職場例会を行い、早瀬会員に「ロータ
リーと称名寺本堂の関係」と題して卓話を
お願いした。

・「四つのテスト」の推進…毎月第１例会で
唱和。

・２人の新会員に「四つのテスト」の綱領と
ロータリアンの職業奉仕、四つの反省を進呈。

　職業奉仕委員会として、情報集会で職業奉
仕について討論をしたかったのですが、時間
がなくて次期に期待します。
◎青少年奉仕委員会（発表：西内俊介）

・RYLAに舛田さんと滝
　澤さんの２名が参加し
　ました。
・私もRYLAに参加し、
　５月29日に卓話でその
　素晴らしさを報告。

・高知西ローターアクト提唱クラブとして、
高知で４月７日に開催された第２回ロー
ターアクト提唱クラブ連絡協議会に出席。
ローターアクトの会員数が激減し、活動に
支障が出ている問題点と実情を知ることが
できた。

・インターアクトには関与していませんが、

年次大会のＤＶＤを見て、高校生をロータ
リーが支えている一端を見ることができた。

　青少年奉仕をいろんなところで見てきて、
ほんとに一部の熱心なロータリアンの支えを
目の当たりにして、私もしくは当クラブとし
て何ができるかを考えさせられた１年でし
た。貴重な経験をさせていただきました
◎国際奉仕委員会（発表：中平真理子）

１．短期交換留学生の受
　け入れを７月10日から
　14日の４日間、寺尾会
　員に男子２名、窪田会
　員のご紹介の中澤様に
　女子２名を受け入れて

いただいた。
２．７月13日に得月樓でウェルカムパーティ

を行った。
３．今年度、長期交換留学生の受け入れはな

かったが、長期交換運営委員会の永野会員
と連絡を取りながら、今年は順調に留学生
の受け入れが進んだと聞いています。

４．書き損じハガキなど国際関係の寄付活動
は、会員から423枚のハガキを頂き、２万
487円をユネスコに寄付した。　

◎ロータリー財団委員会（発表：野町和也）
　「高知おむつバンク」
の広報活動として、チラ
シとＡ３のポスターを作
成し、県下の社会福祉協
議会等々に配布、掲示。
ポスターは50周年記念式

典でも配布し、成果（１月時点）として、お
むつの寄付が10名、30軒の対象家庭に配布し
た。
　西森やよい前委員長、髙橋次期委員長には、
計画段階からお世話になりました。
◎米山奨学会（発表：窪田満里子）

・皆さまのご協力により、
　年間寄付額を4,000円か
　ら6,000円に変更し33万
　6,000円。特別寄付は、
　５人の講が満了し50万
　円、合計83万6,000円の

寄付を行った。講にご協力いただいた５名
の方、ありがとうございました。

・奨学生卓話として10月31日オユンさん、12

◇RYLAセミナー参加者報告
◎舛田龍希さん（旭ブロック建設㈱）

　私は今まで一人で県外
に行ったことがなく、開
催地である小豆島にも生
まれて初めて行きました。
私は人と話すことや大勢
の人前で話すことも苦手

で、RYLAセミナーの参加者は20歳から40歳
と幅広く、３泊４日という長い期間、知らな
い人と過ごせるだろうかと不安でした。しか
し、同じ班になった方々は、とてもきさくで
フレンドリーな方が多く、楽しく過ごせまし
た。
　このセミナーでは、与えられた課題に対し
て班で話し合い発表するバズセッションがあ
りました。私はなかなか積極的にはできなか
ったのですが、班の方に話を振ってもらって、
意見を言うこともできました。班の中では最
年少ながらどんどん意見を出す方や、職業柄
専門的な知識を持つ方もいて、日常生活では
知り得ないことを知る機会にもなり、とても
勉強になりました。また、自分の至らない点
にも気づかされました。
　これからは、物事を一方的な方向からでは
なく、違う方向からも見ることができるよう
になろうと思います。
◎滝澤彩菜さん（㈱酒井建設）

　参加するにあたり、期
待と大きな不安を持って
いましたが、４日間を終
えてみると想像以上に素
晴らしい体験の連続で、
本当に貴重な時間を過ご

しました。

　セミナーのメインであるバズセッションで
は、仲間13人とカウンセラーお２人と班にな
り、一つのテーマについて討論しました。討
論は朝方まで続きましたが、多種多様な環境
の方がいて、価値観の違いもあり様々な意見
が出て、あっという間に時間が過ぎました。
　班の中で最年少の私は、自ら発言すること
で共感してくれる方も多く、とても嬉しく思
いました。この討論の先にある結果は、一つ
の答えではなく多様な意見を認め、一人では
発想を膨らますことが難しいテーマでも、い
ろいろな考え方が集まると、どこまでも広げ
ていくことができると実感しました。今回の
セミナーで心に残ったのは「私たち一人一人
がよりよく生きる、誇り豊かに生きていくた
めには、今日という１日を大切に生きる」と
いう言葉です。
　たった４日間でしたが、出会えた仲間たち
と過ごした時間は忘れることのない有意義な
ものとなりました。そして、何か新しい自分
を発見できたというよりは、改めて人を信頼
する心や相手を思いやる心の大切さ。勇気を
持って第１歩を踏み出して、多くのことを経
験していくことの大切さを再認識しました。
これからは、どんな場面でも人から信頼され、
何事にも前向きな気持ちを忘れないで生きて
いきます。このような機会に参加させていた
だいたことに感謝の気持ちでいっぱいです。
◇幹　事　報　告
・７月１日から、ジンジャエールを飲むグラ

スを若干小さくして経費節減を図りたいと
思いますので、ご報告します。
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月12日チャンさん、２月20日トールさん、
６月５日デシャニさんに卓話をしていただ
いた。

◎広報・ＩＴ委員会（発表：山村一正）
・各委員会行事の開催に
　ついて、告知・報告を
　ＰＣ上に可能な限り速
　やかに情報をアップし
　た。
・来期は、ＲＣ関連雑誌

を置いていただける会員関係施設を増やす
ことが課題。

・上記二つを基軸に、ＲＣの活動内容を一般
の方に認識していただけたかどうか、情報
回収はできていません。

・例会変更情報等は、メールにて送信
・水曜会をも含む奉仕活動をＳＮＳに掲載す

ることはできていません。
・例会、その他のイベントの写真を撮影し、

東ＲＣホームページにＵＰしています。
・奉仕プロジェクト研究会の活動について、

夜間の情報交換会などの写真もＵＰしてい
ます。

・報道機関に対して、当クラブの活動内容な
どの取材依頼は、現在まで行っていません。

・予算については、サーバーの使用料値上げ
とロータリーの友購読者数の減少で、6000
円ぐらいの値上げが打倒だと考えますが、
今後の検討課題です。

◎親睦委員会（発表：島村信一）
１．夜間例会
　　12月19日忘年夜間例
　会・51名参加、２月６
　日観梅夜間例会・46名
　参加、３月27日花見夜
　間例会・29名参加、４

月18日８ＲＣ合同夜間例会・28名参加、６
月26日最終夜間例会　

２．６月２日、ほっと平山にて野外レクレー
ション　52名参加

３．親睦ゴルフ大会：９月２日・11名参加、
３月17日・15名参加、６月９日・15名参加 

４．東酔会：９月19日・22名参加　　　
５．麻雀大会：５月８日・12名参加
６．歓迎会と送別会：８月８日歓迎会・32名

参加、３月15日送別会・25名参加、５月20
日歓迎会・24名参加

７．水曜会が開催した１月13日の大丸前のバ
ザーの手伝いを行った。

◎雑誌・会報委員会（発表：中西克行）
　ＩＴ・広報委員会と協
力して、例会他各種委員
会等、できる限りロータ
リー活動に関わることに
参加し、記録をとり、週
報でお知らせできるよう

に活動してきましたが、我々ができない部分
は、参加者にフォローもお願いし、会員の皆
さんの協力なしではできないことを実感しま
した。また、事務局の河野さん、飛鳥の西本
さんに助けていただき、感謝申し上げます。
　ロータリー印刷物等の広報活動については、
十分な奨励や告知ができていなかったことを
反省しています。

◇委員会活動実績報告・１

◎社会奉仕委員会（発表：永光男）
　２人の委員が病気療養、
そして退会ということで
１人委員会になりました。
委員会活動において、十
分にできるか苦慮しまし
たが、皆さんのご協力に

より本年度計画した事業は全て問題なく完了
し、役割を果たすことができました。これも
ひとえに、皆さんのお陰とお礼申し上げます。
１．浦戸湾・七河川一斉清掃は７月22日、会

員、ご家族22名参加で行った。
２．平成30年５月30日、平成31年４月24日、

奉仕プロジェクト委員会へ出席。

ニコニコへ。
 ● 寺尾正生　本日は、RYLAセミナー報告に
当社社員が参加させていただきました。あり
がとうございます。　　
 ● 松本隆之　各委員会の皆さま、１年間本当
にありがとうございました。例会もあと２回
です！
 ● 西山忠利　昭和40（1965）年、会社創立以

来54年、今回会長を退き、取締役相談役にな
りました。元気なうちは会社もロータリーも
出席したいと思っております。
 ● 前川美智子　クラブ奉仕委員長としての１
年間、役目を十分に果たすことができず残念
であり、申し訳ございません。しかし、出
席・親睦・雑誌会報・会員増強退会防止・会
員選考・プログラム・広報ＩＴ・ロータリー
情報の各委員会の皆さまには、それぞれの事
業計画の実施に努めていただき感謝申し上げ
ます。本当にありがとうございました。６月
の例会もあと３回、寺尾会長年度をまだまだ
楽しみたいと思いますが、続けての例会欠席
お詫び申し上げ、改めまして、寺尾会長、松
本幹事にはこの１年大変お世話になり、本当
にありがとうございます。
 ● 松野宏司　９日に行われたゴルフ会で、目
下５連勝中の永さんを押さえて優勝しまし
た。たくさんのハンディキャップを頂いての
優勝でした。大叩きしたので心は晴れません。
寺尾会長賞で頂いた古酒「百年の孤独」を孤
独に味わっています。
 ● 永光男　松野さん、ゴルフ優勝おめでと
うございます。打倒永　肩の荷下りた。
 ● 大川内孝典　６月９日㈰親睦ゴルフ大会、
出席された皆さま、お疲れ様でした。親睦委
員の島村様、小比賀様、岡﨑様、武吉様、お

世話になりましてありがとうございました。
永さんの５連覇阻止して優勝された松野さ
んおめでとうございました。
 ● ゴルフ参加一同より　６月９日親睦ゴルフ
コンペを開催し、多数の参加ありがとうござ
いました。ショートホールでワンオンできな
かった人からチャリティとしていただいたの
でニコニコへ！
 ● 福岡満喜子　来期より水曜会の会長を務め
ることとなり、年間５～６回、例会を欠席し
なければなりませんが、メイキャップはしっ
かりしますので、出席委員会さんご心配なく。
 ● 石川　健　弊社・滝澤彩菜が2019年５月23
日～26日、第41回LYRA青少年指導者養成セ
ミナーに参加させていただきました。本日は
発表の機会をいただきありがとうございまし
た。日ごろの本人は、実直にコツコツと業務
をこなすタイプですが、今日の発表を聞きま
して、大きな成長を感じました。これからの
弊社設計部門の中心になってくれると、大い
に期待しています。
 ● 西森　大　結婚記念日をいただきありがと
うございます。
 ● 岡本裕史　入会祝いありがとうございます。
高知県にきて１年がたちました。
 ● 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。

東ＲＣ親睦ゴルフ大会
2019年６月９日㈰　於：高知ゴルフ倶楽部

優勝は、松野さんでした！

2019－2020年度より下記のとおり変更することとなりました。

例会日を毎月第１、第３火曜日とする。
＊第１火曜日　点鐘12：10　　例会場：八幡浜商工会館５階大ホール
＊第３火曜日　点鐘18：30　　例会場：浜味館あたご

【連絡先】八幡浜ロータリークラブ事務局
　　　　　〒96－0048　愛媛県八幡浜市北浜1-3-25 八幡浜商工会館4階
　　　　　　　　　　　　TEL 0894－24－3454　FAX 0894－24－3530

八幡浜ロータリークラブ　例会変更のお知らせ



◇出席率報告

 ● 門田幹夫（高知第Ⅰ分区ガバナー補佐）　
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本日　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

次週　６月26日㈬ 18：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　最　　終　　夜　　間　　例　　会

第2424回　例会報告／令和元年６月12日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんにちは。
例会も残すところ３回、
少し名残惜しいところも
ありますが、本心はほっ
としています。本日は委
員会活動報告です。１年

間の成果を各委員会から発表をしていただき
ます。よろしくお願いします。また、先日の
RYLAセミナーに参加されたお二人から報告
をしていただきます。
　滅多に庭には出ない私ですが、このバラの
季節は庭に出て10分から20分、腰かけてぼー
っとしています。バラが終わるとアジサイが
咲きます。アジサイは移り気だとかいろいろ
な花言葉がありますが、無情という花言葉も
あるようです。そのアジサイの句を何十年も
前に見て、うろ覚えですが、これが誰の句か
分かりません。もし、知っている方があれば
教えていただきたいと思います。「紫陽花や
昨日の誠　今日の嘘」（久松会員より正岡子
規作と教えていただきました）
◇来訪ロータリアン
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
　高知南ＲＣ　高知第Ⅰ分区ガバナー補佐
　　門田幹夫 氏

◇門田幹夫高知第Ⅰ分区ガバナー補佐挨拶
　いよいよガバナー補佐
の仕事も今月末で終わり
です。退任のご挨拶はガ
バナー月信の６月号に掲
載されていますので、今
日はひと言だけ。

　今年は、当クラブへのガバナー公式訪問が
７月11日に行われました。そのため、まだ私
の任期に入っていない６月20日、東ロータ
リーさんにはご無理を申し上げて訪問させて
いただきました。お礼を申し上げます。ま
た、ＩＭについてもご協力いただき無事に終
了できました。何分、初めてのことで十分な
ことはできませんでしたが、今後ともよろし
くお願いいたします。
　本日は最後ですので、サンディエゴの研修
から帰ったガバナーにいただいたネクタイを
して、ご挨拶にまいりました。どうもありが
とうございました。
◇次年度国際奉仕委員会より
・短期交換留学生のウェルカムパーティが、

７月10日18時半から得月樓で開催されます。
ご参加をお願いします。

・長期交換留学生の受け入れについて、個別
にお願いしてきましたがなかなか承諾を得
られず非常に困っています。来年２月末か
ら５月末の受け入れ予定ですので、ご協力
をよろしくお願いいたします。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

●会長／寺尾正生　●幹事／松本隆之　●雑誌会報委員／中西克行・西山忠利・関　淑公
●例会日／毎週水曜日12：30PM～1：30PM　●例会場／ザ クラウンパレス新阪急高知　（088）873－1111
●事務所／高知新聞放送会館１階　〒780－8572　高知市本町3－2－15　　　　直通（088）824－8660

　ホームページアドレス（PC・携帯共通）http://www.kochi-east-rc.com
　メールアドレス　事務局／hcrc@coffee.ocn.ne.jp　広報ＩＴ委員会／info@kochi-east-rc.com
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● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ

1,428,461円

59,300円

1,487,761円

21,989円

6,144円

28,133円

1,450,450円

65,444円

1,515,894円

チビニコ 合　計

６月12日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
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

３．９月５日、県警本部生活安全課の３名の
方に「不信なはがきに注意」、振り込めの
寸劇と卓話をしていただきました。

４．12月14日、県警の方と合同24名で、帯屋
町商店街にて商店と通行人に防犯ブザーを
200個配布。

５．四国八十八カ所のための活動に１万円を
寄付。

６．１月13日、水曜会の大丸前新春バザーの
手伝い。

７．新規事業で、ハト公害に迷惑している方
のために、長年の経験と知識、技術を結集
し、ハトを捕まえる箱を作りましたが、野
鳥等を捕まえると罰せられることが分か
り、幻の事業となりました。

◎職業奉仕委員会（発表：猿田隆夫）
・１月16日、本田博巳パ
　ストガバナーの「職業
　奉仕はロータリーの根
　幹か？」の論文につい
　て、私が卓話を行った。
・１月30日、称名寺にお

いて職場例会を行い、早瀬会員に「ロータ
リーと称名寺本堂の関係」と題して卓話を
お願いした。

・「四つのテスト」の推進…毎月第１例会で
唱和。

・２人の新会員に「四つのテスト」の綱領と
ロータリアンの職業奉仕、四つの反省を進呈。

　職業奉仕委員会として、情報集会で職業奉
仕について討論をしたかったのですが、時間
がなくて次期に期待します。
◎青少年奉仕委員会（発表：西内俊介）

・RYLAに舛田さんと滝
　澤さんの２名が参加し
　ました。
・私もRYLAに参加し、
　５月29日に卓話でその
　素晴らしさを報告。

・高知西ローターアクト提唱クラブとして、
高知で４月７日に開催された第２回ロー
ターアクト提唱クラブ連絡協議会に出席。
ローターアクトの会員数が激減し、活動に
支障が出ている問題点と実情を知ることが
できた。

・インターアクトには関与していませんが、

年次大会のＤＶＤを見て、高校生をロータ
リーが支えている一端を見ることができた。

　青少年奉仕をいろんなところで見てきて、
ほんとに一部の熱心なロータリアンの支えを
目の当たりにして、私もしくは当クラブとし
て何ができるかを考えさせられた１年でし
た。貴重な経験をさせていただきました
◎国際奉仕委員会（発表：中平真理子）

１．短期交換留学生の受
　け入れを７月10日から
　14日の４日間、寺尾会
　員に男子２名、窪田会
　員のご紹介の中澤様に
　女子２名を受け入れて

いただいた。
２．７月13日に得月樓でウェルカムパーティ

を行った。
３．今年度、長期交換留学生の受け入れはな

かったが、長期交換運営委員会の永野会員
と連絡を取りながら、今年は順調に留学生
の受け入れが進んだと聞いています。

４．書き損じハガキなど国際関係の寄付活動
は、会員から423枚のハガキを頂き、２万
487円をユネスコに寄付した。　

◎ロータリー財団委員会（発表：野町和也）
　「高知おむつバンク」
の広報活動として、チラ
シとＡ３のポスターを作
成し、県下の社会福祉協
議会等々に配布、掲示。
ポスターは50周年記念式

典でも配布し、成果（１月時点）として、お
むつの寄付が10名、30軒の対象家庭に配布し
た。
　西森やよい前委員長、髙橋次期委員長には、
計画段階からお世話になりました。
◎米山奨学会（発表：窪田満里子）

・皆さまのご協力により、
　年間寄付額を4,000円か
　ら6,000円に変更し33万
　6,000円。特別寄付は、
　５人の講が満了し50万
　円、合計83万6,000円の

寄付を行った。講にご協力いただいた５名
の方、ありがとうございました。

・奨学生卓話として10月31日オユンさん、12

◇RYLAセミナー参加者報告
◎舛田龍希さん（旭ブロック建設㈱）

　私は今まで一人で県外
に行ったことがなく、開
催地である小豆島にも生
まれて初めて行きました。
私は人と話すことや大勢
の人前で話すことも苦手

で、RYLAセミナーの参加者は20歳から40歳
と幅広く、３泊４日という長い期間、知らな
い人と過ごせるだろうかと不安でした。しか
し、同じ班になった方々は、とてもきさくで
フレンドリーな方が多く、楽しく過ごせまし
た。
　このセミナーでは、与えられた課題に対し
て班で話し合い発表するバズセッションがあ
りました。私はなかなか積極的にはできなか
ったのですが、班の方に話を振ってもらって、
意見を言うこともできました。班の中では最
年少ながらどんどん意見を出す方や、職業柄
専門的な知識を持つ方もいて、日常生活では
知り得ないことを知る機会にもなり、とても
勉強になりました。また、自分の至らない点
にも気づかされました。
　これからは、物事を一方的な方向からでは
なく、違う方向からも見ることができるよう
になろうと思います。
◎滝澤彩菜さん（㈱酒井建設）

　参加するにあたり、期
待と大きな不安を持って
いましたが、４日間を終
えてみると想像以上に素
晴らしい体験の連続で、
本当に貴重な時間を過ご

しました。

　セミナーのメインであるバズセッションで
は、仲間13人とカウンセラーお２人と班にな
り、一つのテーマについて討論しました。討
論は朝方まで続きましたが、多種多様な環境
の方がいて、価値観の違いもあり様々な意見
が出て、あっという間に時間が過ぎました。
　班の中で最年少の私は、自ら発言すること
で共感してくれる方も多く、とても嬉しく思
いました。この討論の先にある結果は、一つ
の答えではなく多様な意見を認め、一人では
発想を膨らますことが難しいテーマでも、い
ろいろな考え方が集まると、どこまでも広げ
ていくことができると実感しました。今回の
セミナーで心に残ったのは「私たち一人一人
がよりよく生きる、誇り豊かに生きていくた
めには、今日という１日を大切に生きる」と
いう言葉です。
　たった４日間でしたが、出会えた仲間たち
と過ごした時間は忘れることのない有意義な
ものとなりました。そして、何か新しい自分
を発見できたというよりは、改めて人を信頼
する心や相手を思いやる心の大切さ。勇気を
持って第１歩を踏み出して、多くのことを経
験していくことの大切さを再認識しました。
これからは、どんな場面でも人から信頼され、
何事にも前向きな気持ちを忘れないで生きて
いきます。このような機会に参加させていた
だいたことに感謝の気持ちでいっぱいです。
◇幹　事　報　告
・７月１日から、ジンジャエールを飲むグラ

スを若干小さくして経費節減を図りたいと
思いますので、ご報告します。
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月12日チャンさん、２月20日トールさん、
６月５日デシャニさんに卓話をしていただ
いた。

◎広報・ＩＴ委員会（発表：山村一正）
・各委員会行事の開催に
　ついて、告知・報告を
　ＰＣ上に可能な限り速
　やかに情報をアップし
　た。
・来期は、ＲＣ関連雑誌

を置いていただける会員関係施設を増やす
ことが課題。

・上記二つを基軸に、ＲＣの活動内容を一般
の方に認識していただけたかどうか、情報
回収はできていません。

・例会変更情報等は、メールにて送信
・水曜会をも含む奉仕活動をＳＮＳに掲載す

ることはできていません。
・例会、その他のイベントの写真を撮影し、

東ＲＣホームページにＵＰしています。
・奉仕プロジェクト研究会の活動について、

夜間の情報交換会などの写真もＵＰしてい
ます。

・報道機関に対して、当クラブの活動内容な
どの取材依頼は、現在まで行っていません。

・予算については、サーバーの使用料値上げ
とロータリーの友購読者数の減少で、6000
円ぐらいの値上げが打倒だと考えますが、
今後の検討課題です。

◎親睦委員会（発表：島村信一）
１．夜間例会
　　12月19日忘年夜間例
　会・51名参加、２月６
　日観梅夜間例会・46名
　参加、３月27日花見夜
　間例会・29名参加、４

月18日８ＲＣ合同夜間例会・28名参加、６
月26日最終夜間例会　

２．６月２日、ほっと平山にて野外レクレー
ション　52名参加

３．親睦ゴルフ大会：９月２日・11名参加、
３月17日・15名参加、６月９日・15名参加 

４．東酔会：９月19日・22名参加　　　
５．麻雀大会：５月８日・12名参加
６．歓迎会と送別会：８月８日歓迎会・32名

参加、３月15日送別会・25名参加、５月20
日歓迎会・24名参加

７．水曜会が開催した１月13日の大丸前のバ
ザーの手伝いを行った。

◎雑誌・会報委員会（発表：中西克行）
　ＩＴ・広報委員会と協
力して、例会他各種委員
会等、できる限りロータ
リー活動に関わることに
参加し、記録をとり、週
報でお知らせできるよう

に活動してきましたが、我々ができない部分
は、参加者にフォローもお願いし、会員の皆
さんの協力なしではできないことを実感しま
した。また、事務局の河野さん、飛鳥の西本
さんに助けていただき、感謝申し上げます。
　ロータリー印刷物等の広報活動については、
十分な奨励や告知ができていなかったことを
反省しています。

◇委員会活動実績報告・１

◎社会奉仕委員会（発表：永光男）
　２人の委員が病気療養、
そして退会ということで
１人委員会になりました。
委員会活動において、十
分にできるか苦慮しまし
たが、皆さんのご協力に

より本年度計画した事業は全て問題なく完了
し、役割を果たすことができました。これも
ひとえに、皆さんのお陰とお礼申し上げます。
１．浦戸湾・七河川一斉清掃は７月22日、会

員、ご家族22名参加で行った。
２．平成30年５月30日、平成31年４月24日、

奉仕プロジェクト委員会へ出席。

ニコニコへ。
 ● 寺尾正生　本日は、RYLAセミナー報告に
当社社員が参加させていただきました。あり
がとうございます。　　
 ● 松本隆之　各委員会の皆さま、１年間本当
にありがとうございました。例会もあと２回
です！
 ● 西山忠利　昭和40（1965）年、会社創立以

来54年、今回会長を退き、取締役相談役にな
りました。元気なうちは会社もロータリーも
出席したいと思っております。
 ● 前川美智子　クラブ奉仕委員長としての１
年間、役目を十分に果たすことができず残念
であり、申し訳ございません。しかし、出
席・親睦・雑誌会報・会員増強退会防止・会
員選考・プログラム・広報ＩＴ・ロータリー
情報の各委員会の皆さまには、それぞれの事
業計画の実施に努めていただき感謝申し上げ
ます。本当にありがとうございました。６月
の例会もあと３回、寺尾会長年度をまだまだ
楽しみたいと思いますが、続けての例会欠席
お詫び申し上げ、改めまして、寺尾会長、松
本幹事にはこの１年大変お世話になり、本当
にありがとうございます。
 ● 松野宏司　９日に行われたゴルフ会で、目
下５連勝中の永さんを押さえて優勝しまし
た。たくさんのハンディキャップを頂いての
優勝でした。大叩きしたので心は晴れません。
寺尾会長賞で頂いた古酒「百年の孤独」を孤
独に味わっています。
 ● 永光男　松野さん、ゴルフ優勝おめでと
うございます。打倒永　肩の荷下りた。
 ● 大川内孝典　６月９日㈰親睦ゴルフ大会、
出席された皆さま、お疲れ様でした。親睦委
員の島村様、小比賀様、岡﨑様、武吉様、お

世話になりましてありがとうございました。
永さんの５連覇阻止して優勝された松野さ
んおめでとうございました。
 ● ゴルフ参加一同より　６月９日親睦ゴルフ
コンペを開催し、多数の参加ありがとうござ
いました。ショートホールでワンオンできな
かった人からチャリティとしていただいたの
でニコニコへ！
 ● 福岡満喜子　来期より水曜会の会長を務め
ることとなり、年間５～６回、例会を欠席し
なければなりませんが、メイキャップはしっ
かりしますので、出席委員会さんご心配なく。
 ● 石川　健　弊社・滝澤彩菜が2019年５月23
日～26日、第41回LYRA青少年指導者養成セ
ミナーに参加させていただきました。本日は
発表の機会をいただきありがとうございまし
た。日ごろの本人は、実直にコツコツと業務
をこなすタイプですが、今日の発表を聞きま
して、大きな成長を感じました。これからの
弊社設計部門の中心になってくれると、大い
に期待しています。
 ● 西森　大　結婚記念日をいただきありがと
うございます。
 ● 岡本裕史　入会祝いありがとうございます。
高知県にきて１年がたちました。
 ● 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。

東ＲＣ親睦ゴルフ大会
2019年６月９日㈰　於：高知ゴルフ倶楽部

優勝は、松野さんでした！

2019－2020年度より下記のとおり変更することとなりました。

例会日を毎月第１、第３火曜日とする。
＊第１火曜日　点鐘12：10　　例会場：八幡浜商工会館５階大ホール
＊第３火曜日　点鐘18：30　　例会場：浜味館あたご

【連絡先】八幡浜ロータリークラブ事務局
　　　　　〒96－0048　愛媛県八幡浜市北浜1-3-25 八幡浜商工会館4階
　　　　　　　　　　　　TEL 0894－24－3454　FAX 0894－24－3530

八幡浜ロータリークラブ　例会変更のお知らせ


