
高知東ロータリークラブ週報
第2380号

070月030日.2019

本日　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

次週　７月10日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　各　　委　　員　　会　　発　　表

第2426回　例会報告／令和元年６月26日　天候　雨　最終夜間例会

◇ロータリーソング
  「四つのテスト」
◇お客様（敬称略）
・７月３日入会予定　　松井洋介
・ご家族
　石川　博子　　浦田比奈子　　沖　伸歩子
　岡本　千春　　猿田　静子　　近森　東香
　寺尾　幸子　　寺村みゆき　　西森　美和
　別役　佳代　　前田　　紀　　松﨑　範子
　松野　壽子　　柳澤　順子
・米山記念奨学生　　レ・ティ・フィエン
・ピアノ伴奏　　　　小笠原貴美子
◇寺尾正生会長挨拶

　皆さま、こんばんは。
やっと、無事かどうかは
分かりませんが、最後の
夜間例会でご挨拶をさせ
ていただくことになりま
した。

　沖先生と石川前会長が、私の会社にお見え
になり、パスト会長会で推薦があったと言う
お話があったとき、なんで私ごときが、とい
う思いでした。幹事の経験もないし、まさか
会長職が回ってくるとは夢にも思わず。しか
し、ロータリーにノーはないということで、
お引き受けしました。そして、50周年記念事
業ほかいろいろな行事に参加させていただき
ました。その間、不行き届きな点や運営の失
敗などありましたが、会員の皆さまのご指導
とご協力によって、会長としては赤点よりち

ょっと上、留年は何とか免れて卒業すること
ができたと思います。
　私ごときを選んでいただいたパスト会長の
皆さま、そして、この１年ご指導いただいた
会員の皆さまに深く感謝すると同時に、次期
の前川さんには、私を反面教師として素晴ら
しい運営をしていただきたいと思います。１
年間、お世話になりました。ありがとうござ
いました。
◇松本隆之幹事挨拶

　約１年半前、寺尾会長
からの電話を、幹事の話
だとは全く思わず受けま
した。青天の霹靂としか
言いようがなく、そもそ
も私のような個人事業主

が幹事などできるのだろうかという不安ばか
りでした。ただ、やはりロータリーにはノー
がないということと、せっかく私などに声を
掛けていただいたので、絶対にやりきらなけ
ればいけないと。
　幹事を受けると私が決意したとき、三つの
決め事をしました。まず、高知東ＲＣの伝統
だけは崩してはいけない。楽しいロータリー
クラブを会員の皆さんから奪ってはいけない。
名会長のお歴々の仲間に寺尾会長を絶対入れ
るよう、寺尾会長を汚すようなことをしては
いけない。
　１年間、皆さんに不安ばかりを与えて、偉
そうに胸を張れるようなことはなかったかと
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親睦会ではないけど、例会の中で挨拶がある
ことをすっかり忘れていて、先ほどまで、西
森さんや土居さんに、「挨拶どうしたらえい
ろう」とバタバタしていました。
　そういううっかり者の幹事です。天然の会
長とうっかり八兵衛の岡本で、１年間ロータ
リーが運営できるかどうか検証しながら、力
の出せる限り頑張っていきたいと思います。

未熟者ではございますが、皆さまのお力を借
りて１年間、乗り越えられたらと思います。
前川会長の足を引っ張らないように、頑張っ
ていきますので、どうぞよろしくお願いしま
す。
◇次期前川会長と次期岡本幹事より、寺尾会

長と松本幹事に花束の贈呈

思いますが、この三つだけは何とかしたいと
思い頑張ってきたつもりです。寺尾会長は帯
状疱疹、腰痛など満身創痍の状態で、時には
点滴を打ちながら例会に出ておられました。
「僕は、ロータリーのためにこの１年間はや
るよ」といった姿を私は間近で見てきました
ので、どうしても会長を支えなければいけな
いという思いをどんどん強くしていきました。
　私自身、ロータリークラブに関する理解が
不十分で、皆さんにご迷惑をおかけするばか
りの１年でしたが、様々な勉強もさせていた
だきましたし、いい経験をさせていただいた
と思います。
　前年の土居幹事が素晴らしい差配で、絶対
叶わないと思っていましたが、１点だけ。土
居幹事はインフルエンザで１日休みましたが、
私は１日も休まず例会には出て、今日でコン
プリートしました。これだけは土居さんに勝
ったと言えます。これからも、次年度の前川
会長を支えていきたいと思います。本当に１
年間ありがとうございました。
◇ピアノ伴奏の小笠原貴美子先生にお礼をお

渡ししました。
◇事務局の河野安美さんにお礼の花束をお渡

ししました。
◇水曜会の引き継ぎを行いました。
◇石川直前会長、土居直前幹事より寺尾会

長、松本幹事に記念バッチ贈呈
◇寺尾会長、松本幹事より前川次期会長、岡

本次期幹事に引き継ぎバッチをお渡ししま
した。

◇前川美智子次期会長挨拶
　寺尾会長、松本幹事、
１年間大変お世話になり
ました。ありがとうござ
います。
　寺尾会長には、何かと
気に掛けていただき、い

つも前川さんがやりやすいようにと言葉をか
けていただきました。本当にありがとうござ
います。
　毎週の会長挨拶は嫌やなと、いつもこぼし
ておられましたが、就任して３ヵ月もたつと
磨きがかかり、素晴らしい会長挨拶をされま
した。また、松本幹事は寺尾会長の意を汲ん
で、クラブ運営全体に気を配り、幹事の役目

を果たされました。このお二人を見習って、
来月からの１年間、岡本幹事に助けていただ
きながら、岡本幹事とともに精一杯努めさせ
ていただきたいと思います。
　私にとって心強いことは、水曜会の会長に
良き相談相手であり、尊敬する福岡満喜子さ
んにご無理を申しましたが、承諾をしていた
だいたこと。そして、水曜会の幹事に岡本千
春さんになっていただいたことです。これか
ら一緒に交流を深めながら、高知東ＲＣ、そ
して水曜会の運営に取り組んでいきたいと
思っています。
　ここ２年は、ガバナー年度、50周年記念式
典と大きな事業が続きました。来年度は少し
ゆっくりと例会をはじめロータリーライフを、
皆さまとともに楽しむ１年にしたいと考えて
います。
　最後になりましたが、私はご承知のとおり
未熟な上にかなりの天然です。役員・理事の
方はもとより各委員長、そして会員全ての皆
さまにおかれましては、今まで以上のご協力、
ご指導をいただきますよう、どうかよろしく
お願いいたします。
◇岡本淳一次期幹事挨拶

　会長、幹事、１年間お
疲れ様でした。いよいよ
幹事の職が始まるという
ことで、身の引き締まる
思いです。１年半前に前
川さんからお声をかけて

いただき、本当に嬉しく思いました。ロータ
リーの中で、自分がどういう立ち位置にある
のか、存在価値があるのかということを見失
っていたタイミングだったような気がします。
　15年前に入会して５年たって辞めて、また
５年前に東ＲＣに再入会させていただきまし
た。自分の存在価値を認めてもらった前川さ
んには、本当に感謝しています。それに応え
るように、これから１年間、頑張っていきた
いと思っています。
　先ほどの前川会長の挨拶で、ご自分のこと
を天然だと言われましたが、私も今日の昼過
ぎ、島村親睦委員長に電話して、「僕の出番
はないでね」と確認しました。信一さんから
「ないない、挨拶もないきね」と聞いて、こ
の会場まで何も考えずに来ました。けれど、
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◇出席率報告

 ● 土居祐三　松っちゃん、１年間ほんとにお
疲れ様でした。私もこれで愚痴の聞き役も終
わりですね。これからは、じゅんちゃんの愚
痴をいっぱい聞いてあげてください。

■高知東ＲＣ当面の日程
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
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思いです。１年半前に前
川さんからお声をかけて

いただき、本当に嬉しく思いました。ロータ
リーの中で、自分がどういう立ち位置にある
のか、存在価値があるのかということを見失
っていたタイミングだったような気がします。
　15年前に入会して５年たって辞めて、また
５年前に東ＲＣに再入会させていただきまし
た。自分の存在価値を認めてもらった前川さ
んには、本当に感謝しています。それに応え
るように、これから１年間、頑張っていきた
いと思っています。
　先ほどの前川会長の挨拶で、ご自分のこと
を天然だと言われましたが、私も今日の昼過
ぎ、島村親睦委員長に電話して、「僕の出番
はないでね」と確認しました。信一さんから
「ないない、挨拶もないきね」と聞いて、こ
の会場まで何も考えずに来ました。けれど、

６月26日

６月12日
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－1 54
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0
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100％
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６月19日 －3 54 42 0 77.78％ 100％9

◇出席率報告

 ● 土居祐三　松っちゃん、１年間ほんとにお
疲れ様でした。私もこれで愚痴の聞き役も終
わりですね。これからは、じゅんちゃんの愚
痴をいっぱい聞いてあげてください。

■高知東ＲＣ当面の日程
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
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本日　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

次週　７月10日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　各　　委　　員　　会　　発　　表

第2426回　例会報告／令和元年６月26日　天候　雨　最終夜間例会

◇ロータリーソング
  「四つのテスト」
◇お客様（敬称略）
・７月３日入会予定　　松井洋介
・ご家族
　石川　博子　　浦田比奈子　　沖　伸歩子
　岡本　千春　　猿田　静子　　近森　東香
　寺尾　幸子　　寺村みゆき　　西森　美和
　別役　佳代　　前田　　紀　　松﨑　範子
　松野　壽子　　柳澤　順子
・米山記念奨学生　　レ・ティ・フィエン
・ピアノ伴奏　　　　小笠原貴美子
◇寺尾正生会長挨拶

　皆さま、こんばんは。
やっと、無事かどうかは
分かりませんが、最後の
夜間例会でご挨拶をさせ
ていただくことになりま
した。

　沖先生と石川前会長が、私の会社にお見え
になり、パスト会長会で推薦があったと言う
お話があったとき、なんで私ごときが、とい
う思いでした。幹事の経験もないし、まさか
会長職が回ってくるとは夢にも思わず。しか
し、ロータリーにノーはないということで、
お引き受けしました。そして、50周年記念事
業ほかいろいろな行事に参加させていただき
ました。その間、不行き届きな点や運営の失
敗などありましたが、会員の皆さまのご指導
とご協力によって、会長としては赤点よりち

ょっと上、留年は何とか免れて卒業すること
ができたと思います。
　私ごときを選んでいただいたパスト会長の
皆さま、そして、この１年ご指導いただいた
会員の皆さまに深く感謝すると同時に、次期
の前川さんには、私を反面教師として素晴ら
しい運営をしていただきたいと思います。１
年間、お世話になりました。ありがとうござ
いました。
◇松本隆之幹事挨拶

　約１年半前、寺尾会長
からの電話を、幹事の話
だとは全く思わず受けま
した。青天の霹靂としか
言いようがなく、そもそ
も私のような個人事業主

が幹事などできるのだろうかという不安ばか
りでした。ただ、やはりロータリーにはノー
がないということと、せっかく私などに声を
掛けていただいたので、絶対にやりきらなけ
ればいけないと。
　幹事を受けると私が決意したとき、三つの
決め事をしました。まず、高知東ＲＣの伝統
だけは崩してはいけない。楽しいロータリー
クラブを会員の皆さんから奪ってはいけない。
名会長のお歴々の仲間に寺尾会長を絶対入れ
るよう、寺尾会長を汚すようなことをしては
いけない。
　１年間、皆さんに不安ばかりを与えて、偉
そうに胸を張れるようなことはなかったかと

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
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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

親睦会ではないけど、例会の中で挨拶がある
ことをすっかり忘れていて、先ほどまで、西
森さんや土居さんに、「挨拶どうしたらえい
ろう」とバタバタしていました。
　そういううっかり者の幹事です。天然の会
長とうっかり八兵衛の岡本で、１年間ロータ
リーが運営できるかどうか検証しながら、力
の出せる限り頑張っていきたいと思います。

未熟者ではございますが、皆さまのお力を借
りて１年間、乗り越えられたらと思います。
前川会長の足を引っ張らないように、頑張っ
ていきますので、どうぞよろしくお願いしま
す。
◇次期前川会長と次期岡本幹事より、寺尾会

長と松本幹事に花束の贈呈

思いますが、この三つだけは何とかしたいと
思い頑張ってきたつもりです。寺尾会長は帯
状疱疹、腰痛など満身創痍の状態で、時には
点滴を打ちながら例会に出ておられました。
「僕は、ロータリーのためにこの１年間はや
るよ」といった姿を私は間近で見てきました
ので、どうしても会長を支えなければいけな
いという思いをどんどん強くしていきました。
　私自身、ロータリークラブに関する理解が
不十分で、皆さんにご迷惑をおかけするばか
りの１年でしたが、様々な勉強もさせていた
だきましたし、いい経験をさせていただいた
と思います。
　前年の土居幹事が素晴らしい差配で、絶対
叶わないと思っていましたが、１点だけ。土
居幹事はインフルエンザで１日休みましたが、
私は１日も休まず例会には出て、今日でコン
プリートしました。これだけは土居さんに勝
ったと言えます。これからも、次年度の前川
会長を支えていきたいと思います。本当に１
年間ありがとうございました。
◇ピアノ伴奏の小笠原貴美子先生にお礼をお

渡ししました。
◇事務局の河野安美さんにお礼の花束をお渡

ししました。
◇水曜会の引き継ぎを行いました。
◇石川直前会長、土居直前幹事より寺尾会

長、松本幹事に記念バッチ贈呈
◇寺尾会長、松本幹事より前川次期会長、岡

本次期幹事に引き継ぎバッチをお渡ししま
した。

◇前川美智子次期会長挨拶
　寺尾会長、松本幹事、
１年間大変お世話になり
ました。ありがとうござ
います。
　寺尾会長には、何かと
気に掛けていただき、い

つも前川さんがやりやすいようにと言葉をか
けていただきました。本当にありがとうござ
います。
　毎週の会長挨拶は嫌やなと、いつもこぼし
ておられましたが、就任して３ヵ月もたつと
磨きがかかり、素晴らしい会長挨拶をされま
した。また、松本幹事は寺尾会長の意を汲ん
で、クラブ運営全体に気を配り、幹事の役目

を果たされました。このお二人を見習って、
来月からの１年間、岡本幹事に助けていただ
きながら、岡本幹事とともに精一杯努めさせ
ていただきたいと思います。
　私にとって心強いことは、水曜会の会長に
良き相談相手であり、尊敬する福岡満喜子さ
んにご無理を申しましたが、承諾をしていた
だいたこと。そして、水曜会の幹事に岡本千
春さんになっていただいたことです。これか
ら一緒に交流を深めながら、高知東ＲＣ、そ
して水曜会の運営に取り組んでいきたいと
思っています。
　ここ２年は、ガバナー年度、50周年記念式
典と大きな事業が続きました。来年度は少し
ゆっくりと例会をはじめロータリーライフを、
皆さまとともに楽しむ１年にしたいと考えて
います。
　最後になりましたが、私はご承知のとおり
未熟な上にかなりの天然です。役員・理事の
方はもとより各委員長、そして会員全ての皆
さまにおかれましては、今まで以上のご協力、
ご指導をいただきますよう、どうかよろしく
お願いいたします。
◇岡本淳一次期幹事挨拶

　会長、幹事、１年間お
疲れ様でした。いよいよ
幹事の職が始まるという
ことで、身の引き締まる
思いです。１年半前に前
川さんからお声をかけて

いただき、本当に嬉しく思いました。ロータ
リーの中で、自分がどういう立ち位置にある
のか、存在価値があるのかということを見失
っていたタイミングだったような気がします。
　15年前に入会して５年たって辞めて、また
５年前に東ＲＣに再入会させていただきまし
た。自分の存在価値を認めてもらった前川さ
んには、本当に感謝しています。それに応え
るように、これから１年間、頑張っていきた
いと思っています。
　先ほどの前川会長の挨拶で、ご自分のこと
を天然だと言われましたが、私も今日の昼過
ぎ、島村親睦委員長に電話して、「僕の出番
はないでね」と確認しました。信一さんから
「ないない、挨拶もないきね」と聞いて、こ
の会場まで何も考えずに来ました。けれど、
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６月19日 －3 54 42 0 77.78％ 100％9

◇出席率報告

 ● 土居祐三　松っちゃん、１年間ほんとにお
疲れ様でした。私もこれで愚痴の聞き役も終
わりですね。これからは、じゅんちゃんの愚
痴をいっぱい聞いてあげてください。

■高知東ＲＣ当面の日程
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
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本日　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

次週　７月10日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　各　　委　　員　　会　　発　　表

第2426回　例会報告／令和元年６月26日　天候　雨　最終夜間例会

◇ロータリーソング
  「四つのテスト」
◇お客様（敬称略）
・７月３日入会予定　　松井洋介
・ご家族
　石川　博子　　浦田比奈子　　沖　伸歩子
　岡本　千春　　猿田　静子　　近森　東香
　寺尾　幸子　　寺村みゆき　　西森　美和
　別役　佳代　　前田　　紀　　松﨑　範子
　松野　壽子　　柳澤　順子
・米山記念奨学生　　レ・ティ・フィエン
・ピアノ伴奏　　　　小笠原貴美子
◇寺尾正生会長挨拶

　皆さま、こんばんは。
やっと、無事かどうかは
分かりませんが、最後の
夜間例会でご挨拶をさせ
ていただくことになりま
した。

　沖先生と石川前会長が、私の会社にお見え
になり、パスト会長会で推薦があったと言う
お話があったとき、なんで私ごときが、とい
う思いでした。幹事の経験もないし、まさか
会長職が回ってくるとは夢にも思わず。しか
し、ロータリーにノーはないということで、
お引き受けしました。そして、50周年記念事
業ほかいろいろな行事に参加させていただき
ました。その間、不行き届きな点や運営の失
敗などありましたが、会員の皆さまのご指導
とご協力によって、会長としては赤点よりち

ょっと上、留年は何とか免れて卒業すること
ができたと思います。
　私ごときを選んでいただいたパスト会長の
皆さま、そして、この１年ご指導いただいた
会員の皆さまに深く感謝すると同時に、次期
の前川さんには、私を反面教師として素晴ら
しい運営をしていただきたいと思います。１
年間、お世話になりました。ありがとうござ
いました。
◇松本隆之幹事挨拶

　約１年半前、寺尾会長
からの電話を、幹事の話
だとは全く思わず受けま
した。青天の霹靂としか
言いようがなく、そもそ
も私のような個人事業主

が幹事などできるのだろうかという不安ばか
りでした。ただ、やはりロータリーにはノー
がないということと、せっかく私などに声を
掛けていただいたので、絶対にやりきらなけ
ればいけないと。
　幹事を受けると私が決意したとき、三つの
決め事をしました。まず、高知東ＲＣの伝統
だけは崩してはいけない。楽しいロータリー
クラブを会員の皆さんから奪ってはいけない。
名会長のお歴々の仲間に寺尾会長を絶対入れ
るよう、寺尾会長を汚すようなことをしては
いけない。
　１年間、皆さんに不安ばかりを与えて、偉
そうに胸を張れるようなことはなかったかと
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●例会日／毎週水曜日12：30PM～1：30PM　●例会場／ザ クラウンパレス新阪急高知　（088）873－1111
●事務所／高知新聞放送会館１階　〒780－8572　高知市本町3－2－15　　　　直通（088）824－8660

　ホームページアドレス（PC・携帯共通）http://www.kochi-east-rc.com
　メールアドレス　事務局／hcrc@coffee.ocn.ne.jp　広報ＩＴ委員会／info@kochi-east-rc.com
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６月12日
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親睦会ではないけど、例会の中で挨拶がある
ことをすっかり忘れていて、先ほどまで、西
森さんや土居さんに、「挨拶どうしたらえい
ろう」とバタバタしていました。
　そういううっかり者の幹事です。天然の会
長とうっかり八兵衛の岡本で、１年間ロータ
リーが運営できるかどうか検証しながら、力
の出せる限り頑張っていきたいと思います。

未熟者ではございますが、皆さまのお力を借
りて１年間、乗り越えられたらと思います。
前川会長の足を引っ張らないように、頑張っ
ていきますので、どうぞよろしくお願いしま
す。
◇次期前川会長と次期岡本幹事より、寺尾会

長と松本幹事に花束の贈呈

思いますが、この三つだけは何とかしたいと
思い頑張ってきたつもりです。寺尾会長は帯
状疱疹、腰痛など満身創痍の状態で、時には
点滴を打ちながら例会に出ておられました。
「僕は、ロータリーのためにこの１年間はや
るよ」といった姿を私は間近で見てきました
ので、どうしても会長を支えなければいけな
いという思いをどんどん強くしていきました。
　私自身、ロータリークラブに関する理解が
不十分で、皆さんにご迷惑をおかけするばか
りの１年でしたが、様々な勉強もさせていた
だきましたし、いい経験をさせていただいた
と思います。
　前年の土居幹事が素晴らしい差配で、絶対
叶わないと思っていましたが、１点だけ。土
居幹事はインフルエンザで１日休みましたが、
私は１日も休まず例会には出て、今日でコン
プリートしました。これだけは土居さんに勝
ったと言えます。これからも、次年度の前川
会長を支えていきたいと思います。本当に１
年間ありがとうございました。
◇ピアノ伴奏の小笠原貴美子先生にお礼をお

渡ししました。
◇事務局の河野安美さんにお礼の花束をお渡

ししました。
◇水曜会の引き継ぎを行いました。
◇石川直前会長、土居直前幹事より寺尾会

長、松本幹事に記念バッチ贈呈
◇寺尾会長、松本幹事より前川次期会長、岡

本次期幹事に引き継ぎバッチをお渡ししま
した。

◇前川美智子次期会長挨拶
　寺尾会長、松本幹事、
１年間大変お世話になり
ました。ありがとうござ
います。
　寺尾会長には、何かと
気に掛けていただき、い

つも前川さんがやりやすいようにと言葉をか
けていただきました。本当にありがとうござ
います。
　毎週の会長挨拶は嫌やなと、いつもこぼし
ておられましたが、就任して３ヵ月もたつと
磨きがかかり、素晴らしい会長挨拶をされま
した。また、松本幹事は寺尾会長の意を汲ん
で、クラブ運営全体に気を配り、幹事の役目

を果たされました。このお二人を見習って、
来月からの１年間、岡本幹事に助けていただ
きながら、岡本幹事とともに精一杯努めさせ
ていただきたいと思います。
　私にとって心強いことは、水曜会の会長に
良き相談相手であり、尊敬する福岡満喜子さ
んにご無理を申しましたが、承諾をしていた
だいたこと。そして、水曜会の幹事に岡本千
春さんになっていただいたことです。これか
ら一緒に交流を深めながら、高知東ＲＣ、そ
して水曜会の運営に取り組んでいきたいと
思っています。
　ここ２年は、ガバナー年度、50周年記念式
典と大きな事業が続きました。来年度は少し
ゆっくりと例会をはじめロータリーライフを、
皆さまとともに楽しむ１年にしたいと考えて
います。
　最後になりましたが、私はご承知のとおり
未熟な上にかなりの天然です。役員・理事の
方はもとより各委員長、そして会員全ての皆
さまにおかれましては、今まで以上のご協力、
ご指導をいただきますよう、どうかよろしく
お願いいたします。
◇岡本淳一次期幹事挨拶

　会長、幹事、１年間お
疲れ様でした。いよいよ
幹事の職が始まるという
ことで、身の引き締まる
思いです。１年半前に前
川さんからお声をかけて

いただき、本当に嬉しく思いました。ロータ
リーの中で、自分がどういう立ち位置にある
のか、存在価値があるのかということを見失
っていたタイミングだったような気がします。
　15年前に入会して５年たって辞めて、また
５年前に東ＲＣに再入会させていただきまし
た。自分の存在価値を認めてもらった前川さ
んには、本当に感謝しています。それに応え
るように、これから１年間、頑張っていきた
いと思っています。
　先ほどの前川会長の挨拶で、ご自分のこと
を天然だと言われましたが、私も今日の昼過
ぎ、島村親睦委員長に電話して、「僕の出番
はないでね」と確認しました。信一さんから
「ないない、挨拶もないきね」と聞いて、こ
の会場まで何も考えずに来ました。けれど、
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６月12日

総数
－1 54
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0
0

メイク
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81.48％

68.52％

出席率
100％

100％

9
11

６月19日 －3 54 42 0 77.78％ 100％9

◇出席率報告

 ● 土居祐三　松っちゃん、１年間ほんとにお
疲れ様でした。私もこれで愚痴の聞き役も終
わりですね。これからは、じゅんちゃんの愚
痴をいっぱい聞いてあげてください。

■高知東ＲＣ当面の日程
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


