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本日　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

次週　７月３日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　会 長 ク ラ ブ 運 営 方 針 発 表

第2425回　例会報告／令和元年６月19日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「それでこそロータリー」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんにちは。
お昼の例会での会長挨拶
も今日で最後になります。
１年間、ご清聴いただき、
誠にありがとうございま
した。もう１回、夜間例

会でほんとの最後のご挨拶をさせていただく
ことになりますけども、この１年間、何がで
きたかと言いますと、なかなか自分でも満足
のいくことはできてないと思います。東ロー
タリーが誕生して50年ということで、その中
で培われてきたクラブの伝統とか良さという
ものをしみじみ考えさせられた１年でもあり
ました。
　ですから、やはりロータリー全員でこの50
年、諸先輩方含め、井戸を掘ってくれた人た
ちのことを忘れることなく、その水を汲みな
がら、東ロータリーの会員として送らせても
らっていることに感謝の念をもっていきたい
と思います。
　時代は変わりますので、我々もいろんなこ
とで変わっていかなければいけないと思いま
すが、井戸を掘ってくれたお陰で、その水で
今自分たちが生活できていることを、もう１
回頭において、私も来年からまたロータリア
ンとしての活動を考えていきたいと思います。
　皆さんに、ニコニコについてのアンケート

をお配りしました。数年前から、ニコニコの
使途について議論してきました。どういう形
でニコニコを使っていって、また会費につい
ても適切なのはどのぐらいかということを、
アンケートですので意識調査のようになると
思います。集計をして前川さんと岡本さんに
引き継ぎ、アンケートを踏まえて検討しなが
ら、慎重に、適切に決めていっていただけれ
ばと思いますので、ご協力をよろしくお願い
します。
　最後ですので、手前勝手なことを申します
と、うちの会社にも自分が30年ぐらい前に作
った経営理念のようなものがあります。「勤
勉なる社員の幸福をもって、何をすべきか、
何ができるか考え実行、成長し続ける企業で
ありたい」これが、うちの会社の考えです。
その中で、「勤勉なる社員」とは何かと質問
がきます。うちにとっては、無遅刻・無欠勤
でコツコツ真面目にするのが勤勉なる社員で
は決してありません。日々、どんな場所にお
いても、どんな立場でもジャッジをしていか
なければならない。そのジャッジをするとき
に、会社にとって良い事か悪い事なのかとい
うことを、適切にジャッジを下せる人間、判
断できる人間、それがうちにとっての「勤勉
なる社員」であると、共有しています。
　「幸福をもって」の幸福とは、シンプルに
簡単に、ありがたいと思える気持ちを持って
いるときが、人間は幸福である。お金があっ
ても偉くなっても満足しない、こういう人が
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６月12日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
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㈬　時間変更例会
　　　　　　役員会

■例会変更のお知らせ
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
高知南ＲＣ　　８月１日㈭　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　８月13日㈫　休会（お盆休み）
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　８月13日㈫　休会（お盆休み）
高知南ＲＣ　　８月15日㈭　休会（お盆休み）
高知中央ＲＣ　８月15日㈭　休会（お盆休み）
高知西ＲＣ　　８月16日㈮　休会（お盆休み）
高知北ＲＣ　　８月19日㈪　創立記念夜間例会
高知南ＲＣ　　８月29日㈭　夜間例会
高知中央ＲＣ　８月29日㈭　夜間例会

優先はある程度確保できた。
・新入会員さんには、ホームクラブへの出席

を十分理解していただくようにしてきた。
・地区大会、ＩＭ、国際大会などへの参加を

呼びかけた。
・１ヵ月ごとのホームクラブ出席を取り、極

力食事の無駄をなくすようにした。
・例会終了時に出席率を報告した。
・年度末には、皆勤出席者に敬意を表し表彰

する。
◎会員増強・退会防止委員会

（発表：竹村克彦）
　年初会員58名、年度末
53名、実質５名減。
　本年度、会員増強を目
指して進めたが、増強で
きないばかりか、逆に多

くの退会者を出したことを申し訳なく思って
います。
　クラブ活性化のためにも、数は一定力を発
揮するものになろうと考えますので、反省の
もと、次期も頑張ってまいりたいと思います。
◎会員選考・職業分類委員会

（発表：前田　博）
　今年度は、３名の推薦
者がありました。活動方
針に従い、当クラブの会
員として適格であるかど
うか会員選考を行い、理

事会に報告、職業分類を行いました。
　３月13日　後藤会員
　　　　　　（證券業　推薦者・寺尾会員）
　５月８日　野志会員
　　　　　　（総合建設業　推薦者・松﨑会
　　　　　　　員）
　来月早々に入会予定
　　　　　　松井会員
　　　　　　（損害保険業　推薦者・西山会
　　　　　　　員）
◎プログラム委員会（発表：中越貴宣）

・卓話は全部で30回
　　新入会員の「私の履
　歴書」…４回
　　会員増強退会防止委
　員会、社会奉仕委員会、
　職業奉仕委員会、青少

年奉仕委員会、会計、50周年実行委員会
の各委員長または副委員長が紹介した方
…７回
　米山記念奨学生、長期交換留学生…６
回
　会員卓話…５回
　会員紹介の外部者卓話…８回

　１年間、皆さんのご協力により無事に終わ
りました。ありがとうございました。
◎ロータリー情報委員会（発表：寺村　勉）

・新会員へのアドバイザ
　ーの選任
　　後藤会員…石川健会
　員
　　野志会員…浦田健治
　会員

・ロータリーの歴史、奉仕理念、クラブ運営
に関する勉強会

　　12月12日・参加者６名　
　テキスト…ロータリーの基本情報は入会
３年未満の会員12名に配布。東ＲＣ新入会
員オリエンテーション用に８ページの文を
作成し配布。

・決算は10万円の予算に対して、１万6,480
円を使用。

・３回の勉強会を開催する予定が１回のみの
開催となりました。

◎会計（発表：浦田健治）
　日々、予算内で運営費
が使われているかチェッ
ク。本会計、50周年に伴
う特別会計ともに無事に
終わり、数日内に監査を
受ける予定。

　当クラブの会計はやや複雑になっており、
本会計、ニコニコのお金、単純にいうと右と
左のポケットは余り行き来しないほうがいい。
本会計がメインであり、赤字であってはなら
ない。とりあえず、本会計の単年度の黒字化
はしなければいけないが、大体100万円前後、
当初から赤字を見込んでいるというある意味
異常な状態が続いている。立場上、そろそろ
世間一般的な本会計の黒字、ニコニコ箱に余
裕があれば社会奉仕活動等に使うといった単
純化の実現をすべきではないか。
　今後、アンケート等で、徐々に皆さんの理

１番不幸な人間である。人や世間、会社、部
下や友達、そして自分に対してありがたいと
思う気持ちを忘れたときが不幸なんだから、
ありがたいと思う気持ちを持ち続けることが
「幸福をもって」ということです。
　次に、「何ができるか、何をすべきか」で
はなくて、「何をすべきか、何ができるか」
ここが問題で、学校であればできることから
始めましょうでいいと思うのですが、企業に
は競争があります。できることから始めてい
たら、簡単に追い抜かれてしまいます。何を
すべきかをまず考え、そして、何ができるか
優先順位を付けてやっていこうと考え、実行
して成長し続けるというのが、うちの会社の
経営理念です。
　今、うちは建設関係にいますが、10年、20
年、30年後にうどん屋になるか八百屋さんに
なるかも分かりません。どんなに変わっても
100年続く考え方を経営理念にしています。
　東ロータリーも、いろんな考え方があると
思いますが、素晴らしい東ロータリーが、こ
れからさらに素晴らしいクラブとして、発展
していくことを祈念して、通常例会最後のご

挨拶とさせていただきます。
　１年間、くだらない挨拶で申し訳ありませ
ん。ご清聴ありがとうございました。
◇来訪ロータリアン
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
◇50周年記念誌担当より
　年度内に、皆さんに50周年記念誌をお渡し
するべく進めていましたが、私の方の資料の
提供等が１ヵ月遅れたことが、さらに大きな
遅れにつながり、最終夜間例会でせめて見本
をとも思ったのですが、それも叶わない状況
です。発刊が年度を越えてしまうことを、こ
の場でお伝えし、お許しいただきたいと思い
ます。
◇LYRAセミナー修了証が２名の参加者に届

いていますので、ご報告します。
◇幹　事　報　告
・新居浜ＲＣから地区大会の記録誌が届いて

います。
◇副幹事報告
・次年度の理事会を、例会終了後に行います。
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解と自覚を促した上で、次にバトンタッチし
たいと、クラブ会計の健全化に向けて動き始
めたと思っています。次年度、次々年度、お
金に関してはクリーンな形でやっていただき
たいと思います。
◎ロータリー奉仕プロジェクト研究会

（発表：岡本淳一）
・昨年５月30日、第１回
　研究会を開催…16名参
　加。
　　卓話は、４大奉仕に
　ついて…前田会員

　４人ごとのグループ討論で出た議案等を
ロータリー財団委員会で持ち帰り、次年度
の事業に申請中。

・50周年の記念事業もあり、今期は１回のみ
の開催

・奉仕プロジェクト研究会のさらなる活性化
を次期委員長に託しました。

◎クラブ奉仕委員会（発表・寺尾会長代読）
　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Ｉ
Ｔ・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。
◇お詫びと訂正
　先週の会長挨拶の中で、アジサイの花言葉
の一つの「無情」は、常ならずの「無常」の
間違いです。お詫びして訂正いたします。

◇委員会活動実績報告・２

◎ＳＡＡ（発表：松野宏司）
活動実績
１．例会の準備、片付け、
　座席の配置
　　例会開始１時間前に
　会場に入り、各テーブ
　ルのバナー及び必要品

の準備。例会終了後の備品の片付け、及
び忘れ物の確認。同じ会員同士がかた
まったりしないように、心がけてきた。

２．例会食事
　ホテルと連携して、あらゆる世代の会員
にゆっくり食事をとっていただけるよう配
慮した。

３．会員祝日記念
　ご家族に喜んでいただける品物を用意し
た。

４．ロータリーソング
　ロータリーソングを中心に、季節・時候

にあった歌。ロータリーソングは新入会員
にも覚えられるよう、なるべく多くのもの
を選び、ソングリーダーは親睦委員会に依
頼。

５．ニコニコ箱
　ニコニコ箱、チビニコ箱とも、会員の自
主性を尊重しつつ、気持ちよく拠出してい
ただけるような雰囲気づくりに努めた。

６．サロンイースト
　会員間の親睦を深め、またニコニコ箱に
も貢献するもので、会員が積極的に利用す
るような仕組みを検討した。

◎出席委員会（発表：松岡英雄）
　伝統にもなっている
100％出席は、会員の皆
さまのご協力により継続
できると思います。
活動計画
・ホームクラブへの出席

◇出席率報告

 ● 寺尾正生　通常例会の挨拶も今日が最後に
なりました。１年間ありがとうございました。 
● 松本隆之　いよいよ最終夜間例会を残すの
みとなりました。マジック１！各委員会の皆
さま、本当にありがとうございました。
 ● 柳澤光秋　「ロータリーの友」理事会は毎
月第３月曜日で６月17日開催。７月は１日の
ガバナー会終了後に開催予定。６月30日にて
顧問、９月９日にて理事を終了します。７月
号から英題がRotary Global Media Network
に変わります。
 ● 永野正将　長期交換留学生の受け入れの件、
猿田会員がお受けいただけることになりまし
た。猿田ご夫妻、本当にありがとうございま
す。一安心です。
 ● 土居祐三　ちょこっと入院してました。ロ
ータリーをはじめたくさんの方にお見舞いに
来ていただき、大変ありがとうございました。
結構嬉しかったです。これからもよろしくお
願いします。

 ● 中平真理子　最終夜間例会、海外研修のた
めお休みになりました。国際奉仕委員会の皆
さまとご協力いただいた皆さま、ありがとう
ございました。
 ● 西森やよい　先日の野外レクの際、子ども
たちが絵付けしたお皿を受け取りました。寺
村さん、ありがとうございました。
 ● 岡本淳一　本日、水曜会の総会に参加して
きました。いよいよ次年度が近づいてきまし
た。精一杯頑張ります。よろしくお願いしま
す。
 ● 近森範久　家内の誕生日祝いありがとうご
ざいました。その家内も本日より水曜会に入
会させていただきました。家内共々、これか
らもよろしくお願いします。
 ● 野町和也　家庭記念日のお礼。
 ● 竹村克彦　入会祝いのお礼。
 ● ＳＡＡ４人　今年度のＳＡＡは勉強不足、
準備不足と至らぬ点が多くあり、何度かお叱
りをいただくこともありました。毎回ヒヤヒ
ヤしながらの例会でしたが、何とか１年が終
わりそうです。皆さま、ご協力ありがとうご
ざいました。
 ● 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。
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　皆さま、こんにちは。
お昼の例会での会長挨拶
も今日で最後になります。
１年間、ご清聴いただき、
誠にありがとうございま
した。もう１回、夜間例

会でほんとの最後のご挨拶をさせていただく
ことになりますけども、この１年間、何がで
きたかと言いますと、なかなか自分でも満足
のいくことはできてないと思います。東ロー
タリーが誕生して50年ということで、その中
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ました。
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年、諸先輩方含め、井戸を掘ってくれた人た
ちのことを忘れることなく、その水を汲みな
がら、東ロータリーの会員として送らせても
らっていることに感謝の念をもっていきたい
と思います。
　時代は変わりますので、我々もいろんなこ
とで変わっていかなければいけないと思いま
すが、井戸を掘ってくれたお陰で、その水で
今自分たちが生活できていることを、もう１
回頭において、私も来年からまたロータリア
ンとしての活動を考えていきたいと思います。
　皆さんに、ニコニコについてのアンケート

をお配りしました。数年前から、ニコニコの
使途について議論してきました。どういう形
でニコニコを使っていって、また会費につい
ても適切なのはどのぐらいかということを、
アンケートですので意識調査のようになると
思います。集計をして前川さんと岡本さんに
引き継ぎ、アンケートを踏まえて検討しなが
ら、慎重に、適切に決めていっていただけれ
ばと思いますので、ご協力をよろしくお願い
します。
　最後ですので、手前勝手なことを申します
と、うちの会社にも自分が30年ぐらい前に作
った経営理念のようなものがあります。「勤
勉なる社員の幸福をもって、何をすべきか、
何ができるか考え実行、成長し続ける企業で
ありたい」これが、うちの会社の考えです。
その中で、「勤勉なる社員」とは何かと質問
がきます。うちにとっては、無遅刻・無欠勤
でコツコツ真面目にするのが勤勉なる社員で
は決してありません。日々、どんな場所にお
いても、どんな立場でもジャッジをしていか
なければならない。そのジャッジをするとき
に、会社にとって良い事か悪い事なのかとい
うことを、適切にジャッジを下せる人間、判
断できる人間、それがうちにとっての「勤勉
なる社員」であると、共有しています。
　「幸福をもって」の幸福とは、シンプルに
簡単に、ありがたいと思える気持ちを持って
いるときが、人間は幸福である。お金があっ
ても偉くなっても満足しない、こういう人が
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● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
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21,989円

6,144円
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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
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㈬　時間変更例会
　　　　　　役員会

■例会変更のお知らせ
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
高知南ＲＣ　　８月１日㈭　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　８月13日㈫　休会（お盆休み）
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　８月13日㈫　休会（お盆休み）
高知南ＲＣ　　８月15日㈭　休会（お盆休み）
高知中央ＲＣ　８月15日㈭　休会（お盆休み）
高知西ＲＣ　　８月16日㈮　休会（お盆休み）
高知北ＲＣ　　８月19日㈪　創立記念夜間例会
高知南ＲＣ　　８月29日㈭　夜間例会
高知中央ＲＣ　８月29日㈭　夜間例会

優先はある程度確保できた。
・新入会員さんには、ホームクラブへの出席

を十分理解していただくようにしてきた。
・地区大会、ＩＭ、国際大会などへの参加を

呼びかけた。
・１ヵ月ごとのホームクラブ出席を取り、極

力食事の無駄をなくすようにした。
・例会終了時に出席率を報告した。
・年度末には、皆勤出席者に敬意を表し表彰

する。
◎会員増強・退会防止委員会

（発表：竹村克彦）
　年初会員58名、年度末
53名、実質５名減。
　本年度、会員増強を目
指して進めたが、増強で
きないばかりか、逆に多

くの退会者を出したことを申し訳なく思って
います。
　クラブ活性化のためにも、数は一定力を発
揮するものになろうと考えますので、反省の
もと、次期も頑張ってまいりたいと思います。
◎会員選考・職業分類委員会

（発表：前田　博）
　今年度は、３名の推薦
者がありました。活動方
針に従い、当クラブの会
員として適格であるかど
うか会員選考を行い、理

事会に報告、職業分類を行いました。
　３月13日　後藤会員
　　　　　　（證券業　推薦者・寺尾会員）
　５月８日　野志会員
　　　　　　（総合建設業　推薦者・松﨑会
　　　　　　　員）
　来月早々に入会予定
　　　　　　松井会員
　　　　　　（損害保険業　推薦者・西山会
　　　　　　　員）
◎プログラム委員会（発表：中越貴宣）

・卓話は全部で30回
　　新入会員の「私の履
　歴書」…４回
　　会員増強退会防止委
　員会、社会奉仕委員会、
　職業奉仕委員会、青少

年奉仕委員会、会計、50周年実行委員会
の各委員長または副委員長が紹介した方
…７回
　米山記念奨学生、長期交換留学生…６
回
　会員卓話…５回
　会員紹介の外部者卓話…８回

　１年間、皆さんのご協力により無事に終わ
りました。ありがとうございました。
◎ロータリー情報委員会（発表：寺村　勉）

・新会員へのアドバイザ
　ーの選任
　　後藤会員…石川健会
　員
　　野志会員…浦田健治
　会員

・ロータリーの歴史、奉仕理念、クラブ運営
に関する勉強会

　　12月12日・参加者６名　
　テキスト…ロータリーの基本情報は入会
３年未満の会員12名に配布。東ＲＣ新入会
員オリエンテーション用に８ページの文を
作成し配布。

・決算は10万円の予算に対して、１万6,480
円を使用。

・３回の勉強会を開催する予定が１回のみの
開催となりました。

◎会計（発表：浦田健治）
　日々、予算内で運営費
が使われているかチェッ
ク。本会計、50周年に伴
う特別会計ともに無事に
終わり、数日内に監査を
受ける予定。

　当クラブの会計はやや複雑になっており、
本会計、ニコニコのお金、単純にいうと右と
左のポケットは余り行き来しないほうがいい。
本会計がメインであり、赤字であってはなら
ない。とりあえず、本会計の単年度の黒字化
はしなければいけないが、大体100万円前後、
当初から赤字を見込んでいるというある意味
異常な状態が続いている。立場上、そろそろ
世間一般的な本会計の黒字、ニコニコ箱に余
裕があれば社会奉仕活動等に使うといった単
純化の実現をすべきではないか。
　今後、アンケート等で、徐々に皆さんの理

１番不幸な人間である。人や世間、会社、部
下や友達、そして自分に対してありがたいと
思う気持ちを忘れたときが不幸なんだから、
ありがたいと思う気持ちを持ち続けることが
「幸福をもって」ということです。
　次に、「何ができるか、何をすべきか」で
はなくて、「何をすべきか、何ができるか」
ここが問題で、学校であればできることから
始めましょうでいいと思うのですが、企業に
は競争があります。できることから始めてい
たら、簡単に追い抜かれてしまいます。何を
すべきかをまず考え、そして、何ができるか
優先順位を付けてやっていこうと考え、実行
して成長し続けるというのが、うちの会社の
経営理念です。
　今、うちは建設関係にいますが、10年、20
年、30年後にうどん屋になるか八百屋さんに
なるかも分かりません。どんなに変わっても
100年続く考え方を経営理念にしています。
　東ロータリーも、いろんな考え方があると
思いますが、素晴らしい東ロータリーが、こ
れからさらに素晴らしいクラブとして、発展
していくことを祈念して、通常例会最後のご

挨拶とさせていただきます。
　１年間、くだらない挨拶で申し訳ありませ
ん。ご清聴ありがとうございました。
◇来訪ロータリアン
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
◇50周年記念誌担当より
　年度内に、皆さんに50周年記念誌をお渡し
するべく進めていましたが、私の方の資料の
提供等が１ヵ月遅れたことが、さらに大きな
遅れにつながり、最終夜間例会でせめて見本
をとも思ったのですが、それも叶わない状況
です。発刊が年度を越えてしまうことを、こ
の場でお伝えし、お許しいただきたいと思い
ます。
◇LYRAセミナー修了証が２名の参加者に届

いていますので、ご報告します。
◇幹　事　報　告
・新居浜ＲＣから地区大会の記録誌が届いて

います。
◇副幹事報告
・次年度の理事会を、例会終了後に行います。

６月19日

６月５日
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92.16％

100％

5
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解と自覚を促した上で、次にバトンタッチし
たいと、クラブ会計の健全化に向けて動き始
めたと思っています。次年度、次々年度、お
金に関してはクリーンな形でやっていただき
たいと思います。
◎ロータリー奉仕プロジェクト研究会

（発表：岡本淳一）
・昨年５月30日、第１回
　研究会を開催…16名参
　加。
　　卓話は、４大奉仕に
　ついて…前田会員

　４人ごとのグループ討論で出た議案等を
ロータリー財団委員会で持ち帰り、次年度
の事業に申請中。

・50周年の記念事業もあり、今期は１回のみ
の開催

・奉仕プロジェクト研究会のさらなる活性化
を次期委員長に託しました。

◎クラブ奉仕委員会（発表・寺尾会長代読）
　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Ｉ
Ｔ・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。
◇お詫びと訂正
　先週の会長挨拶の中で、アジサイの花言葉
の一つの「無情」は、常ならずの「無常」の
間違いです。お詫びして訂正いたします。

◇委員会活動実績報告・２

◎ＳＡＡ（発表：松野宏司）
活動実績
１．例会の準備、片付け、
　座席の配置
　　例会開始１時間前に
　会場に入り、各テーブ
　ルのバナー及び必要品

の準備。例会終了後の備品の片付け、及
び忘れ物の確認。同じ会員同士がかた
まったりしないように、心がけてきた。

２．例会食事
　ホテルと連携して、あらゆる世代の会員
にゆっくり食事をとっていただけるよう配
慮した。

３．会員祝日記念
　ご家族に喜んでいただける品物を用意し
た。

４．ロータリーソング
　ロータリーソングを中心に、季節・時候

にあった歌。ロータリーソングは新入会員
にも覚えられるよう、なるべく多くのもの
を選び、ソングリーダーは親睦委員会に依
頼。

５．ニコニコ箱
　ニコニコ箱、チビニコ箱とも、会員の自
主性を尊重しつつ、気持ちよく拠出してい
ただけるような雰囲気づくりに努めた。

６．サロンイースト
　会員間の親睦を深め、またニコニコ箱に
も貢献するもので、会員が積極的に利用す
るような仕組みを検討した。

◎出席委員会（発表：松岡英雄）
　伝統にもなっている
100％出席は、会員の皆
さまのご協力により継続
できると思います。
活動計画
・ホームクラブへの出席

◇出席率報告

 ● 寺尾正生　通常例会の挨拶も今日が最後に
なりました。１年間ありがとうございました。 
● 松本隆之　いよいよ最終夜間例会を残すの
みとなりました。マジック１！各委員会の皆
さま、本当にありがとうございました。
 ● 柳澤光秋　「ロータリーの友」理事会は毎
月第３月曜日で６月17日開催。７月は１日の
ガバナー会終了後に開催予定。６月30日にて
顧問、９月９日にて理事を終了します。７月
号から英題がRotary Global Media Network
に変わります。
 ● 永野正将　長期交換留学生の受け入れの件、
猿田会員がお受けいただけることになりまし
た。猿田ご夫妻、本当にありがとうございま
す。一安心です。
 ● 土居祐三　ちょこっと入院してました。ロ
ータリーをはじめたくさんの方にお見舞いに
来ていただき、大変ありがとうございました。
結構嬉しかったです。これからもよろしくお
願いします。

 ● 中平真理子　最終夜間例会、海外研修のた
めお休みになりました。国際奉仕委員会の皆
さまとご協力いただいた皆さま、ありがとう
ございました。
 ● 西森やよい　先日の野外レクの際、子ども
たちが絵付けしたお皿を受け取りました。寺
村さん、ありがとうございました。
 ● 岡本淳一　本日、水曜会の総会に参加して
きました。いよいよ次年度が近づいてきまし
た。精一杯頑張ります。よろしくお願いしま
す。
 ● 近森範久　家内の誕生日祝いありがとうご
ざいました。その家内も本日より水曜会に入
会させていただきました。家内共々、これか
らもよろしくお願いします。
 ● 野町和也　家庭記念日のお礼。
 ● 竹村克彦　入会祝いのお礼。
 ● ＳＡＡ４人　今年度のＳＡＡは勉強不足、
準備不足と至らぬ点が多くあり、何度かお叱
りをいただくこともありました。毎回ヒヤヒ
ヤしながらの例会でしたが、何とか１年が終
わりそうです。皆さま、ご協力ありがとうご
ざいました。
 ● 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。
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本日　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

次週　７月３日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　会 長 ク ラ ブ 運 営 方 針 発 表

第2425回　例会報告／令和元年６月19日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「それでこそロータリー」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんにちは。
お昼の例会での会長挨拶
も今日で最後になります。
１年間、ご清聴いただき、
誠にありがとうございま
した。もう１回、夜間例

会でほんとの最後のご挨拶をさせていただく
ことになりますけども、この１年間、何がで
きたかと言いますと、なかなか自分でも満足
のいくことはできてないと思います。東ロー
タリーが誕生して50年ということで、その中
で培われてきたクラブの伝統とか良さという
ものをしみじみ考えさせられた１年でもあり
ました。
　ですから、やはりロータリー全員でこの50
年、諸先輩方含め、井戸を掘ってくれた人た
ちのことを忘れることなく、その水を汲みな
がら、東ロータリーの会員として送らせても
らっていることに感謝の念をもっていきたい
と思います。
　時代は変わりますので、我々もいろんなこ
とで変わっていかなければいけないと思いま
すが、井戸を掘ってくれたお陰で、その水で
今自分たちが生活できていることを、もう１
回頭において、私も来年からまたロータリア
ンとしての活動を考えていきたいと思います。
　皆さんに、ニコニコについてのアンケート

をお配りしました。数年前から、ニコニコの
使途について議論してきました。どういう形
でニコニコを使っていって、また会費につい
ても適切なのはどのぐらいかということを、
アンケートですので意識調査のようになると
思います。集計をして前川さんと岡本さんに
引き継ぎ、アンケートを踏まえて検討しなが
ら、慎重に、適切に決めていっていただけれ
ばと思いますので、ご協力をよろしくお願い
します。
　最後ですので、手前勝手なことを申します
と、うちの会社にも自分が30年ぐらい前に作
った経営理念のようなものがあります。「勤
勉なる社員の幸福をもって、何をすべきか、
何ができるか考え実行、成長し続ける企業で
ありたい」これが、うちの会社の考えです。
その中で、「勤勉なる社員」とは何かと質問
がきます。うちにとっては、無遅刻・無欠勤
でコツコツ真面目にするのが勤勉なる社員で
は決してありません。日々、どんな場所にお
いても、どんな立場でもジャッジをしていか
なければならない。そのジャッジをするとき
に、会社にとって良い事か悪い事なのかとい
うことを、適切にジャッジを下せる人間、判
断できる人間、それがうちにとっての「勤勉
なる社員」であると、共有しています。
　「幸福をもって」の幸福とは、シンプルに
簡単に、ありがたいと思える気持ちを持って
いるときが、人間は幸福である。お金があっ
ても偉くなっても満足しない、こういう人が
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チビニコ 合　計

６月12日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
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㈬　時間変更例会
　　　　　　役員会

■例会変更のお知らせ
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
高知南ＲＣ　　８月１日㈭　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　８月13日㈫　休会（お盆休み）
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　８月13日㈫　休会（お盆休み）
高知南ＲＣ　　８月15日㈭　休会（お盆休み）
高知中央ＲＣ　８月15日㈭　休会（お盆休み）
高知西ＲＣ　　８月16日㈮　休会（お盆休み）
高知北ＲＣ　　８月19日㈪　創立記念夜間例会
高知南ＲＣ　　８月29日㈭　夜間例会
高知中央ＲＣ　８月29日㈭　夜間例会

優先はある程度確保できた。
・新入会員さんには、ホームクラブへの出席

を十分理解していただくようにしてきた。
・地区大会、ＩＭ、国際大会などへの参加を

呼びかけた。
・１ヵ月ごとのホームクラブ出席を取り、極

力食事の無駄をなくすようにした。
・例会終了時に出席率を報告した。
・年度末には、皆勤出席者に敬意を表し表彰

する。
◎会員増強・退会防止委員会

（発表：竹村克彦）
　年初会員58名、年度末
53名、実質５名減。
　本年度、会員増強を目
指して進めたが、増強で
きないばかりか、逆に多

くの退会者を出したことを申し訳なく思って
います。
　クラブ活性化のためにも、数は一定力を発
揮するものになろうと考えますので、反省の
もと、次期も頑張ってまいりたいと思います。
◎会員選考・職業分類委員会

（発表：前田　博）
　今年度は、３名の推薦
者がありました。活動方
針に従い、当クラブの会
員として適格であるかど
うか会員選考を行い、理

事会に報告、職業分類を行いました。
　３月13日　後藤会員
　　　　　　（證券業　推薦者・寺尾会員）
　５月８日　野志会員
　　　　　　（総合建設業　推薦者・松﨑会
　　　　　　　員）
　来月早々に入会予定
　　　　　　松井会員
　　　　　　（損害保険業　推薦者・西山会
　　　　　　　員）
◎プログラム委員会（発表：中越貴宣）

・卓話は全部で30回
　　新入会員の「私の履
　歴書」…４回
　　会員増強退会防止委
　員会、社会奉仕委員会、
　職業奉仕委員会、青少

年奉仕委員会、会計、50周年実行委員会
の各委員長または副委員長が紹介した方
…７回
　米山記念奨学生、長期交換留学生…６
回
　会員卓話…５回
　会員紹介の外部者卓話…８回

　１年間、皆さんのご協力により無事に終わ
りました。ありがとうございました。
◎ロータリー情報委員会（発表：寺村　勉）

・新会員へのアドバイザ
　ーの選任
　　後藤会員…石川健会
　員
　　野志会員…浦田健治
　会員

・ロータリーの歴史、奉仕理念、クラブ運営
に関する勉強会

　　12月12日・参加者６名　
　テキスト…ロータリーの基本情報は入会
３年未満の会員12名に配布。東ＲＣ新入会
員オリエンテーション用に８ページの文を
作成し配布。

・決算は10万円の予算に対して、１万6,480
円を使用。

・３回の勉強会を開催する予定が１回のみの
開催となりました。

◎会計（発表：浦田健治）
　日々、予算内で運営費
が使われているかチェッ
ク。本会計、50周年に伴
う特別会計ともに無事に
終わり、数日内に監査を
受ける予定。

　当クラブの会計はやや複雑になっており、
本会計、ニコニコのお金、単純にいうと右と
左のポケットは余り行き来しないほうがいい。
本会計がメインであり、赤字であってはなら
ない。とりあえず、本会計の単年度の黒字化
はしなければいけないが、大体100万円前後、
当初から赤字を見込んでいるというある意味
異常な状態が続いている。立場上、そろそろ
世間一般的な本会計の黒字、ニコニコ箱に余
裕があれば社会奉仕活動等に使うといった単
純化の実現をすべきではないか。
　今後、アンケート等で、徐々に皆さんの理

１番不幸な人間である。人や世間、会社、部
下や友達、そして自分に対してありがたいと
思う気持ちを忘れたときが不幸なんだから、
ありがたいと思う気持ちを持ち続けることが
「幸福をもって」ということです。
　次に、「何ができるか、何をすべきか」で
はなくて、「何をすべきか、何ができるか」
ここが問題で、学校であればできることから
始めましょうでいいと思うのですが、企業に
は競争があります。できることから始めてい
たら、簡単に追い抜かれてしまいます。何を
すべきかをまず考え、そして、何ができるか
優先順位を付けてやっていこうと考え、実行
して成長し続けるというのが、うちの会社の
経営理念です。
　今、うちは建設関係にいますが、10年、20
年、30年後にうどん屋になるか八百屋さんに
なるかも分かりません。どんなに変わっても
100年続く考え方を経営理念にしています。
　東ロータリーも、いろんな考え方があると
思いますが、素晴らしい東ロータリーが、こ
れからさらに素晴らしいクラブとして、発展
していくことを祈念して、通常例会最後のご

挨拶とさせていただきます。
　１年間、くだらない挨拶で申し訳ありませ
ん。ご清聴ありがとうございました。
◇来訪ロータリアン
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
◇50周年記念誌担当より
　年度内に、皆さんに50周年記念誌をお渡し
するべく進めていましたが、私の方の資料の
提供等が１ヵ月遅れたことが、さらに大きな
遅れにつながり、最終夜間例会でせめて見本
をとも思ったのですが、それも叶わない状況
です。発刊が年度を越えてしまうことを、こ
の場でお伝えし、お許しいただきたいと思い
ます。
◇LYRAセミナー修了証が２名の参加者に届

いていますので、ご報告します。
◇幹　事　報　告
・新居浜ＲＣから地区大会の記録誌が届いて

います。
◇副幹事報告
・次年度の理事会を、例会終了後に行います。

６月19日

６月５日
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92.16％

100％
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解と自覚を促した上で、次にバトンタッチし
たいと、クラブ会計の健全化に向けて動き始
めたと思っています。次年度、次々年度、お
金に関してはクリーンな形でやっていただき
たいと思います。
◎ロータリー奉仕プロジェクト研究会

（発表：岡本淳一）
・昨年５月30日、第１回
　研究会を開催…16名参
　加。
　　卓話は、４大奉仕に
　ついて…前田会員

　４人ごとのグループ討論で出た議案等を
ロータリー財団委員会で持ち帰り、次年度
の事業に申請中。

・50周年の記念事業もあり、今期は１回のみ
の開催

・奉仕プロジェクト研究会のさらなる活性化
を次期委員長に託しました。

◎クラブ奉仕委員会（発表・寺尾会長代読）
　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Ｉ
Ｔ・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。
◇お詫びと訂正
　先週の会長挨拶の中で、アジサイの花言葉
の一つの「無情」は、常ならずの「無常」の
間違いです。お詫びして訂正いたします。

◇委員会活動実績報告・２

◎ＳＡＡ（発表：松野宏司）
活動実績
１．例会の準備、片付け、
　座席の配置
　　例会開始１時間前に
　会場に入り、各テーブ
　ルのバナー及び必要品

の準備。例会終了後の備品の片付け、及
び忘れ物の確認。同じ会員同士がかた
まったりしないように、心がけてきた。

２．例会食事
　ホテルと連携して、あらゆる世代の会員
にゆっくり食事をとっていただけるよう配
慮した。

３．会員祝日記念
　ご家族に喜んでいただける品物を用意し
た。

４．ロータリーソング
　ロータリーソングを中心に、季節・時候

にあった歌。ロータリーソングは新入会員
にも覚えられるよう、なるべく多くのもの
を選び、ソングリーダーは親睦委員会に依
頼。

５．ニコニコ箱
　ニコニコ箱、チビニコ箱とも、会員の自
主性を尊重しつつ、気持ちよく拠出してい
ただけるような雰囲気づくりに努めた。

６．サロンイースト
　会員間の親睦を深め、またニコニコ箱に
も貢献するもので、会員が積極的に利用す
るような仕組みを検討した。

◎出席委員会（発表：松岡英雄）
　伝統にもなっている
100％出席は、会員の皆
さまのご協力により継続
できると思います。
活動計画
・ホームクラブへの出席

◇出席率報告

 ● 寺尾正生　通常例会の挨拶も今日が最後に
なりました。１年間ありがとうございました。 
● 松本隆之　いよいよ最終夜間例会を残すの
みとなりました。マジック１！各委員会の皆
さま、本当にありがとうございました。
 ● 柳澤光秋　「ロータリーの友」理事会は毎
月第３月曜日で６月17日開催。７月は１日の
ガバナー会終了後に開催予定。６月30日にて
顧問、９月９日にて理事を終了します。７月
号から英題がRotary Global Media Network
に変わります。
 ● 永野正将　長期交換留学生の受け入れの件、
猿田会員がお受けいただけることになりまし
た。猿田ご夫妻、本当にありがとうございま
す。一安心です。
 ● 土居祐三　ちょこっと入院してました。ロ
ータリーをはじめたくさんの方にお見舞いに
来ていただき、大変ありがとうございました。
結構嬉しかったです。これからもよろしくお
願いします。

 ● 中平真理子　最終夜間例会、海外研修のた
めお休みになりました。国際奉仕委員会の皆
さまとご協力いただいた皆さま、ありがとう
ございました。
 ● 西森やよい　先日の野外レクの際、子ども
たちが絵付けしたお皿を受け取りました。寺
村さん、ありがとうございました。
 ● 岡本淳一　本日、水曜会の総会に参加して
きました。いよいよ次年度が近づいてきまし
た。精一杯頑張ります。よろしくお願いしま
す。
 ● 近森範久　家内の誕生日祝いありがとうご
ざいました。その家内も本日より水曜会に入
会させていただきました。家内共々、これか
らもよろしくお願いします。
 ● 野町和也　家庭記念日のお礼。
 ● 竹村克彦　入会祝いのお礼。
 ● ＳＡＡ４人　今年度のＳＡＡは勉強不足、
準備不足と至らぬ点が多くあり、何度かお叱
りをいただくこともありました。毎回ヒヤヒ
ヤしながらの例会でしたが、何とか１年が終
わりそうです。皆さま、ご協力ありがとうご
ざいました。
 ● 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。
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本日　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

次週　７月３日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　会 長 ク ラ ブ 運 営 方 針 発 表

第2425回　例会報告／令和元年６月19日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「それでこそロータリー」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんにちは。
お昼の例会での会長挨拶
も今日で最後になります。
１年間、ご清聴いただき、
誠にありがとうございま
した。もう１回、夜間例

会でほんとの最後のご挨拶をさせていただく
ことになりますけども、この１年間、何がで
きたかと言いますと、なかなか自分でも満足
のいくことはできてないと思います。東ロー
タリーが誕生して50年ということで、その中
で培われてきたクラブの伝統とか良さという
ものをしみじみ考えさせられた１年でもあり
ました。
　ですから、やはりロータリー全員でこの50
年、諸先輩方含め、井戸を掘ってくれた人た
ちのことを忘れることなく、その水を汲みな
がら、東ロータリーの会員として送らせても
らっていることに感謝の念をもっていきたい
と思います。
　時代は変わりますので、我々もいろんなこ
とで変わっていかなければいけないと思いま
すが、井戸を掘ってくれたお陰で、その水で
今自分たちが生活できていることを、もう１
回頭において、私も来年からまたロータリア
ンとしての活動を考えていきたいと思います。
　皆さんに、ニコニコについてのアンケート

をお配りしました。数年前から、ニコニコの
使途について議論してきました。どういう形
でニコニコを使っていって、また会費につい
ても適切なのはどのぐらいかということを、
アンケートですので意識調査のようになると
思います。集計をして前川さんと岡本さんに
引き継ぎ、アンケートを踏まえて検討しなが
ら、慎重に、適切に決めていっていただけれ
ばと思いますので、ご協力をよろしくお願い
します。
　最後ですので、手前勝手なことを申します
と、うちの会社にも自分が30年ぐらい前に作
った経営理念のようなものがあります。「勤
勉なる社員の幸福をもって、何をすべきか、
何ができるか考え実行、成長し続ける企業で
ありたい」これが、うちの会社の考えです。
その中で、「勤勉なる社員」とは何かと質問
がきます。うちにとっては、無遅刻・無欠勤
でコツコツ真面目にするのが勤勉なる社員で
は決してありません。日々、どんな場所にお
いても、どんな立場でもジャッジをしていか
なければならない。そのジャッジをするとき
に、会社にとって良い事か悪い事なのかとい
うことを、適切にジャッジを下せる人間、判
断できる人間、それがうちにとっての「勤勉
なる社員」であると、共有しています。
　「幸福をもって」の幸福とは、シンプルに
簡単に、ありがたいと思える気持ちを持って
いるときが、人間は幸福である。お金があっ
ても偉くなっても満足しない、こういう人が
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６月12日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
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㈬　時間変更例会
　　　　　　役員会

■例会変更のお知らせ
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
高知南ＲＣ　　８月１日㈭　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　８月13日㈫　休会（お盆休み）
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　８月13日㈫　休会（お盆休み）
高知南ＲＣ　　８月15日㈭　休会（お盆休み）
高知中央ＲＣ　８月15日㈭　休会（お盆休み）
高知西ＲＣ　　８月16日㈮　休会（お盆休み）
高知北ＲＣ　　８月19日㈪　創立記念夜間例会
高知南ＲＣ　　８月29日㈭　夜間例会
高知中央ＲＣ　８月29日㈭　夜間例会

優先はある程度確保できた。
・新入会員さんには、ホームクラブへの出席

を十分理解していただくようにしてきた。
・地区大会、ＩＭ、国際大会などへの参加を

呼びかけた。
・１ヵ月ごとのホームクラブ出席を取り、極

力食事の無駄をなくすようにした。
・例会終了時に出席率を報告した。
・年度末には、皆勤出席者に敬意を表し表彰

する。
◎会員増強・退会防止委員会

（発表：竹村克彦）
　年初会員58名、年度末
53名、実質５名減。
　本年度、会員増強を目
指して進めたが、増強で
きないばかりか、逆に多

くの退会者を出したことを申し訳なく思って
います。
　クラブ活性化のためにも、数は一定力を発
揮するものになろうと考えますので、反省の
もと、次期も頑張ってまいりたいと思います。
◎会員選考・職業分類委員会

（発表：前田　博）
　今年度は、３名の推薦
者がありました。活動方
針に従い、当クラブの会
員として適格であるかど
うか会員選考を行い、理

事会に報告、職業分類を行いました。
　３月13日　後藤会員
　　　　　　（證券業　推薦者・寺尾会員）
　５月８日　野志会員
　　　　　　（総合建設業　推薦者・松﨑会
　　　　　　　員）
　来月早々に入会予定
　　　　　　松井会員
　　　　　　（損害保険業　推薦者・西山会
　　　　　　　員）
◎プログラム委員会（発表：中越貴宣）

・卓話は全部で30回
　　新入会員の「私の履
　歴書」…４回
　　会員増強退会防止委
　員会、社会奉仕委員会、
　職業奉仕委員会、青少

年奉仕委員会、会計、50周年実行委員会
の各委員長または副委員長が紹介した方
…７回
　米山記念奨学生、長期交換留学生…６
回
　会員卓話…５回
　会員紹介の外部者卓話…８回

　１年間、皆さんのご協力により無事に終わ
りました。ありがとうございました。
◎ロータリー情報委員会（発表：寺村　勉）

・新会員へのアドバイザ
　ーの選任
　　後藤会員…石川健会
　員
　　野志会員…浦田健治
　会員

・ロータリーの歴史、奉仕理念、クラブ運営
に関する勉強会

　　12月12日・参加者６名　
　テキスト…ロータリーの基本情報は入会
３年未満の会員12名に配布。東ＲＣ新入会
員オリエンテーション用に８ページの文を
作成し配布。

・決算は10万円の予算に対して、１万6,480
円を使用。

・３回の勉強会を開催する予定が１回のみの
開催となりました。

◎会計（発表：浦田健治）
　日々、予算内で運営費
が使われているかチェッ
ク。本会計、50周年に伴
う特別会計ともに無事に
終わり、数日内に監査を
受ける予定。

　当クラブの会計はやや複雑になっており、
本会計、ニコニコのお金、単純にいうと右と
左のポケットは余り行き来しないほうがいい。
本会計がメインであり、赤字であってはなら
ない。とりあえず、本会計の単年度の黒字化
はしなければいけないが、大体100万円前後、
当初から赤字を見込んでいるというある意味
異常な状態が続いている。立場上、そろそろ
世間一般的な本会計の黒字、ニコニコ箱に余
裕があれば社会奉仕活動等に使うといった単
純化の実現をすべきではないか。
　今後、アンケート等で、徐々に皆さんの理

１番不幸な人間である。人や世間、会社、部
下や友達、そして自分に対してありがたいと
思う気持ちを忘れたときが不幸なんだから、
ありがたいと思う気持ちを持ち続けることが
「幸福をもって」ということです。
　次に、「何ができるか、何をすべきか」で
はなくて、「何をすべきか、何ができるか」
ここが問題で、学校であればできることから
始めましょうでいいと思うのですが、企業に
は競争があります。できることから始めてい
たら、簡単に追い抜かれてしまいます。何を
すべきかをまず考え、そして、何ができるか
優先順位を付けてやっていこうと考え、実行
して成長し続けるというのが、うちの会社の
経営理念です。
　今、うちは建設関係にいますが、10年、20
年、30年後にうどん屋になるか八百屋さんに
なるかも分かりません。どんなに変わっても
100年続く考え方を経営理念にしています。
　東ロータリーも、いろんな考え方があると
思いますが、素晴らしい東ロータリーが、こ
れからさらに素晴らしいクラブとして、発展
していくことを祈念して、通常例会最後のご

挨拶とさせていただきます。
　１年間、くだらない挨拶で申し訳ありませ
ん。ご清聴ありがとうございました。
◇来訪ロータリアン
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
◇50周年記念誌担当より
　年度内に、皆さんに50周年記念誌をお渡し
するべく進めていましたが、私の方の資料の
提供等が１ヵ月遅れたことが、さらに大きな
遅れにつながり、最終夜間例会でせめて見本
をとも思ったのですが、それも叶わない状況
です。発刊が年度を越えてしまうことを、こ
の場でお伝えし、お許しいただきたいと思い
ます。
◇LYRAセミナー修了証が２名の参加者に届

いていますので、ご報告します。
◇幹　事　報　告
・新居浜ＲＣから地区大会の記録誌が届いて

います。
◇副幹事報告
・次年度の理事会を、例会終了後に行います。

６月19日

６月５日
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－6 54
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欠席
4
0

メイク
アップ HC出席率

77.78％

68.52％

出席率
92.16％

100％

5
11

解と自覚を促した上で、次にバトンタッチし
たいと、クラブ会計の健全化に向けて動き始
めたと思っています。次年度、次々年度、お
金に関してはクリーンな形でやっていただき
たいと思います。
◎ロータリー奉仕プロジェクト研究会

（発表：岡本淳一）
・昨年５月30日、第１回
　研究会を開催…16名参
　加。
　　卓話は、４大奉仕に
　ついて…前田会員

　４人ごとのグループ討論で出た議案等を
ロータリー財団委員会で持ち帰り、次年度
の事業に申請中。

・50周年の記念事業もあり、今期は１回のみ
の開催

・奉仕プロジェクト研究会のさらなる活性化
を次期委員長に託しました。

◎クラブ奉仕委員会（発表・寺尾会長代読）
　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Ｉ
Ｔ・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。
◇お詫びと訂正
　先週の会長挨拶の中で、アジサイの花言葉
の一つの「無情」は、常ならずの「無常」の
間違いです。お詫びして訂正いたします。

◇委員会活動実績報告・２

◎ＳＡＡ（発表：松野宏司）
活動実績
１．例会の準備、片付け、
　座席の配置
　　例会開始１時間前に
　会場に入り、各テーブ
　ルのバナー及び必要品

の準備。例会終了後の備品の片付け、及
び忘れ物の確認。同じ会員同士がかた
まったりしないように、心がけてきた。

２．例会食事
　ホテルと連携して、あらゆる世代の会員
にゆっくり食事をとっていただけるよう配
慮した。

３．会員祝日記念
　ご家族に喜んでいただける品物を用意し
た。

４．ロータリーソング
　ロータリーソングを中心に、季節・時候

にあった歌。ロータリーソングは新入会員
にも覚えられるよう、なるべく多くのもの
を選び、ソングリーダーは親睦委員会に依
頼。

５．ニコニコ箱
　ニコニコ箱、チビニコ箱とも、会員の自
主性を尊重しつつ、気持ちよく拠出してい
ただけるような雰囲気づくりに努めた。

６．サロンイースト
　会員間の親睦を深め、またニコニコ箱に
も貢献するもので、会員が積極的に利用す
るような仕組みを検討した。

◎出席委員会（発表：松岡英雄）
　伝統にもなっている
100％出席は、会員の皆
さまのご協力により継続
できると思います。
活動計画
・ホームクラブへの出席

◇出席率報告

 ● 寺尾正生　通常例会の挨拶も今日が最後に
なりました。１年間ありがとうございました。 
● 松本隆之　いよいよ最終夜間例会を残すの
みとなりました。マジック１！各委員会の皆
さま、本当にありがとうございました。
 ● 柳澤光秋　「ロータリーの友」理事会は毎
月第３月曜日で６月17日開催。７月は１日の
ガバナー会終了後に開催予定。６月30日にて
顧問、９月９日にて理事を終了します。７月
号から英題がRotary Global Media Network
に変わります。
 ● 永野正将　長期交換留学生の受け入れの件、
猿田会員がお受けいただけることになりまし
た。猿田ご夫妻、本当にありがとうございま
す。一安心です。
 ● 土居祐三　ちょこっと入院してました。ロ
ータリーをはじめたくさんの方にお見舞いに
来ていただき、大変ありがとうございました。
結構嬉しかったです。これからもよろしくお
願いします。

 ● 中平真理子　最終夜間例会、海外研修のた
めお休みになりました。国際奉仕委員会の皆
さまとご協力いただいた皆さま、ありがとう
ございました。
 ● 西森やよい　先日の野外レクの際、子ども
たちが絵付けしたお皿を受け取りました。寺
村さん、ありがとうございました。
 ● 岡本淳一　本日、水曜会の総会に参加して
きました。いよいよ次年度が近づいてきまし
た。精一杯頑張ります。よろしくお願いしま
す。
 ● 近森範久　家内の誕生日祝いありがとうご
ざいました。その家内も本日より水曜会に入
会させていただきました。家内共々、これか
らもよろしくお願いします。
 ● 野町和也　家庭記念日のお礼。
 ● 竹村克彦　入会祝いのお礼。
 ● ＳＡＡ４人　今年度のＳＡＡは勉強不足、
準備不足と至らぬ点が多くあり、何度かお叱
りをいただくこともありました。毎回ヒヤヒ
ヤしながらの例会でしたが、何とか１年が終
わりそうです。皆さま、ご協力ありがとうご
ざいました。
 ● 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。
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本日　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

次週　７月３日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　会 長 ク ラ ブ 運 営 方 針 発 表

第2425回　例会報告／令和元年６月19日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「それでこそロータリー」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんにちは。
お昼の例会での会長挨拶
も今日で最後になります。
１年間、ご清聴いただき、
誠にありがとうございま
した。もう１回、夜間例

会でほんとの最後のご挨拶をさせていただく
ことになりますけども、この１年間、何がで
きたかと言いますと、なかなか自分でも満足
のいくことはできてないと思います。東ロー
タリーが誕生して50年ということで、その中
で培われてきたクラブの伝統とか良さという
ものをしみじみ考えさせられた１年でもあり
ました。
　ですから、やはりロータリー全員でこの50
年、諸先輩方含め、井戸を掘ってくれた人た
ちのことを忘れることなく、その水を汲みな
がら、東ロータリーの会員として送らせても
らっていることに感謝の念をもっていきたい
と思います。
　時代は変わりますので、我々もいろんなこ
とで変わっていかなければいけないと思いま
すが、井戸を掘ってくれたお陰で、その水で
今自分たちが生活できていることを、もう１
回頭において、私も来年からまたロータリア
ンとしての活動を考えていきたいと思います。
　皆さんに、ニコニコについてのアンケート

をお配りしました。数年前から、ニコニコの
使途について議論してきました。どういう形
でニコニコを使っていって、また会費につい
ても適切なのはどのぐらいかということを、
アンケートですので意識調査のようになると
思います。集計をして前川さんと岡本さんに
引き継ぎ、アンケートを踏まえて検討しなが
ら、慎重に、適切に決めていっていただけれ
ばと思いますので、ご協力をよろしくお願い
します。
　最後ですので、手前勝手なことを申します
と、うちの会社にも自分が30年ぐらい前に作
った経営理念のようなものがあります。「勤
勉なる社員の幸福をもって、何をすべきか、
何ができるか考え実行、成長し続ける企業で
ありたい」これが、うちの会社の考えです。
その中で、「勤勉なる社員」とは何かと質問
がきます。うちにとっては、無遅刻・無欠勤
でコツコツ真面目にするのが勤勉なる社員で
は決してありません。日々、どんな場所にお
いても、どんな立場でもジャッジをしていか
なければならない。そのジャッジをするとき
に、会社にとって良い事か悪い事なのかとい
うことを、適切にジャッジを下せる人間、判
断できる人間、それがうちにとっての「勤勉
なる社員」であると、共有しています。
　「幸福をもって」の幸福とは、シンプルに
簡単に、ありがたいと思える気持ちを持って
いるときが、人間は幸福である。お金があっ
ても偉くなっても満足しない、こういう人が
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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
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㈬　時間変更例会
　　　　　　役員会

■例会変更のお知らせ
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
高知南ＲＣ　　８月１日㈭　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　８月13日㈫　休会（お盆休み）
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　８月13日㈫　休会（お盆休み）
高知南ＲＣ　　８月15日㈭　休会（お盆休み）
高知中央ＲＣ　８月15日㈭　休会（お盆休み）
高知西ＲＣ　　８月16日㈮　休会（お盆休み）
高知北ＲＣ　　８月19日㈪　創立記念夜間例会
高知南ＲＣ　　８月29日㈭　夜間例会
高知中央ＲＣ　８月29日㈭　夜間例会

優先はある程度確保できた。
・新入会員さんには、ホームクラブへの出席

を十分理解していただくようにしてきた。
・地区大会、ＩＭ、国際大会などへの参加を

呼びかけた。
・１ヵ月ごとのホームクラブ出席を取り、極

力食事の無駄をなくすようにした。
・例会終了時に出席率を報告した。
・年度末には、皆勤出席者に敬意を表し表彰

する。
◎会員増強・退会防止委員会

（発表：竹村克彦）
　年初会員58名、年度末
53名、実質５名減。
　本年度、会員増強を目
指して進めたが、増強で
きないばかりか、逆に多

くの退会者を出したことを申し訳なく思って
います。
　クラブ活性化のためにも、数は一定力を発
揮するものになろうと考えますので、反省の
もと、次期も頑張ってまいりたいと思います。
◎会員選考・職業分類委員会

（発表：前田　博）
　今年度は、３名の推薦
者がありました。活動方
針に従い、当クラブの会
員として適格であるかど
うか会員選考を行い、理

事会に報告、職業分類を行いました。
　３月13日　後藤会員
　　　　　　（證券業　推薦者・寺尾会員）
　５月８日　野志会員
　　　　　　（総合建設業　推薦者・松﨑会
　　　　　　　員）
　来月早々に入会予定
　　　　　　松井会員
　　　　　　（損害保険業　推薦者・西山会
　　　　　　　員）
◎プログラム委員会（発表：中越貴宣）

・卓話は全部で30回
　　新入会員の「私の履
　歴書」…４回
　　会員増強退会防止委
　員会、社会奉仕委員会、
　職業奉仕委員会、青少

年奉仕委員会、会計、50周年実行委員会
の各委員長または副委員長が紹介した方
…７回
　米山記念奨学生、長期交換留学生…６
回
　会員卓話…５回
　会員紹介の外部者卓話…８回

　１年間、皆さんのご協力により無事に終わ
りました。ありがとうございました。
◎ロータリー情報委員会（発表：寺村　勉）

・新会員へのアドバイザ
　ーの選任
　　後藤会員…石川健会
　員
　　野志会員…浦田健治
　会員

・ロータリーの歴史、奉仕理念、クラブ運営
に関する勉強会

　　12月12日・参加者６名　
　テキスト…ロータリーの基本情報は入会
３年未満の会員12名に配布。東ＲＣ新入会
員オリエンテーション用に８ページの文を
作成し配布。

・決算は10万円の予算に対して、１万6,480
円を使用。

・３回の勉強会を開催する予定が１回のみの
開催となりました。

◎会計（発表：浦田健治）
　日々、予算内で運営費
が使われているかチェッ
ク。本会計、50周年に伴
う特別会計ともに無事に
終わり、数日内に監査を
受ける予定。

　当クラブの会計はやや複雑になっており、
本会計、ニコニコのお金、単純にいうと右と
左のポケットは余り行き来しないほうがいい。
本会計がメインであり、赤字であってはなら
ない。とりあえず、本会計の単年度の黒字化
はしなければいけないが、大体100万円前後、
当初から赤字を見込んでいるというある意味
異常な状態が続いている。立場上、そろそろ
世間一般的な本会計の黒字、ニコニコ箱に余
裕があれば社会奉仕活動等に使うといった単
純化の実現をすべきではないか。
　今後、アンケート等で、徐々に皆さんの理

１番不幸な人間である。人や世間、会社、部
下や友達、そして自分に対してありがたいと
思う気持ちを忘れたときが不幸なんだから、
ありがたいと思う気持ちを持ち続けることが
「幸福をもって」ということです。
　次に、「何ができるか、何をすべきか」で
はなくて、「何をすべきか、何ができるか」
ここが問題で、学校であればできることから
始めましょうでいいと思うのですが、企業に
は競争があります。できることから始めてい
たら、簡単に追い抜かれてしまいます。何を
すべきかをまず考え、そして、何ができるか
優先順位を付けてやっていこうと考え、実行
して成長し続けるというのが、うちの会社の
経営理念です。
　今、うちは建設関係にいますが、10年、20
年、30年後にうどん屋になるか八百屋さんに
なるかも分かりません。どんなに変わっても
100年続く考え方を経営理念にしています。
　東ロータリーも、いろんな考え方があると
思いますが、素晴らしい東ロータリーが、こ
れからさらに素晴らしいクラブとして、発展
していくことを祈念して、通常例会最後のご

挨拶とさせていただきます。
　１年間、くだらない挨拶で申し訳ありませ
ん。ご清聴ありがとうございました。
◇来訪ロータリアン
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
◇50周年記念誌担当より
　年度内に、皆さんに50周年記念誌をお渡し
するべく進めていましたが、私の方の資料の
提供等が１ヵ月遅れたことが、さらに大きな
遅れにつながり、最終夜間例会でせめて見本
をとも思ったのですが、それも叶わない状況
です。発刊が年度を越えてしまうことを、こ
の場でお伝えし、お許しいただきたいと思い
ます。
◇LYRAセミナー修了証が２名の参加者に届

いていますので、ご報告します。
◇幹　事　報　告
・新居浜ＲＣから地区大会の記録誌が届いて

います。
◇副幹事報告
・次年度の理事会を、例会終了後に行います。

６月19日

６月５日

総数
－3 54
－6 54

出席
42
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欠席
4
0

メイク
アップ HC出席率

77.78％

68.52％

出席率
92.16％

100％

5
11

解と自覚を促した上で、次にバトンタッチし
たいと、クラブ会計の健全化に向けて動き始
めたと思っています。次年度、次々年度、お
金に関してはクリーンな形でやっていただき
たいと思います。
◎ロータリー奉仕プロジェクト研究会

（発表：岡本淳一）
・昨年５月30日、第１回
　研究会を開催…16名参
　加。
　　卓話は、４大奉仕に
　ついて…前田会員

　４人ごとのグループ討論で出た議案等を
ロータリー財団委員会で持ち帰り、次年度
の事業に申請中。

・50周年の記念事業もあり、今期は１回のみ
の開催

・奉仕プロジェクト研究会のさらなる活性化
を次期委員長に託しました。

◎クラブ奉仕委員会（発表・寺尾会長代読）
　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Ｉ
Ｔ・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。
◇お詫びと訂正
　先週の会長挨拶の中で、アジサイの花言葉
の一つの「無情」は、常ならずの「無常」の
間違いです。お詫びして訂正いたします。

◇委員会活動実績報告・２

◎ＳＡＡ（発表：松野宏司）
活動実績
１．例会の準備、片付け、
　座席の配置
　　例会開始１時間前に
　会場に入り、各テーブ
　ルのバナー及び必要品

の準備。例会終了後の備品の片付け、及
び忘れ物の確認。同じ会員同士がかた
まったりしないように、心がけてきた。

２．例会食事
　ホテルと連携して、あらゆる世代の会員
にゆっくり食事をとっていただけるよう配
慮した。

３．会員祝日記念
　ご家族に喜んでいただける品物を用意し
た。

４．ロータリーソング
　ロータリーソングを中心に、季節・時候

にあった歌。ロータリーソングは新入会員
にも覚えられるよう、なるべく多くのもの
を選び、ソングリーダーは親睦委員会に依
頼。

５．ニコニコ箱
　ニコニコ箱、チビニコ箱とも、会員の自
主性を尊重しつつ、気持ちよく拠出してい
ただけるような雰囲気づくりに努めた。

６．サロンイースト
　会員間の親睦を深め、またニコニコ箱に
も貢献するもので、会員が積極的に利用す
るような仕組みを検討した。

◎出席委員会（発表：松岡英雄）
　伝統にもなっている
100％出席は、会員の皆
さまのご協力により継続
できると思います。
活動計画
・ホームクラブへの出席

◇出席率報告

 ● 寺尾正生　通常例会の挨拶も今日が最後に
なりました。１年間ありがとうございました。 
● 松本隆之　いよいよ最終夜間例会を残すの
みとなりました。マジック１！各委員会の皆
さま、本当にありがとうございました。
 ● 柳澤光秋　「ロータリーの友」理事会は毎
月第３月曜日で６月17日開催。７月は１日の
ガバナー会終了後に開催予定。６月30日にて
顧問、９月９日にて理事を終了します。７月
号から英題がRotary Global Media Network
に変わります。
 ● 永野正将　長期交換留学生の受け入れの件、
猿田会員がお受けいただけることになりまし
た。猿田ご夫妻、本当にありがとうございま
す。一安心です。
 ● 土居祐三　ちょこっと入院してました。ロ
ータリーをはじめたくさんの方にお見舞いに
来ていただき、大変ありがとうございました。
結構嬉しかったです。これからもよろしくお
願いします。

 ● 中平真理子　最終夜間例会、海外研修のた
めお休みになりました。国際奉仕委員会の皆
さまとご協力いただいた皆さま、ありがとう
ございました。
 ● 西森やよい　先日の野外レクの際、子ども
たちが絵付けしたお皿を受け取りました。寺
村さん、ありがとうございました。
 ● 岡本淳一　本日、水曜会の総会に参加して
きました。いよいよ次年度が近づいてきまし
た。精一杯頑張ります。よろしくお願いしま
す。
 ● 近森範久　家内の誕生日祝いありがとうご
ざいました。その家内も本日より水曜会に入
会させていただきました。家内共々、これか
らもよろしくお願いします。
 ● 野町和也　家庭記念日のお礼。
 ● 竹村克彦　入会祝いのお礼。
 ● ＳＡＡ４人　今年度のＳＡＡは勉強不足、
準備不足と至らぬ点が多くあり、何度かお叱
りをいただくこともありました。毎回ヒヤヒ
ヤしながらの例会でしたが、何とか１年が終
わりそうです。皆さま、ご協力ありがとうご
ざいました。
 ● 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。
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本日　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

次週　７月３日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　会 長 ク ラ ブ 運 営 方 針 発 表

第2425回　例会報告／令和元年６月19日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「それでこそロータリー」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんにちは。
お昼の例会での会長挨拶
も今日で最後になります。
１年間、ご清聴いただき、
誠にありがとうございま
した。もう１回、夜間例

会でほんとの最後のご挨拶をさせていただく
ことになりますけども、この１年間、何がで
きたかと言いますと、なかなか自分でも満足
のいくことはできてないと思います。東ロー
タリーが誕生して50年ということで、その中
で培われてきたクラブの伝統とか良さという
ものをしみじみ考えさせられた１年でもあり
ました。
　ですから、やはりロータリー全員でこの50
年、諸先輩方含め、井戸を掘ってくれた人た
ちのことを忘れることなく、その水を汲みな
がら、東ロータリーの会員として送らせても
らっていることに感謝の念をもっていきたい
と思います。
　時代は変わりますので、我々もいろんなこ
とで変わっていかなければいけないと思いま
すが、井戸を掘ってくれたお陰で、その水で
今自分たちが生活できていることを、もう１
回頭において、私も来年からまたロータリア
ンとしての活動を考えていきたいと思います。
　皆さんに、ニコニコについてのアンケート

をお配りしました。数年前から、ニコニコの
使途について議論してきました。どういう形
でニコニコを使っていって、また会費につい
ても適切なのはどのぐらいかということを、
アンケートですので意識調査のようになると
思います。集計をして前川さんと岡本さんに
引き継ぎ、アンケートを踏まえて検討しなが
ら、慎重に、適切に決めていっていただけれ
ばと思いますので、ご協力をよろしくお願い
します。
　最後ですので、手前勝手なことを申します
と、うちの会社にも自分が30年ぐらい前に作
った経営理念のようなものがあります。「勤
勉なる社員の幸福をもって、何をすべきか、
何ができるか考え実行、成長し続ける企業で
ありたい」これが、うちの会社の考えです。
その中で、「勤勉なる社員」とは何かと質問
がきます。うちにとっては、無遅刻・無欠勤
でコツコツ真面目にするのが勤勉なる社員で
は決してありません。日々、どんな場所にお
いても、どんな立場でもジャッジをしていか
なければならない。そのジャッジをするとき
に、会社にとって良い事か悪い事なのかとい
うことを、適切にジャッジを下せる人間、判
断できる人間、それがうちにとっての「勤勉
なる社員」であると、共有しています。
　「幸福をもって」の幸福とは、シンプルに
簡単に、ありがたいと思える気持ちを持って
いるときが、人間は幸福である。お金があっ
ても偉くなっても満足しない、こういう人が

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
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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

1,428,461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
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㈬　時間変更例会
　　　　　　役員会

■例会変更のお知らせ
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
高知南ＲＣ　　８月１日㈭　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　８月13日㈫　休会（お盆休み）
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　８月13日㈫　休会（お盆休み）
高知南ＲＣ　　８月15日㈭　休会（お盆休み）
高知中央ＲＣ　８月15日㈭　休会（お盆休み）
高知西ＲＣ　　８月16日㈮　休会（お盆休み）
高知北ＲＣ　　８月19日㈪　創立記念夜間例会
高知南ＲＣ　　８月29日㈭　夜間例会
高知中央ＲＣ　８月29日㈭　夜間例会

優先はある程度確保できた。
・新入会員さんには、ホームクラブへの出席

を十分理解していただくようにしてきた。
・地区大会、ＩＭ、国際大会などへの参加を

呼びかけた。
・１ヵ月ごとのホームクラブ出席を取り、極

力食事の無駄をなくすようにした。
・例会終了時に出席率を報告した。
・年度末には、皆勤出席者に敬意を表し表彰

する。
◎会員増強・退会防止委員会

（発表：竹村克彦）
　年初会員58名、年度末
53名、実質５名減。
　本年度、会員増強を目
指して進めたが、増強で
きないばかりか、逆に多

くの退会者を出したことを申し訳なく思って
います。
　クラブ活性化のためにも、数は一定力を発
揮するものになろうと考えますので、反省の
もと、次期も頑張ってまいりたいと思います。
◎会員選考・職業分類委員会

（発表：前田　博）
　今年度は、３名の推薦
者がありました。活動方
針に従い、当クラブの会
員として適格であるかど
うか会員選考を行い、理

事会に報告、職業分類を行いました。
　３月13日　後藤会員
　　　　　　（證券業　推薦者・寺尾会員）
　５月８日　野志会員
　　　　　　（総合建設業　推薦者・松﨑会
　　　　　　　員）
　来月早々に入会予定
　　　　　　松井会員
　　　　　　（損害保険業　推薦者・西山会
　　　　　　　員）
◎プログラム委員会（発表：中越貴宣）

・卓話は全部で30回
　　新入会員の「私の履
　歴書」…４回
　　会員増強退会防止委
　員会、社会奉仕委員会、
　職業奉仕委員会、青少

年奉仕委員会、会計、50周年実行委員会
の各委員長または副委員長が紹介した方
…７回
　米山記念奨学生、長期交換留学生…６
回
　会員卓話…５回
　会員紹介の外部者卓話…８回

　１年間、皆さんのご協力により無事に終わ
りました。ありがとうございました。
◎ロータリー情報委員会（発表：寺村　勉）

・新会員へのアドバイザ
　ーの選任
　　後藤会員…石川健会
　員
　　野志会員…浦田健治
　会員

・ロータリーの歴史、奉仕理念、クラブ運営
に関する勉強会

　　12月12日・参加者６名　
　テキスト…ロータリーの基本情報は入会
３年未満の会員12名に配布。東ＲＣ新入会
員オリエンテーション用に８ページの文を
作成し配布。

・決算は10万円の予算に対して、１万6,480
円を使用。

・３回の勉強会を開催する予定が１回のみの
開催となりました。

◎会計（発表：浦田健治）
　日々、予算内で運営費
が使われているかチェッ
ク。本会計、50周年に伴
う特別会計ともに無事に
終わり、数日内に監査を
受ける予定。

　当クラブの会計はやや複雑になっており、
本会計、ニコニコのお金、単純にいうと右と
左のポケットは余り行き来しないほうがいい。
本会計がメインであり、赤字であってはなら
ない。とりあえず、本会計の単年度の黒字化
はしなければいけないが、大体100万円前後、
当初から赤字を見込んでいるというある意味
異常な状態が続いている。立場上、そろそろ
世間一般的な本会計の黒字、ニコニコ箱に余
裕があれば社会奉仕活動等に使うといった単
純化の実現をすべきではないか。
　今後、アンケート等で、徐々に皆さんの理

１番不幸な人間である。人や世間、会社、部
下や友達、そして自分に対してありがたいと
思う気持ちを忘れたときが不幸なんだから、
ありがたいと思う気持ちを持ち続けることが
「幸福をもって」ということです。
　次に、「何ができるか、何をすべきか」で
はなくて、「何をすべきか、何ができるか」
ここが問題で、学校であればできることから
始めましょうでいいと思うのですが、企業に
は競争があります。できることから始めてい
たら、簡単に追い抜かれてしまいます。何を
すべきかをまず考え、そして、何ができるか
優先順位を付けてやっていこうと考え、実行
して成長し続けるというのが、うちの会社の
経営理念です。
　今、うちは建設関係にいますが、10年、20
年、30年後にうどん屋になるか八百屋さんに
なるかも分かりません。どんなに変わっても
100年続く考え方を経営理念にしています。
　東ロータリーも、いろんな考え方があると
思いますが、素晴らしい東ロータリーが、こ
れからさらに素晴らしいクラブとして、発展
していくことを祈念して、通常例会最後のご

挨拶とさせていただきます。
　１年間、くだらない挨拶で申し訳ありませ
ん。ご清聴ありがとうございました。
◇来訪ロータリアン
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
◇50周年記念誌担当より
　年度内に、皆さんに50周年記念誌をお渡し
するべく進めていましたが、私の方の資料の
提供等が１ヵ月遅れたことが、さらに大きな
遅れにつながり、最終夜間例会でせめて見本
をとも思ったのですが、それも叶わない状況
です。発刊が年度を越えてしまうことを、こ
の場でお伝えし、お許しいただきたいと思い
ます。
◇LYRAセミナー修了証が２名の参加者に届

いていますので、ご報告します。
◇幹　事　報　告
・新居浜ＲＣから地区大会の記録誌が届いて

います。
◇副幹事報告
・次年度の理事会を、例会終了後に行います。
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解と自覚を促した上で、次にバトンタッチし
たいと、クラブ会計の健全化に向けて動き始
めたと思っています。次年度、次々年度、お
金に関してはクリーンな形でやっていただき
たいと思います。
◎ロータリー奉仕プロジェクト研究会

（発表：岡本淳一）
・昨年５月30日、第１回
　研究会を開催…16名参
　加。
　　卓話は、４大奉仕に
　ついて…前田会員

　４人ごとのグループ討論で出た議案等を
ロータリー財団委員会で持ち帰り、次年度
の事業に申請中。

・50周年の記念事業もあり、今期は１回のみ
の開催

・奉仕プロジェクト研究会のさらなる活性化
を次期委員長に託しました。

◎クラブ奉仕委員会（発表・寺尾会長代読）
　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Ｉ
Ｔ・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。
◇お詫びと訂正
　先週の会長挨拶の中で、アジサイの花言葉
の一つの「無情」は、常ならずの「無常」の
間違いです。お詫びして訂正いたします。

◇委員会活動実績報告・２

◎ＳＡＡ（発表：松野宏司）
活動実績
１．例会の準備、片付け、
　座席の配置
　　例会開始１時間前に
　会場に入り、各テーブ
　ルのバナー及び必要品

の準備。例会終了後の備品の片付け、及
び忘れ物の確認。同じ会員同士がかた
まったりしないように、心がけてきた。

２．例会食事
　ホテルと連携して、あらゆる世代の会員
にゆっくり食事をとっていただけるよう配
慮した。

３．会員祝日記念
　ご家族に喜んでいただける品物を用意し
た。

４．ロータリーソング
　ロータリーソングを中心に、季節・時候

にあった歌。ロータリーソングは新入会員
にも覚えられるよう、なるべく多くのもの
を選び、ソングリーダーは親睦委員会に依
頼。

５．ニコニコ箱
　ニコニコ箱、チビニコ箱とも、会員の自
主性を尊重しつつ、気持ちよく拠出してい
ただけるような雰囲気づくりに努めた。

６．サロンイースト
　会員間の親睦を深め、またニコニコ箱に
も貢献するもので、会員が積極的に利用す
るような仕組みを検討した。

◎出席委員会（発表：松岡英雄）
　伝統にもなっている
100％出席は、会員の皆
さまのご協力により継続
できると思います。
活動計画
・ホームクラブへの出席

◇出席率報告

 ● 寺尾正生　通常例会の挨拶も今日が最後に
なりました。１年間ありがとうございました。 
● 松本隆之　いよいよ最終夜間例会を残すの
みとなりました。マジック１！各委員会の皆
さま、本当にありがとうございました。
 ● 柳澤光秋　「ロータリーの友」理事会は毎
月第３月曜日で６月17日開催。７月は１日の
ガバナー会終了後に開催予定。６月30日にて
顧問、９月９日にて理事を終了します。７月
号から英題がRotary Global Media Network
に変わります。
 ● 永野正将　長期交換留学生の受け入れの件、
猿田会員がお受けいただけることになりまし
た。猿田ご夫妻、本当にありがとうございま
す。一安心です。
 ● 土居祐三　ちょこっと入院してました。ロ
ータリーをはじめたくさんの方にお見舞いに
来ていただき、大変ありがとうございました。
結構嬉しかったです。これからもよろしくお
願いします。

 ● 中平真理子　最終夜間例会、海外研修のた
めお休みになりました。国際奉仕委員会の皆
さまとご協力いただいた皆さま、ありがとう
ございました。
 ● 西森やよい　先日の野外レクの際、子ども
たちが絵付けしたお皿を受け取りました。寺
村さん、ありがとうございました。
 ● 岡本淳一　本日、水曜会の総会に参加して
きました。いよいよ次年度が近づいてきまし
た。精一杯頑張ります。よろしくお願いしま
す。
 ● 近森範久　家内の誕生日祝いありがとうご
ざいました。その家内も本日より水曜会に入
会させていただきました。家内共々、これか
らもよろしくお願いします。
 ● 野町和也　家庭記念日のお礼。
 ● 竹村克彦　入会祝いのお礼。
 ● ＳＡＡ４人　今年度のＳＡＡは勉強不足、
準備不足と至らぬ点が多くあり、何度かお叱
りをいただくこともありました。毎回ヒヤヒ
ヤしながらの例会でしたが、何とか１年が終
わりそうです。皆さま、ご協力ありがとうご
ざいました。
 ● 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。


