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本日　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

次週　７月17日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　各　　委　　員　　会　　発　　表

第2427回　例会報告／令和元年７月３日　天候　雨

◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」
◇会　長　挨　拶

　本年度の会長を務めさ
せていただきます前川で
す。ただ今は、親睦委員
長の岡﨑さん、君が代の
息継ぎ箇所のことを言っ
ていただき、気持ち良く

きりっと歌うことができ、新年度がスタート
したことを嬉しく思います。改めまして、１
年間どうぞよろしくお願いいたします。
　昨年度は、寺尾会長、松本幹事におかれま
しては、大変お世話になりました。今年度も
引き続きお世話いただければ幸いです。
　私と岡本幹事は天然と言われていますので、
ご迷惑をおかけすることが多々あろうかと思
います。ですが、２人ともロータリーへの共
感とクラブへの愛着は十分、持ち合わせてい
ます。しかも、ありがたいことに次年度は見
識の高い、たのもしい会長、幹事が控えてい
ます。ですから、この１年間は、私たちなり
に心を込めて会長、幹事の職責に向き合いな
がら、楽しい、居心地のよいクラブづくりに
努めてまいりたいと思っています。岡本幹事
同様、１年間どうぞよろしくお願いいたしま
す。
◇お　客　様
　米山記念奨学生　レ・ティ・フィエンさん

◇新入会員紹介
　　　　　　・氏　　名　松井　洋介
　　　　　　・生年月日　昭和45年１月17日
　　　　　　・職　　業　三井住友海上
　　　　　　　　　　　　高知支店長
　　　　　　・配　偶　者　智子
・趣　　味　ゴルフ、お城巡り
・専任アドバイザー　　永光男会員
・松井洋介氏挨拶
　私は昭和45年、大阪万博の年に生まれまし
た。高知県には３月末の日曜日に赴任しまし
たが、第一印象は、町が明るくて、歩いてい
る方々も何となく笑顔が多いなという印象で
した。３ヵ月たって、どちらでお世話になっ
ても温かく迎えてくださるので、やはりとて
も住みやすい、いい町だなという思いを一層
強めています。
　歴史ある高知東ＲＣの会員となり、四つの
テストを胸に刻んで、皆さまに教えていただ
きながら、高知のことを勉強してしっかり生
活していきたいと思います。どうぞよろしく
お願いいたします。
◇米山記念奨学生のレ・ティ・

フィエンさんに奨学金をお渡し
しました。

◇社会奉仕委員会より
　７月７日㈰、浦戸湾一斉清掃を
行います。７時集合、８時まで。
中止の場合は、当日ＲＫＣ高知放送で５時45
分、さんさんテレビで５時50分、テレビ高知
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で６時15分にお知らせがありますので、確認
をお願いします。
　清掃後、おにぎりとお茶の朝食を用意しま
す。
◇国際奉仕委員会より
　７月10日、得月樓で18時半から、短期交換
留学生のウェルカムパーティが開催されます。
現在、18名の参加です。
◇７月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　野志　征生
　西森　良文
 ● 配偶者誕生日
　松﨑　範子
　永野　美佐
　松本　功子
　岡﨑千夏子

 ● 入会記念日
　松岡　英雄　　猿田　隆夫　　久松　啓一
　松本　隆之　　鬼頭　愼一　　寺尾　正生
　西森　良文　　浦田　健治　　西森やよい
◇幹　事　報　告
・前ガバナー事務所は６月30日をもって閉鎖

します。なお、８月30日までは、直前ガバ
ナー事務所として残務整理を行います。

・レターボックスに委員会組織図を配布しま
した。少し変更がありましたのでご確認く
ださい。

・来週、再来週は委員会発表です。委員長は
よろしくお願いします。

・今年度のクラブ計画書は、来週、配布予定
です。

・本日例会終了後、定例理事会を行います。

●会長／前川美智子　●幹事／岡本淳一　●雑誌会報委員／島村信一・浦田健治・早瀬源慶
●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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　2019－2020年度国際ロータリーのテーマは
「ロータリーは世界をつなぐ」です。マーク
・ダニエル・ロマーニ会長は、「ロータリー
の礎はつながりです。ロータリーがなければ
出会うことのなかった人々と出会い、深いつ
ながりができ、ロータリーは家族です。ロー
タリーの奉仕を通じて手を取り合い、行動を
起こすためのつながりを築いていこう」と提
唱されました。
　2670地区大島浩輔ガバナーの今年度の地区
方針として「パッション＆パシュート（情熱
と追求）」が打ち出されました。そして、ク
ラブ内での立ち位置、居場所を見つけ、役割、
活躍を通じて各地区、さらに地区を越えた活
動を共に探し求めたいという覚悟を述べられ
ました。
　高知東ＲＣも50年の礎があり、そして、今
年令和元年、新たな半世紀に向けてつないで
いける、歩める幸せを込めて、今年度のクラ
ブのテーマは「歴史をつなぎ、クラブの絆を
深め、ロータリーライフを楽しみましょう」
とさせていただきました。毎週水曜日の例会、
12時半から13時半の１時間の例会を心地良く、
楽しく過ごしていくために、各理事、委員長、
特にＳＡＡ、親睦、クラブ委員会のご協力を

得ながら、岡本幹事、事務局の河野さんに助
けていただきながら、進めていきたいと思っ
ています。そして、皆さんには、毎回出席す
る例会で必ず３人以上の方とお話をしていた
だきたいと思います。限られた時間ですが、
コミュニケーションを取っていただきたいと
願っています。
　ロータリーの魅力は、自ら学び、自ら高め
ることができることだと言われています。私
も入会以来、私なりにロータリーについて学
んではまいりましたけれど、とても皆さまの
前で披露できるような確たる知識もなく見識
も持ち合わせておりません。この１年の間に
は、随所に理解不足だったり的外れの場面が
出てこようかと思いますが、本当に皆さま全
員のご協力を得ながら１年間、努めてまいり
たいと思いますので、ご指導、ご教授をよろ
しくお願いいたします。

◇出席率報告

 ● 前川美智子　2019－2020年度、会長を務め
させていただきます。１年間、岡本幹事とも
どもよろしくお願いいたします。柳澤光秋パ
ストガバナーがロータリーの友委員会より感
謝状をいただいたとお聞きしましたので、皆
さまにお知らせいたします。
 ● 岡本淳一　前川年度が始まりました。皆さ
ま、１年間よろしくお願いします。今日の例
会が無事終わったのも、事務局河野さん、歴
代幹事のアドバイスのお陰です。ありがとう
ございました。
 ● 寺尾正生　会長を務めさせていただきまし
た１年間、ありがとうございました。東ＲＣ
と会員の皆さまに最大の尊敬と限りない愛を
込めてニコニコさせていただきます。入会記
念日の祝いの品、ありがとうございました。
 ● 松本隆之　昨年度は本当にありがとうござ
いました。前川会長、岡本幹事、頑張れ！入
会、配偶者記念として。
 ● 岡　　朝男　近森さん、先日はありがとう
ございました。お陰様で、広報・ＩＴ委員長
としての初仕事ができました。これからもご
指導よろしくお願いします。
 ● 沖　卓史　昨年10月の当クラブ創立50周年
記念事業に際し、実行委員長を拝命しながら
病気のために途中で投げ出す格好となり、寺
村副実行委員長をはじめ皆さまに大変ご迷惑
をおかけし、申し訳ありません。お陰様で、
徐々に回復してきており、無理せず出席する
つもりです。大変遅くなり申し訳ありません。
年度が変わってしまいましたが、誕生日、家
庭記念日、入会記念日のお礼です。
 ● 福岡満喜子　寺尾前会長、松本前幹事、あ

りがとうございました。前川会長、岡本幹事、
１年間よろしくお願いいたします。
 ● 西山忠利　松井さん、入会おめでとうござ
います。
 ● 松井洋介　今月からお世話になります。ど
うぞよろしくお願いいたします。
 ● 松﨑郷輔　先日の東ＲＣゴルフコンペ、親
睦委員会の皆さま、大変お世話になりました。
お陰様で、妻がベスグロいただきました。併
せて、妻の誕生祝いのお礼まで。
 ● 西森良文　誕生祝いのお礼として。52歳で
歯が抜ける歳になりました。入会祝いのお礼。
何年たったか忘れました。
 ● 野志征生　誕生日祝いいただきました。あ
りがとうございます。
 ● 岡﨑勇樹　妻の誕生日祝いありがとうござ
います。
 ● 永野正将　妻の誕生日祝いありがとうござ
います。
 ● 西森やよい　入会記念品ありがとうござい
ます。丸12年になりました。副幹事として精
一杯務めさせていただきます。どうぞよろし
くお願い申し上げます。
 ● 浦田健治　入会祝いありがとうございまし
た。
 ● 松岡英雄　入会記念お礼。
 ● 久松啓一　入会記念のお祝いありがとうご
ざいました。
 ● 猿田隆夫　入会祝い、お礼。入会して長く
なりました。
 ● 親睦委員会より二次会参加者一同　最終夜
間例会の二次会の余りを寄付します。
 ● ＳＡＡ一同　本年度は西森、前田会員、小
比賀会員、武吉会員の４名でＳＡＡを務めさ
せていただきます。皆さま、よろしくお願い
します。
 ● サロンイースト協力金として　いつもあり
がとうございます。
◇遅刻・早退　１件

議長　ただ今より臨時総会をはじめます。本
日、総数54名中、46名の出席。本総会は、ク
ラブ細則第４条、第３節の会員総数の３分の
１以上の出席を満たしており、成立いたしま
す。
　議案は、2018－2019年度決算及び監査報告。
2019－2020年度予算（案）、高知東ＲＣ創立
50周年記念事業決算及び監査報告について、
ご審議いただきます。
　はじめに、2018－2019年度決算報告につい
て、前年度会計、浦田会員にお願いします。

浦田会計　2018－2019年度決算の報告

議長　ありがとうございました。
　続きまして、監査報告に移ります。監査報
告は永野健生監査がお休みのため、代理で、
久松会員よりお願いします。

監査報告　監査の結果、本会計処理は適切か
つ正確であることを認めます。　

議長　ありがとうございました。
　それでは、決算並びに監査報告について、
何かご質問はございませんか。
　ないようでしたら、採決に移らせていただ
きます。2018－2019年度決算報告に賛成の方
は拍手をお願いいたします。

（承認の拍手）

議長　ありがとうございます。満場一致で可
決いたしました。
　続きまして、2019－2020年度予算（案）の

上程をいたします。岡本幹事、説明をお願い
します。

岡本幹事　2019－2020年度予算（案）を説明

議長　ありがとうございました。
　この予算（案）につきまして、ご質問はな
いでしょうか。
　ないようですので、採決いたします。2019
－2020年度予算（案）に賛成の方は拍手をお
願いします。

（承認の拍手）

議長　ありがとうございました。
　続きまして、高知東ＲＣ創立50周年記念事
業決算報告について、土居会員にお願いいた
します。

土居会員　高知東ＲＣ創立50周年記念事業決
算報告

議長　土居会員、ありがとうございました。
　続きまして、監査報告は久松会員よりお願
いします。

監査報告　監査の結果、本会計処理は適切か
つ正確であることを認めます。　

議長　久松会員、ありがとうございました。
　それでは、決算並びに監査報告につきまし
て、ご質問はないでしょうか。
　ないようですので、採決いたします。高知
東ＲＣ創立50周年記念事業決算報告に賛成の
方は拍手をお願いします。

（承認の拍手）

議長　ありがとうございます。満場一致で可
決いたしました。
　これで、議案は全て終了しました。その他、
ご提案等ございますでしょうか。
　ないようですので、これで臨時総会を終了
いたします。ご協力ありがとうございました。
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◇前川美智子会長クラブ運営方針発表
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◇臨時総会

■高知東ＲＣ当面の日程
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

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ

0円

164,526円

164,526円

0円

530円

530円

0円

165,056円

165,056円

チビニコ 合　計

７月３日
今期の累計

柳澤光秋パストガバナーが
「ロータリーの友」委員会より
感謝状をいただきました

　５月２日、空路福岡に入り同じ空港から39名乗り
の小型ボンバルプロペラ機で福江島を訪れた。五島
列島は福江島・久我島・奈留島の他小さな島々が散
在している。私どもはレンタカーで福江島を廻っ
た。

キリシタン協会
　五島列島も隠れキリシタンが多かったところで、
明治６年、徳川時代からの禁教令が解禁され、あち
こちと協会が建てられた。一番最初に出来た教会は
堂崎天主堂。赤レンガ建で風格ある教会だった。水
の浦教会は近くにあり、入江を見下ろす丘の上にあ
る。白亜の木造建築の教会でそこから素晴らしい眺
めが見られる。

鬼岳
　丸い形をした珍しい火山で上の展望台から福江市
の全市街と周りの海がはるか彼方まで眺められる。

福江城（石田城）
　五島家12,600石の城。幕末になって近海に異国船
が頻繁に来るようになり、幕府の許可を得て築城さ
れた。日本で最後に築城された城である。

五島氏庭園・心字が池
　城の隣に五島家30代盛成の隠殿として邸宅が建て
られた。庭園の池は京都の金閣寺のそれを模倣して
造られた。

明星院
　 五 島 家
代々の祈願
寺。五島に
おいて最古
の歴史を持
つ真言宗の
本 山 で あ
る。院内に
は鎌倉室町
時代の仏像
仏具が多く
置かれ、特
に護摩堂に
ある銅造如
來立像は国
指定重要文
化財。

五島列島・島原そして天草を廻る（その１）　　　　　　　　　　　　　　　関　淑公

39人乗りのボンバルプロペラ機39人乗りのボンバルプロペラ機

堂崎天主堂堂崎天主堂

水の浦教会水の浦教会

福江城（石田城）福江城（石田城）

明星院明星院

鬼岳鬼岳

五島氏庭園五島氏庭園
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◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」
◇会　長　挨　拶

　本年度の会長を務めさ
せていただきます前川で
す。ただ今は、親睦委員
長の岡﨑さん、君が代の
息継ぎ箇所のことを言っ
ていただき、気持ち良く

きりっと歌うことができ、新年度がスタート
したことを嬉しく思います。改めまして、１
年間どうぞよろしくお願いいたします。
　昨年度は、寺尾会長、松本幹事におかれま
しては、大変お世話になりました。今年度も
引き続きお世話いただければ幸いです。
　私と岡本幹事は天然と言われていますので、
ご迷惑をおかけすることが多々あろうかと思
います。ですが、２人ともロータリーへの共
感とクラブへの愛着は十分、持ち合わせてい
ます。しかも、ありがたいことに次年度は見
識の高い、たのもしい会長、幹事が控えてい
ます。ですから、この１年間は、私たちなり
に心を込めて会長、幹事の職責に向き合いな
がら、楽しい、居心地のよいクラブづくりに
努めてまいりたいと思っています。岡本幹事
同様、１年間どうぞよろしくお願いいたしま
す。
◇お　客　様
　米山記念奨学生　レ・ティ・フィエンさん

◇新入会員紹介
　　　　　　・氏　　名　松井　洋介
　　　　　　・生年月日　昭和45年１月17日
　　　　　　・職　　業　三井住友海上
　　　　　　　　　　　　高知支店長
　　　　　　・配　偶　者　智子
・趣　　味　ゴルフ、お城巡り
・専任アドバイザー　　永光男会員
・松井洋介氏挨拶
　私は昭和45年、大阪万博の年に生まれまし
た。高知県には３月末の日曜日に赴任しまし
たが、第一印象は、町が明るくて、歩いてい
る方々も何となく笑顔が多いなという印象で
した。３ヵ月たって、どちらでお世話になっ
ても温かく迎えてくださるので、やはりとて
も住みやすい、いい町だなという思いを一層
強めています。
　歴史ある高知東ＲＣの会員となり、四つの
テストを胸に刻んで、皆さまに教えていただ
きながら、高知のことを勉強してしっかり生
活していきたいと思います。どうぞよろしく
お願いいたします。
◇米山記念奨学生のレ・ティ・

フィエンさんに奨学金をお渡し
しました。

◇社会奉仕委員会より
　７月７日㈰、浦戸湾一斉清掃を
行います。７時集合、８時まで。
中止の場合は、当日ＲＫＣ高知放送で５時45
分、さんさんテレビで５時50分、テレビ高知
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で６時15分にお知らせがありますので、確認
をお願いします。
　清掃後、おにぎりとお茶の朝食を用意しま
す。
◇国際奉仕委員会より
　７月10日、得月樓で18時半から、短期交換
留学生のウェルカムパーティが開催されます。
現在、18名の参加です。
◇７月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　野志　征生
　西森　良文
 ● 配偶者誕生日
　松﨑　範子
　永野　美佐
　松本　功子
　岡﨑千夏子

 ● 入会記念日
　松岡　英雄　　猿田　隆夫　　久松　啓一
　松本　隆之　　鬼頭　愼一　　寺尾　正生
　西森　良文　　浦田　健治　　西森やよい
◇幹　事　報　告
・前ガバナー事務所は６月30日をもって閉鎖

します。なお、８月30日までは、直前ガバ
ナー事務所として残務整理を行います。

・レターボックスに委員会組織図を配布しま
した。少し変更がありましたのでご確認く
ださい。

・来週、再来週は委員会発表です。委員長は
よろしくお願いします。

・今年度のクラブ計画書は、来週、配布予定
です。

・本日例会終了後、定例理事会を行います。

●会長／前川美智子　●幹事／岡本淳一　●雑誌会報委員／島村信一・浦田健治・早瀬源慶
●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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　2019－2020年度国際ロータリーのテーマは
「ロータリーは世界をつなぐ」です。マーク
・ダニエル・ロマーニ会長は、「ロータリー
の礎はつながりです。ロータリーがなければ
出会うことのなかった人々と出会い、深いつ
ながりができ、ロータリーは家族です。ロー
タリーの奉仕を通じて手を取り合い、行動を
起こすためのつながりを築いていこう」と提
唱されました。
　2670地区大島浩輔ガバナーの今年度の地区
方針として「パッション＆パシュート（情熱
と追求）」が打ち出されました。そして、ク
ラブ内での立ち位置、居場所を見つけ、役割、
活躍を通じて各地区、さらに地区を越えた活
動を共に探し求めたいという覚悟を述べられ
ました。
　高知東ＲＣも50年の礎があり、そして、今
年令和元年、新たな半世紀に向けてつないで
いける、歩める幸せを込めて、今年度のクラ
ブのテーマは「歴史をつなぎ、クラブの絆を
深め、ロータリーライフを楽しみましょう」
とさせていただきました。毎週水曜日の例会、
12時半から13時半の１時間の例会を心地良く、
楽しく過ごしていくために、各理事、委員長、
特にＳＡＡ、親睦、クラブ委員会のご協力を

得ながら、岡本幹事、事務局の河野さんに助
けていただきながら、進めていきたいと思っ
ています。そして、皆さんには、毎回出席す
る例会で必ず３人以上の方とお話をしていた
だきたいと思います。限られた時間ですが、
コミュニケーションを取っていただきたいと
願っています。
　ロータリーの魅力は、自ら学び、自ら高め
ることができることだと言われています。私
も入会以来、私なりにロータリーについて学
んではまいりましたけれど、とても皆さまの
前で披露できるような確たる知識もなく見識
も持ち合わせておりません。この１年の間に
は、随所に理解不足だったり的外れの場面が
出てこようかと思いますが、本当に皆さま全
員のご協力を得ながら１年間、努めてまいり
たいと思いますので、ご指導、ご教授をよろ
しくお願いいたします。

◇出席率報告

 ● 前川美智子　2019－2020年度、会長を務め
させていただきます。１年間、岡本幹事とも
どもよろしくお願いいたします。柳澤光秋パ
ストガバナーがロータリーの友委員会より感
謝状をいただいたとお聞きしましたので、皆
さまにお知らせいたします。
 ● 岡本淳一　前川年度が始まりました。皆さ
ま、１年間よろしくお願いします。今日の例
会が無事終わったのも、事務局河野さん、歴
代幹事のアドバイスのお陰です。ありがとう
ございました。
 ● 寺尾正生　会長を務めさせていただきまし
た１年間、ありがとうございました。東ＲＣ
と会員の皆さまに最大の尊敬と限りない愛を
込めてニコニコさせていただきます。入会記
念日の祝いの品、ありがとうございました。
 ● 松本隆之　昨年度は本当にありがとうござ
いました。前川会長、岡本幹事、頑張れ！入
会、配偶者記念として。
 ● 岡　　朝男　近森さん、先日はありがとう
ございました。お陰様で、広報・ＩＴ委員長
としての初仕事ができました。これからもご
指導よろしくお願いします。
 ● 沖　卓史　昨年10月の当クラブ創立50周年
記念事業に際し、実行委員長を拝命しながら
病気のために途中で投げ出す格好となり、寺
村副実行委員長をはじめ皆さまに大変ご迷惑
をおかけし、申し訳ありません。お陰様で、
徐々に回復してきており、無理せず出席する
つもりです。大変遅くなり申し訳ありません。
年度が変わってしまいましたが、誕生日、家
庭記念日、入会記念日のお礼です。
 ● 福岡満喜子　寺尾前会長、松本前幹事、あ

りがとうございました。前川会長、岡本幹事、
１年間よろしくお願いいたします。
 ● 西山忠利　松井さん、入会おめでとうござ
います。
 ● 松井洋介　今月からお世話になります。ど
うぞよろしくお願いいたします。
 ● 松﨑郷輔　先日の東ＲＣゴルフコンペ、親
睦委員会の皆さま、大変お世話になりました。
お陰様で、妻がベスグロいただきました。併
せて、妻の誕生祝いのお礼まで。
 ● 西森良文　誕生祝いのお礼として。52歳で
歯が抜ける歳になりました。入会祝いのお礼。
何年たったか忘れました。
 ● 野志征生　誕生日祝いいただきました。あ
りがとうございます。
 ● 岡﨑勇樹　妻の誕生日祝いありがとうござ
います。
 ● 永野正将　妻の誕生日祝いありがとうござ
います。
 ● 西森やよい　入会記念品ありがとうござい
ます。丸12年になりました。副幹事として精
一杯務めさせていただきます。どうぞよろし
くお願い申し上げます。
 ● 浦田健治　入会祝いありがとうございまし
た。
 ● 松岡英雄　入会記念お礼。
 ● 久松啓一　入会記念のお祝いありがとうご
ざいました。
 ● 猿田隆夫　入会祝い、お礼。入会して長く
なりました。
 ● 親睦委員会より二次会参加者一同　最終夜
間例会の二次会の余りを寄付します。
 ● ＳＡＡ一同　本年度は西森、前田会員、小
比賀会員、武吉会員の４名でＳＡＡを務めさ
せていただきます。皆さま、よろしくお願い
します。
 ● サロンイースト協力金として　いつもあり
がとうございます。
◇遅刻・早退　１件

議長　ただ今より臨時総会をはじめます。本
日、総数54名中、46名の出席。本総会は、ク
ラブ細則第４条、第３節の会員総数の３分の
１以上の出席を満たしており、成立いたしま
す。
　議案は、2018－2019年度決算及び監査報告。
2019－2020年度予算（案）、高知東ＲＣ創立
50周年記念事業決算及び監査報告について、
ご審議いただきます。
　はじめに、2018－2019年度決算報告につい
て、前年度会計、浦田会員にお願いします。

浦田会計　2018－2019年度決算の報告

議長　ありがとうございました。
　続きまして、監査報告に移ります。監査報
告は永野健生監査がお休みのため、代理で、
久松会員よりお願いします。

監査報告　監査の結果、本会計処理は適切か
つ正確であることを認めます。　

議長　ありがとうございました。
　それでは、決算並びに監査報告について、
何かご質問はございませんか。
　ないようでしたら、採決に移らせていただ
きます。2018－2019年度決算報告に賛成の方
は拍手をお願いいたします。

（承認の拍手）

議長　ありがとうございます。満場一致で可
決いたしました。
　続きまして、2019－2020年度予算（案）の

上程をいたします。岡本幹事、説明をお願い
します。

岡本幹事　2019－2020年度予算（案）を説明

議長　ありがとうございました。
　この予算（案）につきまして、ご質問はな
いでしょうか。
　ないようですので、採決いたします。2019
－2020年度予算（案）に賛成の方は拍手をお
願いします。

（承認の拍手）

議長　ありがとうございました。
　続きまして、高知東ＲＣ創立50周年記念事
業決算報告について、土居会員にお願いいた
します。

土居会員　高知東ＲＣ創立50周年記念事業決
算報告

議長　土居会員、ありがとうございました。
　続きまして、監査報告は久松会員よりお願
いします。

監査報告　監査の結果、本会計処理は適切か
つ正確であることを認めます。　

議長　久松会員、ありがとうございました。
　それでは、決算並びに監査報告につきまし
て、ご質問はないでしょうか。
　ないようですので、採決いたします。高知
東ＲＣ創立50周年記念事業決算報告に賛成の
方は拍手をお願いします。

（承認の拍手）

議長　ありがとうございます。満場一致で可
決いたしました。
　これで、議案は全て終了しました。その他、
ご提案等ございますでしょうか。
　ないようですので、これで臨時総会を終了
いたします。ご協力ありがとうございました。

７月３日

６月26日
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94.34％

100％
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◇前川美智子会長クラブ運営方針発表
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◇臨時総会

■高知東ＲＣ当面の日程
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

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ

0円

164,526円

164,526円

0円

530円

530円

0円

165,056円

165,056円

チビニコ 合　計

７月３日
今期の累計

柳澤光秋パストガバナーが
「ロータリーの友」委員会より
感謝状をいただきました

　５月２日、空路福岡に入り同じ空港から39名乗り
の小型ボンバルプロペラ機で福江島を訪れた。五島
列島は福江島・久我島・奈留島の他小さな島々が散
在している。私どもはレンタカーで福江島を廻っ
た。

キリシタン協会
　五島列島も隠れキリシタンが多かったところで、
明治６年、徳川時代からの禁教令が解禁され、あち
こちと協会が建てられた。一番最初に出来た教会は
堂崎天主堂。赤レンガ建で風格ある教会だった。水
の浦教会は近くにあり、入江を見下ろす丘の上にあ
る。白亜の木造建築の教会でそこから素晴らしい眺
めが見られる。

鬼岳
　丸い形をした珍しい火山で上の展望台から福江市
の全市街と周りの海がはるか彼方まで眺められる。

福江城（石田城）
　五島家12,600石の城。幕末になって近海に異国船
が頻繁に来るようになり、幕府の許可を得て築城さ
れた。日本で最後に築城された城である。

五島氏庭園・心字が池
　城の隣に五島家30代盛成の隠殿として邸宅が建て
られた。庭園の池は京都の金閣寺のそれを模倣して
造られた。

明星院
　 五 島 家
代々の祈願
寺。五島に
おいて最古
の歴史を持
つ真言宗の
本 山 で あ
る。院内に
は鎌倉室町
時代の仏像
仏具が多く
置かれ、特
に護摩堂に
ある銅造如
來立像は国
指定重要文
化財。

五島列島・島原そして天草を廻る（その１）　　　　　　　　　　　　　　　関　淑公

39人乗りのボンバルプロペラ機39人乗りのボンバルプロペラ機

堂崎天主堂堂崎天主堂

水の浦教会水の浦教会

福江城（石田城）福江城（石田城）

明星院明星院

鬼岳鬼岳

五島氏庭園五島氏庭園
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本日　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

次週　７月17日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　各　　委　　員　　会　　発　　表

第2427回　例会報告／令和元年７月３日　天候　雨

◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」
◇会　長　挨　拶

　本年度の会長を務めさ
せていただきます前川で
す。ただ今は、親睦委員
長の岡﨑さん、君が代の
息継ぎ箇所のことを言っ
ていただき、気持ち良く

きりっと歌うことができ、新年度がスタート
したことを嬉しく思います。改めまして、１
年間どうぞよろしくお願いいたします。
　昨年度は、寺尾会長、松本幹事におかれま
しては、大変お世話になりました。今年度も
引き続きお世話いただければ幸いです。
　私と岡本幹事は天然と言われていますので、
ご迷惑をおかけすることが多々あろうかと思
います。ですが、２人ともロータリーへの共
感とクラブへの愛着は十分、持ち合わせてい
ます。しかも、ありがたいことに次年度は見
識の高い、たのもしい会長、幹事が控えてい
ます。ですから、この１年間は、私たちなり
に心を込めて会長、幹事の職責に向き合いな
がら、楽しい、居心地のよいクラブづくりに
努めてまいりたいと思っています。岡本幹事
同様、１年間どうぞよろしくお願いいたしま
す。
◇お　客　様
　米山記念奨学生　レ・ティ・フィエンさん

◇新入会員紹介
　　　　　　・氏　　名　松井　洋介
　　　　　　・生年月日　昭和45年１月17日
　　　　　　・職　　業　三井住友海上
　　　　　　　　　　　　高知支店長
　　　　　　・配　偶　者　智子
・趣　　味　ゴルフ、お城巡り
・専任アドバイザー　　永光男会員
・松井洋介氏挨拶
　私は昭和45年、大阪万博の年に生まれまし
た。高知県には３月末の日曜日に赴任しまし
たが、第一印象は、町が明るくて、歩いてい
る方々も何となく笑顔が多いなという印象で
した。３ヵ月たって、どちらでお世話になっ
ても温かく迎えてくださるので、やはりとて
も住みやすい、いい町だなという思いを一層
強めています。
　歴史ある高知東ＲＣの会員となり、四つの
テストを胸に刻んで、皆さまに教えていただ
きながら、高知のことを勉強してしっかり生
活していきたいと思います。どうぞよろしく
お願いいたします。
◇米山記念奨学生のレ・ティ・

フィエンさんに奨学金をお渡し
しました。

◇社会奉仕委員会より
　７月７日㈰、浦戸湾一斉清掃を
行います。７時集合、８時まで。
中止の場合は、当日ＲＫＣ高知放送で５時45
分、さんさんテレビで５時50分、テレビ高知
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で６時15分にお知らせがありますので、確認
をお願いします。
　清掃後、おにぎりとお茶の朝食を用意しま
す。
◇国際奉仕委員会より
　７月10日、得月樓で18時半から、短期交換
留学生のウェルカムパーティが開催されます。
現在、18名の参加です。
◇７月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　野志　征生
　西森　良文
 ● 配偶者誕生日
　松﨑　範子
　永野　美佐
　松本　功子
　岡﨑千夏子

 ● 入会記念日
　松岡　英雄　　猿田　隆夫　　久松　啓一
　松本　隆之　　鬼頭　愼一　　寺尾　正生
　西森　良文　　浦田　健治　　西森やよい
◇幹　事　報　告
・前ガバナー事務所は６月30日をもって閉鎖

します。なお、８月30日までは、直前ガバ
ナー事務所として残務整理を行います。

・レターボックスに委員会組織図を配布しま
した。少し変更がありましたのでご確認く
ださい。

・来週、再来週は委員会発表です。委員長は
よろしくお願いします。

・今年度のクラブ計画書は、来週、配布予定
です。

・本日例会終了後、定例理事会を行います。

●会長／前川美智子　●幹事／岡本淳一　●雑誌会報委員／島村信一・浦田健治・早瀬源慶
●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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　2019－2020年度国際ロータリーのテーマは
「ロータリーは世界をつなぐ」です。マーク
・ダニエル・ロマーニ会長は、「ロータリー
の礎はつながりです。ロータリーがなければ
出会うことのなかった人々と出会い、深いつ
ながりができ、ロータリーは家族です。ロー
タリーの奉仕を通じて手を取り合い、行動を
起こすためのつながりを築いていこう」と提
唱されました。
　2670地区大島浩輔ガバナーの今年度の地区
方針として「パッション＆パシュート（情熱
と追求）」が打ち出されました。そして、ク
ラブ内での立ち位置、居場所を見つけ、役割、
活躍を通じて各地区、さらに地区を越えた活
動を共に探し求めたいという覚悟を述べられ
ました。
　高知東ＲＣも50年の礎があり、そして、今
年令和元年、新たな半世紀に向けてつないで
いける、歩める幸せを込めて、今年度のクラ
ブのテーマは「歴史をつなぎ、クラブの絆を
深め、ロータリーライフを楽しみましょう」
とさせていただきました。毎週水曜日の例会、
12時半から13時半の１時間の例会を心地良く、
楽しく過ごしていくために、各理事、委員長、
特にＳＡＡ、親睦、クラブ委員会のご協力を

得ながら、岡本幹事、事務局の河野さんに助
けていただきながら、進めていきたいと思っ
ています。そして、皆さんには、毎回出席す
る例会で必ず３人以上の方とお話をしていた
だきたいと思います。限られた時間ですが、
コミュニケーションを取っていただきたいと
願っています。
　ロータリーの魅力は、自ら学び、自ら高め
ることができることだと言われています。私
も入会以来、私なりにロータリーについて学
んではまいりましたけれど、とても皆さまの
前で披露できるような確たる知識もなく見識
も持ち合わせておりません。この１年の間に
は、随所に理解不足だったり的外れの場面が
出てこようかと思いますが、本当に皆さま全
員のご協力を得ながら１年間、努めてまいり
たいと思いますので、ご指導、ご教授をよろ
しくお願いいたします。

◇出席率報告

 ● 前川美智子　2019－2020年度、会長を務め
させていただきます。１年間、岡本幹事とも
どもよろしくお願いいたします。柳澤光秋パ
ストガバナーがロータリーの友委員会より感
謝状をいただいたとお聞きしましたので、皆
さまにお知らせいたします。
 ● 岡本淳一　前川年度が始まりました。皆さ
ま、１年間よろしくお願いします。今日の例
会が無事終わったのも、事務局河野さん、歴
代幹事のアドバイスのお陰です。ありがとう
ございました。
 ● 寺尾正生　会長を務めさせていただきまし
た１年間、ありがとうございました。東ＲＣ
と会員の皆さまに最大の尊敬と限りない愛を
込めてニコニコさせていただきます。入会記
念日の祝いの品、ありがとうございました。
 ● 松本隆之　昨年度は本当にありがとうござ
いました。前川会長、岡本幹事、頑張れ！入
会、配偶者記念として。
 ● 岡　　朝男　近森さん、先日はありがとう
ございました。お陰様で、広報・ＩＴ委員長
としての初仕事ができました。これからもご
指導よろしくお願いします。
 ● 沖　卓史　昨年10月の当クラブ創立50周年
記念事業に際し、実行委員長を拝命しながら
病気のために途中で投げ出す格好となり、寺
村副実行委員長をはじめ皆さまに大変ご迷惑
をおかけし、申し訳ありません。お陰様で、
徐々に回復してきており、無理せず出席する
つもりです。大変遅くなり申し訳ありません。
年度が変わってしまいましたが、誕生日、家
庭記念日、入会記念日のお礼です。
 ● 福岡満喜子　寺尾前会長、松本前幹事、あ

りがとうございました。前川会長、岡本幹事、
１年間よろしくお願いいたします。
 ● 西山忠利　松井さん、入会おめでとうござ
います。
 ● 松井洋介　今月からお世話になります。ど
うぞよろしくお願いいたします。
 ● 松﨑郷輔　先日の東ＲＣゴルフコンペ、親
睦委員会の皆さま、大変お世話になりました。
お陰様で、妻がベスグロいただきました。併
せて、妻の誕生祝いのお礼まで。
 ● 西森良文　誕生祝いのお礼として。52歳で
歯が抜ける歳になりました。入会祝いのお礼。
何年たったか忘れました。
 ● 野志征生　誕生日祝いいただきました。あ
りがとうございます。
 ● 岡﨑勇樹　妻の誕生日祝いありがとうござ
います。
 ● 永野正将　妻の誕生日祝いありがとうござ
います。
 ● 西森やよい　入会記念品ありがとうござい
ます。丸12年になりました。副幹事として精
一杯務めさせていただきます。どうぞよろし
くお願い申し上げます。
 ● 浦田健治　入会祝いありがとうございまし
た。
 ● 松岡英雄　入会記念お礼。
 ● 久松啓一　入会記念のお祝いありがとうご
ざいました。
 ● 猿田隆夫　入会祝い、お礼。入会して長く
なりました。
 ● 親睦委員会より二次会参加者一同　最終夜
間例会の二次会の余りを寄付します。
 ● ＳＡＡ一同　本年度は西森、前田会員、小
比賀会員、武吉会員の４名でＳＡＡを務めさ
せていただきます。皆さま、よろしくお願い
します。
 ● サロンイースト協力金として　いつもあり
がとうございます。
◇遅刻・早退　１件

議長　ただ今より臨時総会をはじめます。本
日、総数54名中、46名の出席。本総会は、ク
ラブ細則第４条、第３節の会員総数の３分の
１以上の出席を満たしており、成立いたしま
す。
　議案は、2018－2019年度決算及び監査報告。
2019－2020年度予算（案）、高知東ＲＣ創立
50周年記念事業決算及び監査報告について、
ご審議いただきます。
　はじめに、2018－2019年度決算報告につい
て、前年度会計、浦田会員にお願いします。

浦田会計　2018－2019年度決算の報告

議長　ありがとうございました。
　続きまして、監査報告に移ります。監査報
告は永野健生監査がお休みのため、代理で、
久松会員よりお願いします。

監査報告　監査の結果、本会計処理は適切か
つ正確であることを認めます。　

議長　ありがとうございました。
　それでは、決算並びに監査報告について、
何かご質問はございませんか。
　ないようでしたら、採決に移らせていただ
きます。2018－2019年度決算報告に賛成の方
は拍手をお願いいたします。

（承認の拍手）

議長　ありがとうございます。満場一致で可
決いたしました。
　続きまして、2019－2020年度予算（案）の

上程をいたします。岡本幹事、説明をお願い
します。

岡本幹事　2019－2020年度予算（案）を説明

議長　ありがとうございました。
　この予算（案）につきまして、ご質問はな
いでしょうか。
　ないようですので、採決いたします。2019
－2020年度予算（案）に賛成の方は拍手をお
願いします。

（承認の拍手）

議長　ありがとうございました。
　続きまして、高知東ＲＣ創立50周年記念事
業決算報告について、土居会員にお願いいた
します。

土居会員　高知東ＲＣ創立50周年記念事業決
算報告

議長　土居会員、ありがとうございました。
　続きまして、監査報告は久松会員よりお願
いします。

監査報告　監査の結果、本会計処理は適切か
つ正確であることを認めます。　

議長　久松会員、ありがとうございました。
　それでは、決算並びに監査報告につきまし
て、ご質問はないでしょうか。
　ないようですので、採決いたします。高知
東ＲＣ創立50周年記念事業決算報告に賛成の
方は拍手をお願いします。

（承認の拍手）

議長　ありがとうございます。満場一致で可
決いたしました。
　これで、議案は全て終了しました。その他、
ご提案等ございますでしょうか。
　ないようですので、これで臨時総会を終了
いたします。ご協力ありがとうございました。

７月３日

６月26日

総数
－1 54
－1 54

出席
46
44

欠席
3
0

メイク
アップ HC出席率

85.19％

81.48％

出席率
94.34％

100％

4
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◇前川美智子会長クラブ運営方針発表
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◇臨時総会

■高知東ＲＣ当面の日程
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

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ

0円

164,526円

164,526円

0円

530円

530円

0円

165,056円

165,056円

チビニコ 合　計

７月３日
今期の累計

柳澤光秋パストガバナーが
「ロータリーの友」委員会より
感謝状をいただきました

　５月２日、空路福岡に入り同じ空港から39名乗り
の小型ボンバルプロペラ機で福江島を訪れた。五島
列島は福江島・久我島・奈留島の他小さな島々が散
在している。私どもはレンタカーで福江島を廻っ
た。

キリシタン協会
　五島列島も隠れキリシタンが多かったところで、
明治６年、徳川時代からの禁教令が解禁され、あち
こちと協会が建てられた。一番最初に出来た教会は
堂崎天主堂。赤レンガ建で風格ある教会だった。水
の浦教会は近くにあり、入江を見下ろす丘の上にあ
る。白亜の木造建築の教会でそこから素晴らしい眺
めが見られる。

鬼岳
　丸い形をした珍しい火山で上の展望台から福江市
の全市街と周りの海がはるか彼方まで眺められる。

福江城（石田城）
　五島家12,600石の城。幕末になって近海に異国船
が頻繁に来るようになり、幕府の許可を得て築城さ
れた。日本で最後に築城された城である。

五島氏庭園・心字が池
　城の隣に五島家30代盛成の隠殿として邸宅が建て
られた。庭園の池は京都の金閣寺のそれを模倣して
造られた。

明星院
　 五 島 家
代々の祈願
寺。五島に
おいて最古
の歴史を持
つ真言宗の
本 山 で あ
る。院内に
は鎌倉室町
時代の仏像
仏具が多く
置かれ、特
に護摩堂に
ある銅造如
來立像は国
指定重要文
化財。

五島列島・島原そして天草を廻る（その１）　　　　　　　　　　　　　　　関　淑公

39人乗りのボンバルプロペラ機39人乗りのボンバルプロペラ機

堂崎天主堂堂崎天主堂

水の浦教会水の浦教会

福江城（石田城）福江城（石田城）

明星院明星院

鬼岳鬼岳

五島氏庭園五島氏庭園
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本日　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

次週　７月17日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　各　　委　　員　　会　　発　　表

第2427回　例会報告／令和元年７月３日　天候　雨

◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」
◇会　長　挨　拶

　本年度の会長を務めさ
せていただきます前川で
す。ただ今は、親睦委員
長の岡﨑さん、君が代の
息継ぎ箇所のことを言っ
ていただき、気持ち良く

きりっと歌うことができ、新年度がスタート
したことを嬉しく思います。改めまして、１
年間どうぞよろしくお願いいたします。
　昨年度は、寺尾会長、松本幹事におかれま
しては、大変お世話になりました。今年度も
引き続きお世話いただければ幸いです。
　私と岡本幹事は天然と言われていますので、
ご迷惑をおかけすることが多々あろうかと思
います。ですが、２人ともロータリーへの共
感とクラブへの愛着は十分、持ち合わせてい
ます。しかも、ありがたいことに次年度は見
識の高い、たのもしい会長、幹事が控えてい
ます。ですから、この１年間は、私たちなり
に心を込めて会長、幹事の職責に向き合いな
がら、楽しい、居心地のよいクラブづくりに
努めてまいりたいと思っています。岡本幹事
同様、１年間どうぞよろしくお願いいたしま
す。
◇お　客　様
　米山記念奨学生　レ・ティ・フィエンさん

◇新入会員紹介
　　　　　　・氏　　名　松井　洋介
　　　　　　・生年月日　昭和45年１月17日
　　　　　　・職　　業　三井住友海上
　　　　　　　　　　　　高知支店長
　　　　　　・配　偶　者　智子
・趣　　味　ゴルフ、お城巡り
・専任アドバイザー　　永光男会員
・松井洋介氏挨拶
　私は昭和45年、大阪万博の年に生まれまし
た。高知県には３月末の日曜日に赴任しまし
たが、第一印象は、町が明るくて、歩いてい
る方々も何となく笑顔が多いなという印象で
した。３ヵ月たって、どちらでお世話になっ
ても温かく迎えてくださるので、やはりとて
も住みやすい、いい町だなという思いを一層
強めています。
　歴史ある高知東ＲＣの会員となり、四つの
テストを胸に刻んで、皆さまに教えていただ
きながら、高知のことを勉強してしっかり生
活していきたいと思います。どうぞよろしく
お願いいたします。
◇米山記念奨学生のレ・ティ・

フィエンさんに奨学金をお渡し
しました。

◇社会奉仕委員会より
　７月７日㈰、浦戸湾一斉清掃を
行います。７時集合、８時まで。
中止の場合は、当日ＲＫＣ高知放送で５時45
分、さんさんテレビで５時50分、テレビ高知
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で６時15分にお知らせがありますので、確認
をお願いします。
　清掃後、おにぎりとお茶の朝食を用意しま
す。
◇国際奉仕委員会より
　７月10日、得月樓で18時半から、短期交換
留学生のウェルカムパーティが開催されます。
現在、18名の参加です。
◇７月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　野志　征生
　西森　良文
 ● 配偶者誕生日
　松﨑　範子
　永野　美佐
　松本　功子
　岡﨑千夏子

 ● 入会記念日
　松岡　英雄　　猿田　隆夫　　久松　啓一
　松本　隆之　　鬼頭　愼一　　寺尾　正生
　西森　良文　　浦田　健治　　西森やよい
◇幹　事　報　告
・前ガバナー事務所は６月30日をもって閉鎖

します。なお、８月30日までは、直前ガバ
ナー事務所として残務整理を行います。

・レターボックスに委員会組織図を配布しま
した。少し変更がありましたのでご確認く
ださい。

・来週、再来週は委員会発表です。委員長は
よろしくお願いします。

・今年度のクラブ計画書は、来週、配布予定
です。

・本日例会終了後、定例理事会を行います。

●会長／前川美智子　●幹事／岡本淳一　●雑誌会報委員／島村信一・浦田健治・早瀬源慶
●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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　2019－2020年度国際ロータリーのテーマは
「ロータリーは世界をつなぐ」です。マーク
・ダニエル・ロマーニ会長は、「ロータリー
の礎はつながりです。ロータリーがなければ
出会うことのなかった人々と出会い、深いつ
ながりができ、ロータリーは家族です。ロー
タリーの奉仕を通じて手を取り合い、行動を
起こすためのつながりを築いていこう」と提
唱されました。
　2670地区大島浩輔ガバナーの今年度の地区
方針として「パッション＆パシュート（情熱
と追求）」が打ち出されました。そして、ク
ラブ内での立ち位置、居場所を見つけ、役割、
活躍を通じて各地区、さらに地区を越えた活
動を共に探し求めたいという覚悟を述べられ
ました。
　高知東ＲＣも50年の礎があり、そして、今
年令和元年、新たな半世紀に向けてつないで
いける、歩める幸せを込めて、今年度のクラ
ブのテーマは「歴史をつなぎ、クラブの絆を
深め、ロータリーライフを楽しみましょう」
とさせていただきました。毎週水曜日の例会、
12時半から13時半の１時間の例会を心地良く、
楽しく過ごしていくために、各理事、委員長、
特にＳＡＡ、親睦、クラブ委員会のご協力を

得ながら、岡本幹事、事務局の河野さんに助
けていただきながら、進めていきたいと思っ
ています。そして、皆さんには、毎回出席す
る例会で必ず３人以上の方とお話をしていた
だきたいと思います。限られた時間ですが、
コミュニケーションを取っていただきたいと
願っています。
　ロータリーの魅力は、自ら学び、自ら高め
ることができることだと言われています。私
も入会以来、私なりにロータリーについて学
んではまいりましたけれど、とても皆さまの
前で披露できるような確たる知識もなく見識
も持ち合わせておりません。この１年の間に
は、随所に理解不足だったり的外れの場面が
出てこようかと思いますが、本当に皆さま全
員のご協力を得ながら１年間、努めてまいり
たいと思いますので、ご指導、ご教授をよろ
しくお願いいたします。

◇出席率報告

 ● 前川美智子　2019－2020年度、会長を務め
させていただきます。１年間、岡本幹事とも
どもよろしくお願いいたします。柳澤光秋パ
ストガバナーがロータリーの友委員会より感
謝状をいただいたとお聞きしましたので、皆
さまにお知らせいたします。
 ● 岡本淳一　前川年度が始まりました。皆さ
ま、１年間よろしくお願いします。今日の例
会が無事終わったのも、事務局河野さん、歴
代幹事のアドバイスのお陰です。ありがとう
ございました。
 ● 寺尾正生　会長を務めさせていただきまし
た１年間、ありがとうございました。東ＲＣ
と会員の皆さまに最大の尊敬と限りない愛を
込めてニコニコさせていただきます。入会記
念日の祝いの品、ありがとうございました。
 ● 松本隆之　昨年度は本当にありがとうござ
いました。前川会長、岡本幹事、頑張れ！入
会、配偶者記念として。
 ● 岡　　朝男　近森さん、先日はありがとう
ございました。お陰様で、広報・ＩＴ委員長
としての初仕事ができました。これからもご
指導よろしくお願いします。
 ● 沖　卓史　昨年10月の当クラブ創立50周年
記念事業に際し、実行委員長を拝命しながら
病気のために途中で投げ出す格好となり、寺
村副実行委員長をはじめ皆さまに大変ご迷惑
をおかけし、申し訳ありません。お陰様で、
徐々に回復してきており、無理せず出席する
つもりです。大変遅くなり申し訳ありません。
年度が変わってしまいましたが、誕生日、家
庭記念日、入会記念日のお礼です。
 ● 福岡満喜子　寺尾前会長、松本前幹事、あ

りがとうございました。前川会長、岡本幹事、
１年間よろしくお願いいたします。
 ● 西山忠利　松井さん、入会おめでとうござ
います。
 ● 松井洋介　今月からお世話になります。ど
うぞよろしくお願いいたします。
 ● 松﨑郷輔　先日の東ＲＣゴルフコンペ、親
睦委員会の皆さま、大変お世話になりました。
お陰様で、妻がベスグロいただきました。併
せて、妻の誕生祝いのお礼まで。
 ● 西森良文　誕生祝いのお礼として。52歳で
歯が抜ける歳になりました。入会祝いのお礼。
何年たったか忘れました。
 ● 野志征生　誕生日祝いいただきました。あ
りがとうございます。
 ● 岡﨑勇樹　妻の誕生日祝いありがとうござ
います。
 ● 永野正将　妻の誕生日祝いありがとうござ
います。
 ● 西森やよい　入会記念品ありがとうござい
ます。丸12年になりました。副幹事として精
一杯務めさせていただきます。どうぞよろし
くお願い申し上げます。
 ● 浦田健治　入会祝いありがとうございまし
た。
 ● 松岡英雄　入会記念お礼。
 ● 久松啓一　入会記念のお祝いありがとうご
ざいました。
 ● 猿田隆夫　入会祝い、お礼。入会して長く
なりました。
 ● 親睦委員会より二次会参加者一同　最終夜
間例会の二次会の余りを寄付します。
 ● ＳＡＡ一同　本年度は西森、前田会員、小
比賀会員、武吉会員の４名でＳＡＡを務めさ
せていただきます。皆さま、よろしくお願い
します。
 ● サロンイースト協力金として　いつもあり
がとうございます。
◇遅刻・早退　１件

議長　ただ今より臨時総会をはじめます。本
日、総数54名中、46名の出席。本総会は、ク
ラブ細則第４条、第３節の会員総数の３分の
１以上の出席を満たしており、成立いたしま
す。
　議案は、2018－2019年度決算及び監査報告。
2019－2020年度予算（案）、高知東ＲＣ創立
50周年記念事業決算及び監査報告について、
ご審議いただきます。
　はじめに、2018－2019年度決算報告につい
て、前年度会計、浦田会員にお願いします。

浦田会計　2018－2019年度決算の報告

議長　ありがとうございました。
　続きまして、監査報告に移ります。監査報
告は永野健生監査がお休みのため、代理で、
久松会員よりお願いします。

監査報告　監査の結果、本会計処理は適切か
つ正確であることを認めます。　

議長　ありがとうございました。
　それでは、決算並びに監査報告について、
何かご質問はございませんか。
　ないようでしたら、採決に移らせていただ
きます。2018－2019年度決算報告に賛成の方
は拍手をお願いいたします。

（承認の拍手）

議長　ありがとうございます。満場一致で可
決いたしました。
　続きまして、2019－2020年度予算（案）の

上程をいたします。岡本幹事、説明をお願い
します。

岡本幹事　2019－2020年度予算（案）を説明

議長　ありがとうございました。
　この予算（案）につきまして、ご質問はな
いでしょうか。
　ないようですので、採決いたします。2019
－2020年度予算（案）に賛成の方は拍手をお
願いします。

（承認の拍手）

議長　ありがとうございました。
　続きまして、高知東ＲＣ創立50周年記念事
業決算報告について、土居会員にお願いいた
します。

土居会員　高知東ＲＣ創立50周年記念事業決
算報告

議長　土居会員、ありがとうございました。
　続きまして、監査報告は久松会員よりお願
いします。

監査報告　監査の結果、本会計処理は適切か
つ正確であることを認めます。　

議長　久松会員、ありがとうございました。
　それでは、決算並びに監査報告につきまし
て、ご質問はないでしょうか。
　ないようですので、採決いたします。高知
東ＲＣ創立50周年記念事業決算報告に賛成の
方は拍手をお願いします。

（承認の拍手）

議長　ありがとうございます。満場一致で可
決いたしました。
　これで、議案は全て終了しました。その他、
ご提案等ございますでしょうか。
　ないようですので、これで臨時総会を終了
いたします。ご協力ありがとうございました。

７月３日

６月26日

総数
－1 54
－1 54

出席
46
44

欠席
3
0

メイク
アップ HC出席率

85.19％

81.48％

出席率
94.34％

100％

4
9

◇前川美智子会長クラブ運営方針発表
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◇臨時総会

■高知東ＲＣ当面の日程
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

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ

0円

164,526円

164,526円

0円

530円

530円

0円

165,056円

165,056円

チビニコ 合　計

７月３日
今期の累計

柳澤光秋パストガバナーが
「ロータリーの友」委員会より
感謝状をいただきました

　５月２日、空路福岡に入り同じ空港から39名乗り
の小型ボンバルプロペラ機で福江島を訪れた。五島
列島は福江島・久我島・奈留島の他小さな島々が散
在している。私どもはレンタカーで福江島を廻っ
た。

キリシタン協会
　五島列島も隠れキリシタンが多かったところで、
明治６年、徳川時代からの禁教令が解禁され、あち
こちと協会が建てられた。一番最初に出来た教会は
堂崎天主堂。赤レンガ建で風格ある教会だった。水
の浦教会は近くにあり、入江を見下ろす丘の上にあ
る。白亜の木造建築の教会でそこから素晴らしい眺
めが見られる。

鬼岳
　丸い形をした珍しい火山で上の展望台から福江市
の全市街と周りの海がはるか彼方まで眺められる。

福江城（石田城）
　五島家12,600石の城。幕末になって近海に異国船
が頻繁に来るようになり、幕府の許可を得て築城さ
れた。日本で最後に築城された城である。

五島氏庭園・心字が池
　城の隣に五島家30代盛成の隠殿として邸宅が建て
られた。庭園の池は京都の金閣寺のそれを模倣して
造られた。

明星院
　 五 島 家
代々の祈願
寺。五島に
おいて最古
の歴史を持
つ真言宗の
本 山 で あ
る。院内に
は鎌倉室町
時代の仏像
仏具が多く
置かれ、特
に護摩堂に
ある銅造如
來立像は国
指定重要文
化財。

五島列島・島原そして天草を廻る（その１）　　　　　　　　　　　　　　　関　淑公

39人乗りのボンバルプロペラ機39人乗りのボンバルプロペラ機

堂崎天主堂堂崎天主堂

水の浦教会水の浦教会

福江城（石田城）福江城（石田城）

明星院明星院

鬼岳鬼岳

五島氏庭園五島氏庭園
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本日　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

次週　７月17日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　各　　委　　員　　会　　発　　表

第2427回　例会報告／令和元年７月３日　天候　雨

◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」
◇会　長　挨　拶

　本年度の会長を務めさ
せていただきます前川で
す。ただ今は、親睦委員
長の岡﨑さん、君が代の
息継ぎ箇所のことを言っ
ていただき、気持ち良く

きりっと歌うことができ、新年度がスタート
したことを嬉しく思います。改めまして、１
年間どうぞよろしくお願いいたします。
　昨年度は、寺尾会長、松本幹事におかれま
しては、大変お世話になりました。今年度も
引き続きお世話いただければ幸いです。
　私と岡本幹事は天然と言われていますので、
ご迷惑をおかけすることが多々あろうかと思
います。ですが、２人ともロータリーへの共
感とクラブへの愛着は十分、持ち合わせてい
ます。しかも、ありがたいことに次年度は見
識の高い、たのもしい会長、幹事が控えてい
ます。ですから、この１年間は、私たちなり
に心を込めて会長、幹事の職責に向き合いな
がら、楽しい、居心地のよいクラブづくりに
努めてまいりたいと思っています。岡本幹事
同様、１年間どうぞよろしくお願いいたしま
す。
◇お　客　様
　米山記念奨学生　レ・ティ・フィエンさん

◇新入会員紹介
　　　　　　・氏　　名　松井　洋介
　　　　　　・生年月日　昭和45年１月17日
　　　　　　・職　　業　三井住友海上
　　　　　　　　　　　　高知支店長
　　　　　　・配　偶　者　智子
・趣　　味　ゴルフ、お城巡り
・専任アドバイザー　　永光男会員
・松井洋介氏挨拶
　私は昭和45年、大阪万博の年に生まれまし
た。高知県には３月末の日曜日に赴任しまし
たが、第一印象は、町が明るくて、歩いてい
る方々も何となく笑顔が多いなという印象で
した。３ヵ月たって、どちらでお世話になっ
ても温かく迎えてくださるので、やはりとて
も住みやすい、いい町だなという思いを一層
強めています。
　歴史ある高知東ＲＣの会員となり、四つの
テストを胸に刻んで、皆さまに教えていただ
きながら、高知のことを勉強してしっかり生
活していきたいと思います。どうぞよろしく
お願いいたします。
◇米山記念奨学生のレ・ティ・

フィエンさんに奨学金をお渡し
しました。

◇社会奉仕委員会より
　７月７日㈰、浦戸湾一斉清掃を
行います。７時集合、８時まで。
中止の場合は、当日ＲＫＣ高知放送で５時45
分、さんさんテレビで５時50分、テレビ高知
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で６時15分にお知らせがありますので、確認
をお願いします。
　清掃後、おにぎりとお茶の朝食を用意しま
す。
◇国際奉仕委員会より
　７月10日、得月樓で18時半から、短期交換
留学生のウェルカムパーティが開催されます。
現在、18名の参加です。
◇７月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　野志　征生
　西森　良文
 ● 配偶者誕生日
　松﨑　範子
　永野　美佐
　松本　功子
　岡﨑千夏子

 ● 入会記念日
　松岡　英雄　　猿田　隆夫　　久松　啓一
　松本　隆之　　鬼頭　愼一　　寺尾　正生
　西森　良文　　浦田　健治　　西森やよい
◇幹　事　報　告
・前ガバナー事務所は６月30日をもって閉鎖

します。なお、８月30日までは、直前ガバ
ナー事務所として残務整理を行います。

・レターボックスに委員会組織図を配布しま
した。少し変更がありましたのでご確認く
ださい。

・来週、再来週は委員会発表です。委員長は
よろしくお願いします。

・今年度のクラブ計画書は、来週、配布予定
です。

・本日例会終了後、定例理事会を行います。

●会長／前川美智子　●幹事／岡本淳一　●雑誌会報委員／島村信一・浦田健治・早瀬源慶
●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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　2019－2020年度国際ロータリーのテーマは
「ロータリーは世界をつなぐ」です。マーク
・ダニエル・ロマーニ会長は、「ロータリー
の礎はつながりです。ロータリーがなければ
出会うことのなかった人々と出会い、深いつ
ながりができ、ロータリーは家族です。ロー
タリーの奉仕を通じて手を取り合い、行動を
起こすためのつながりを築いていこう」と提
唱されました。
　2670地区大島浩輔ガバナーの今年度の地区
方針として「パッション＆パシュート（情熱
と追求）」が打ち出されました。そして、ク
ラブ内での立ち位置、居場所を見つけ、役割、
活躍を通じて各地区、さらに地区を越えた活
動を共に探し求めたいという覚悟を述べられ
ました。
　高知東ＲＣも50年の礎があり、そして、今
年令和元年、新たな半世紀に向けてつないで
いける、歩める幸せを込めて、今年度のクラ
ブのテーマは「歴史をつなぎ、クラブの絆を
深め、ロータリーライフを楽しみましょう」
とさせていただきました。毎週水曜日の例会、
12時半から13時半の１時間の例会を心地良く、
楽しく過ごしていくために、各理事、委員長、
特にＳＡＡ、親睦、クラブ委員会のご協力を

得ながら、岡本幹事、事務局の河野さんに助
けていただきながら、進めていきたいと思っ
ています。そして、皆さんには、毎回出席す
る例会で必ず３人以上の方とお話をしていた
だきたいと思います。限られた時間ですが、
コミュニケーションを取っていただきたいと
願っています。
　ロータリーの魅力は、自ら学び、自ら高め
ることができることだと言われています。私
も入会以来、私なりにロータリーについて学
んではまいりましたけれど、とても皆さまの
前で披露できるような確たる知識もなく見識
も持ち合わせておりません。この１年の間に
は、随所に理解不足だったり的外れの場面が
出てこようかと思いますが、本当に皆さま全
員のご協力を得ながら１年間、努めてまいり
たいと思いますので、ご指導、ご教授をよろ
しくお願いいたします。

◇出席率報告

 ● 前川美智子　2019－2020年度、会長を務め
させていただきます。１年間、岡本幹事とも
どもよろしくお願いいたします。柳澤光秋パ
ストガバナーがロータリーの友委員会より感
謝状をいただいたとお聞きしましたので、皆
さまにお知らせいたします。
 ● 岡本淳一　前川年度が始まりました。皆さ
ま、１年間よろしくお願いします。今日の例
会が無事終わったのも、事務局河野さん、歴
代幹事のアドバイスのお陰です。ありがとう
ございました。
 ● 寺尾正生　会長を務めさせていただきまし
た１年間、ありがとうございました。東ＲＣ
と会員の皆さまに最大の尊敬と限りない愛を
込めてニコニコさせていただきます。入会記
念日の祝いの品、ありがとうございました。
 ● 松本隆之　昨年度は本当にありがとうござ
いました。前川会長、岡本幹事、頑張れ！入
会、配偶者記念として。
 ● 岡　　朝男　近森さん、先日はありがとう
ございました。お陰様で、広報・ＩＴ委員長
としての初仕事ができました。これからもご
指導よろしくお願いします。
 ● 沖　卓史　昨年10月の当クラブ創立50周年
記念事業に際し、実行委員長を拝命しながら
病気のために途中で投げ出す格好となり、寺
村副実行委員長をはじめ皆さまに大変ご迷惑
をおかけし、申し訳ありません。お陰様で、
徐々に回復してきており、無理せず出席する
つもりです。大変遅くなり申し訳ありません。
年度が変わってしまいましたが、誕生日、家
庭記念日、入会記念日のお礼です。
 ● 福岡満喜子　寺尾前会長、松本前幹事、あ

りがとうございました。前川会長、岡本幹事、
１年間よろしくお願いいたします。
 ● 西山忠利　松井さん、入会おめでとうござ
います。
 ● 松井洋介　今月からお世話になります。ど
うぞよろしくお願いいたします。
 ● 松﨑郷輔　先日の東ＲＣゴルフコンペ、親
睦委員会の皆さま、大変お世話になりました。
お陰様で、妻がベスグロいただきました。併
せて、妻の誕生祝いのお礼まで。
 ● 西森良文　誕生祝いのお礼として。52歳で
歯が抜ける歳になりました。入会祝いのお礼。
何年たったか忘れました。
 ● 野志征生　誕生日祝いいただきました。あ
りがとうございます。
 ● 岡﨑勇樹　妻の誕生日祝いありがとうござ
います。
 ● 永野正将　妻の誕生日祝いありがとうござ
います。
 ● 西森やよい　入会記念品ありがとうござい
ます。丸12年になりました。副幹事として精
一杯務めさせていただきます。どうぞよろし
くお願い申し上げます。
 ● 浦田健治　入会祝いありがとうございまし
た。
 ● 松岡英雄　入会記念お礼。
 ● 久松啓一　入会記念のお祝いありがとうご
ざいました。
 ● 猿田隆夫　入会祝い、お礼。入会して長く
なりました。
 ● 親睦委員会より二次会参加者一同　最終夜
間例会の二次会の余りを寄付します。
 ● ＳＡＡ一同　本年度は西森、前田会員、小
比賀会員、武吉会員の４名でＳＡＡを務めさ
せていただきます。皆さま、よろしくお願い
します。
 ● サロンイースト協力金として　いつもあり
がとうございます。
◇遅刻・早退　１件

議長　ただ今より臨時総会をはじめます。本
日、総数54名中、46名の出席。本総会は、ク
ラブ細則第４条、第３節の会員総数の３分の
１以上の出席を満たしており、成立いたしま
す。
　議案は、2018－2019年度決算及び監査報告。
2019－2020年度予算（案）、高知東ＲＣ創立
50周年記念事業決算及び監査報告について、
ご審議いただきます。
　はじめに、2018－2019年度決算報告につい
て、前年度会計、浦田会員にお願いします。

浦田会計　2018－2019年度決算の報告

議長　ありがとうございました。
　続きまして、監査報告に移ります。監査報
告は永野健生監査がお休みのため、代理で、
久松会員よりお願いします。

監査報告　監査の結果、本会計処理は適切か
つ正確であることを認めます。　

議長　ありがとうございました。
　それでは、決算並びに監査報告について、
何かご質問はございませんか。
　ないようでしたら、採決に移らせていただ
きます。2018－2019年度決算報告に賛成の方
は拍手をお願いいたします。

（承認の拍手）

議長　ありがとうございます。満場一致で可
決いたしました。
　続きまして、2019－2020年度予算（案）の

上程をいたします。岡本幹事、説明をお願い
します。

岡本幹事　2019－2020年度予算（案）を説明

議長　ありがとうございました。
　この予算（案）につきまして、ご質問はな
いでしょうか。
　ないようですので、採決いたします。2019
－2020年度予算（案）に賛成の方は拍手をお
願いします。

（承認の拍手）

議長　ありがとうございました。
　続きまして、高知東ＲＣ創立50周年記念事
業決算報告について、土居会員にお願いいた
します。

土居会員　高知東ＲＣ創立50周年記念事業決
算報告

議長　土居会員、ありがとうございました。
　続きまして、監査報告は久松会員よりお願
いします。

監査報告　監査の結果、本会計処理は適切か
つ正確であることを認めます。　

議長　久松会員、ありがとうございました。
　それでは、決算並びに監査報告につきまし
て、ご質問はないでしょうか。
　ないようですので、採決いたします。高知
東ＲＣ創立50周年記念事業決算報告に賛成の
方は拍手をお願いします。

（承認の拍手）

議長　ありがとうございます。満場一致で可
決いたしました。
　これで、議案は全て終了しました。その他、
ご提案等ございますでしょうか。
　ないようですので、これで臨時総会を終了
いたします。ご協力ありがとうございました。

７月３日

６月26日

総数
－1 54
－1 54

出席
46
44

欠席
3
0

メイク
アップ HC出席率

85.19％

81.48％

出席率
94.34％

100％

4
9

◇前川美智子会長クラブ運営方針発表
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◇臨時総会

■高知東ＲＣ当面の日程
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

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ

0円

164,526円

164,526円

0円

530円

530円

0円

165,056円

165,056円

チビニコ 合　計

７月３日
今期の累計

柳澤光秋パストガバナーが
「ロータリーの友」委員会より
感謝状をいただきました

　５月２日、空路福岡に入り同じ空港から39名乗り
の小型ボンバルプロペラ機で福江島を訪れた。五島
列島は福江島・久我島・奈留島の他小さな島々が散
在している。私どもはレンタカーで福江島を廻っ
た。

キリシタン協会
　五島列島も隠れキリシタンが多かったところで、
明治６年、徳川時代からの禁教令が解禁され、あち
こちと協会が建てられた。一番最初に出来た教会は
堂崎天主堂。赤レンガ建で風格ある教会だった。水
の浦教会は近くにあり、入江を見下ろす丘の上にあ
る。白亜の木造建築の教会でそこから素晴らしい眺
めが見られる。

鬼岳
　丸い形をした珍しい火山で上の展望台から福江市
の全市街と周りの海がはるか彼方まで眺められる。

福江城（石田城）
　五島家12,600石の城。幕末になって近海に異国船
が頻繁に来るようになり、幕府の許可を得て築城さ
れた。日本で最後に築城された城である。

五島氏庭園・心字が池
　城の隣に五島家30代盛成の隠殿として邸宅が建て
られた。庭園の池は京都の金閣寺のそれを模倣して
造られた。

明星院
　 五 島 家
代々の祈願
寺。五島に
おいて最古
の歴史を持
つ真言宗の
本 山 で あ
る。院内に
は鎌倉室町
時代の仏像
仏具が多く
置かれ、特
に護摩堂に
ある銅造如
來立像は国
指定重要文
化財。

五島列島・島原そして天草を廻る（その１）　　　　　　　　　　　　　　　関　淑公

39人乗りのボンバルプロペラ機39人乗りのボンバルプロペラ機

堂崎天主堂堂崎天主堂

水の浦教会水の浦教会

福江城（石田城）福江城（石田城）

明星院明星院

鬼岳鬼岳

五島氏庭園五島氏庭園



高知東ロータリークラブ週報
第2381号

7 月10日.2019

本日　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

次週　７月17日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　各　　委　　員　　会　　発　　表

第2427回　例会報告／令和元年７月３日　天候　雨

◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」
◇会　長　挨　拶

　本年度の会長を務めさ
せていただきます前川で
す。ただ今は、親睦委員
長の岡﨑さん、君が代の
息継ぎ箇所のことを言っ
ていただき、気持ち良く

きりっと歌うことができ、新年度がスタート
したことを嬉しく思います。改めまして、１
年間どうぞよろしくお願いいたします。
　昨年度は、寺尾会長、松本幹事におかれま
しては、大変お世話になりました。今年度も
引き続きお世話いただければ幸いです。
　私と岡本幹事は天然と言われていますので、
ご迷惑をおかけすることが多々あろうかと思
います。ですが、２人ともロータリーへの共
感とクラブへの愛着は十分、持ち合わせてい
ます。しかも、ありがたいことに次年度は見
識の高い、たのもしい会長、幹事が控えてい
ます。ですから、この１年間は、私たちなり
に心を込めて会長、幹事の職責に向き合いな
がら、楽しい、居心地のよいクラブづくりに
努めてまいりたいと思っています。岡本幹事
同様、１年間どうぞよろしくお願いいたしま
す。
◇お　客　様
　米山記念奨学生　レ・ティ・フィエンさん

◇新入会員紹介
　　　　　　・氏　　名　松井　洋介
　　　　　　・生年月日　昭和45年１月17日
　　　　　　・職　　業　三井住友海上
　　　　　　　　　　　　高知支店長
　　　　　　・配　偶　者　智子
・趣　　味　ゴルフ、お城巡り
・専任アドバイザー　　永光男会員
・松井洋介氏挨拶
　私は昭和45年、大阪万博の年に生まれまし
た。高知県には３月末の日曜日に赴任しまし
たが、第一印象は、町が明るくて、歩いてい
る方々も何となく笑顔が多いなという印象で
した。３ヵ月たって、どちらでお世話になっ
ても温かく迎えてくださるので、やはりとて
も住みやすい、いい町だなという思いを一層
強めています。
　歴史ある高知東ＲＣの会員となり、四つの
テストを胸に刻んで、皆さまに教えていただ
きながら、高知のことを勉強してしっかり生
活していきたいと思います。どうぞよろしく
お願いいたします。
◇米山記念奨学生のレ・ティ・

フィエンさんに奨学金をお渡し
しました。

◇社会奉仕委員会より
　７月７日㈰、浦戸湾一斉清掃を
行います。７時集合、８時まで。
中止の場合は、当日ＲＫＣ高知放送で５時45
分、さんさんテレビで５時50分、テレビ高知
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で６時15分にお知らせがありますので、確認
をお願いします。
　清掃後、おにぎりとお茶の朝食を用意しま
す。
◇国際奉仕委員会より
　７月10日、得月樓で18時半から、短期交換
留学生のウェルカムパーティが開催されます。
現在、18名の参加です。
◇７月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　野志　征生
　西森　良文
 ● 配偶者誕生日
　松﨑　範子
　永野　美佐
　松本　功子
　岡﨑千夏子

 ● 入会記念日
　松岡　英雄　　猿田　隆夫　　久松　啓一
　松本　隆之　　鬼頭　愼一　　寺尾　正生
　西森　良文　　浦田　健治　　西森やよい
◇幹　事　報　告
・前ガバナー事務所は６月30日をもって閉鎖

します。なお、８月30日までは、直前ガバ
ナー事務所として残務整理を行います。

・レターボックスに委員会組織図を配布しま
した。少し変更がありましたのでご確認く
ださい。

・来週、再来週は委員会発表です。委員長は
よろしくお願いします。

・今年度のクラブ計画書は、来週、配布予定
です。

・本日例会終了後、定例理事会を行います。

●会長／前川美智子　●幹事／岡本淳一　●雑誌会報委員／島村信一・浦田健治・早瀬源慶
●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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　2019－2020年度国際ロータリーのテーマは
「ロータリーは世界をつなぐ」です。マーク
・ダニエル・ロマーニ会長は、「ロータリー
の礎はつながりです。ロータリーがなければ
出会うことのなかった人々と出会い、深いつ
ながりができ、ロータリーは家族です。ロー
タリーの奉仕を通じて手を取り合い、行動を
起こすためのつながりを築いていこう」と提
唱されました。
　2670地区大島浩輔ガバナーの今年度の地区
方針として「パッション＆パシュート（情熱
と追求）」が打ち出されました。そして、ク
ラブ内での立ち位置、居場所を見つけ、役割、
活躍を通じて各地区、さらに地区を越えた活
動を共に探し求めたいという覚悟を述べられ
ました。
　高知東ＲＣも50年の礎があり、そして、今
年令和元年、新たな半世紀に向けてつないで
いける、歩める幸せを込めて、今年度のクラ
ブのテーマは「歴史をつなぎ、クラブの絆を
深め、ロータリーライフを楽しみましょう」
とさせていただきました。毎週水曜日の例会、
12時半から13時半の１時間の例会を心地良く、
楽しく過ごしていくために、各理事、委員長、
特にＳＡＡ、親睦、クラブ委員会のご協力を

得ながら、岡本幹事、事務局の河野さんに助
けていただきながら、進めていきたいと思っ
ています。そして、皆さんには、毎回出席す
る例会で必ず３人以上の方とお話をしていた
だきたいと思います。限られた時間ですが、
コミュニケーションを取っていただきたいと
願っています。
　ロータリーの魅力は、自ら学び、自ら高め
ることができることだと言われています。私
も入会以来、私なりにロータリーについて学
んではまいりましたけれど、とても皆さまの
前で披露できるような確たる知識もなく見識
も持ち合わせておりません。この１年の間に
は、随所に理解不足だったり的外れの場面が
出てこようかと思いますが、本当に皆さま全
員のご協力を得ながら１年間、努めてまいり
たいと思いますので、ご指導、ご教授をよろ
しくお願いいたします。

◇出席率報告

 ● 前川美智子　2019－2020年度、会長を務め
させていただきます。１年間、岡本幹事とも
どもよろしくお願いいたします。柳澤光秋パ
ストガバナーがロータリーの友委員会より感
謝状をいただいたとお聞きしましたので、皆
さまにお知らせいたします。
 ● 岡本淳一　前川年度が始まりました。皆さ
ま、１年間よろしくお願いします。今日の例
会が無事終わったのも、事務局河野さん、歴
代幹事のアドバイスのお陰です。ありがとう
ございました。
 ● 寺尾正生　会長を務めさせていただきまし
た１年間、ありがとうございました。東ＲＣ
と会員の皆さまに最大の尊敬と限りない愛を
込めてニコニコさせていただきます。入会記
念日の祝いの品、ありがとうございました。
 ● 松本隆之　昨年度は本当にありがとうござ
いました。前川会長、岡本幹事、頑張れ！入
会、配偶者記念として。
 ● 岡　　朝男　近森さん、先日はありがとう
ございました。お陰様で、広報・ＩＴ委員長
としての初仕事ができました。これからもご
指導よろしくお願いします。
 ● 沖　卓史　昨年10月の当クラブ創立50周年
記念事業に際し、実行委員長を拝命しながら
病気のために途中で投げ出す格好となり、寺
村副実行委員長をはじめ皆さまに大変ご迷惑
をおかけし、申し訳ありません。お陰様で、
徐々に回復してきており、無理せず出席する
つもりです。大変遅くなり申し訳ありません。
年度が変わってしまいましたが、誕生日、家
庭記念日、入会記念日のお礼です。
 ● 福岡満喜子　寺尾前会長、松本前幹事、あ

りがとうございました。前川会長、岡本幹事、
１年間よろしくお願いいたします。
 ● 西山忠利　松井さん、入会おめでとうござ
います。
 ● 松井洋介　今月からお世話になります。ど
うぞよろしくお願いいたします。
 ● 松﨑郷輔　先日の東ＲＣゴルフコンペ、親
睦委員会の皆さま、大変お世話になりました。
お陰様で、妻がベスグロいただきました。併
せて、妻の誕生祝いのお礼まで。
 ● 西森良文　誕生祝いのお礼として。52歳で
歯が抜ける歳になりました。入会祝いのお礼。
何年たったか忘れました。
 ● 野志征生　誕生日祝いいただきました。あ
りがとうございます。
 ● 岡﨑勇樹　妻の誕生日祝いありがとうござ
います。
 ● 永野正将　妻の誕生日祝いありがとうござ
います。
 ● 西森やよい　入会記念品ありがとうござい
ます。丸12年になりました。副幹事として精
一杯務めさせていただきます。どうぞよろし
くお願い申し上げます。
 ● 浦田健治　入会祝いありがとうございまし
た。
 ● 松岡英雄　入会記念お礼。
 ● 久松啓一　入会記念のお祝いありがとうご
ざいました。
 ● 猿田隆夫　入会祝い、お礼。入会して長く
なりました。
 ● 親睦委員会より二次会参加者一同　最終夜
間例会の二次会の余りを寄付します。
 ● ＳＡＡ一同　本年度は西森、前田会員、小
比賀会員、武吉会員の４名でＳＡＡを務めさ
せていただきます。皆さま、よろしくお願い
します。
 ● サロンイースト協力金として　いつもあり
がとうございます。
◇遅刻・早退　１件

議長　ただ今より臨時総会をはじめます。本
日、総数54名中、46名の出席。本総会は、ク
ラブ細則第４条、第３節の会員総数の３分の
１以上の出席を満たしており、成立いたしま
す。
　議案は、2018－2019年度決算及び監査報告。
2019－2020年度予算（案）、高知東ＲＣ創立
50周年記念事業決算及び監査報告について、
ご審議いただきます。
　はじめに、2018－2019年度決算報告につい
て、前年度会計、浦田会員にお願いします。

浦田会計　2018－2019年度決算の報告

議長　ありがとうございました。
　続きまして、監査報告に移ります。監査報
告は永野健生監査がお休みのため、代理で、
久松会員よりお願いします。

監査報告　監査の結果、本会計処理は適切か
つ正確であることを認めます。　

議長　ありがとうございました。
　それでは、決算並びに監査報告について、
何かご質問はございませんか。
　ないようでしたら、採決に移らせていただ
きます。2018－2019年度決算報告に賛成の方
は拍手をお願いいたします。

（承認の拍手）

議長　ありがとうございます。満場一致で可
決いたしました。
　続きまして、2019－2020年度予算（案）の

上程をいたします。岡本幹事、説明をお願い
します。

岡本幹事　2019－2020年度予算（案）を説明

議長　ありがとうございました。
　この予算（案）につきまして、ご質問はな
いでしょうか。
　ないようですので、採決いたします。2019
－2020年度予算（案）に賛成の方は拍手をお
願いします。

（承認の拍手）

議長　ありがとうございました。
　続きまして、高知東ＲＣ創立50周年記念事
業決算報告について、土居会員にお願いいた
します。

土居会員　高知東ＲＣ創立50周年記念事業決
算報告

議長　土居会員、ありがとうございました。
　続きまして、監査報告は久松会員よりお願
いします。

監査報告　監査の結果、本会計処理は適切か
つ正確であることを認めます。　

議長　久松会員、ありがとうございました。
　それでは、決算並びに監査報告につきまし
て、ご質問はないでしょうか。
　ないようですので、採決いたします。高知
東ＲＣ創立50周年記念事業決算報告に賛成の
方は拍手をお願いします。

（承認の拍手）

議長　ありがとうございます。満場一致で可
決いたしました。
　これで、議案は全て終了しました。その他、
ご提案等ございますでしょうか。
　ないようですので、これで臨時総会を終了
いたします。ご協力ありがとうございました。

７月３日

６月26日

総数
－1 54
－1 54

出席
46
44

欠席
3
0

メイク
アップ HC出席率

85.19％

81.48％

出席率
94.34％

100％
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◇前川美智子会長クラブ運営方針発表

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

◇臨時総会

■高知東ＲＣ当面の日程
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

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ

0円

164,526円

164,526円

0円

530円

530円

0円

165,056円

165,056円

チビニコ 合　計

７月３日
今期の累計

柳澤光秋パストガバナーが
「ロータリーの友」委員会より
感謝状をいただきました

　５月２日、空路福岡に入り同じ空港から39名乗り
の小型ボンバルプロペラ機で福江島を訪れた。五島
列島は福江島・久我島・奈留島の他小さな島々が散
在している。私どもはレンタカーで福江島を廻っ
た。

キリシタン協会
　五島列島も隠れキリシタンが多かったところで、
明治６年、徳川時代からの禁教令が解禁され、あち
こちと協会が建てられた。一番最初に出来た教会は
堂崎天主堂。赤レンガ建で風格ある教会だった。水
の浦教会は近くにあり、入江を見下ろす丘の上にあ
る。白亜の木造建築の教会でそこから素晴らしい眺
めが見られる。

鬼岳
　丸い形をした珍しい火山で上の展望台から福江市
の全市街と周りの海がはるか彼方まで眺められる。

福江城（石田城）
　五島家12,600石の城。幕末になって近海に異国船
が頻繁に来るようになり、幕府の許可を得て築城さ
れた。日本で最後に築城された城である。

五島氏庭園・心字が池
　城の隣に五島家30代盛成の隠殿として邸宅が建て
られた。庭園の池は京都の金閣寺のそれを模倣して
造られた。

明星院
　 五 島 家
代々の祈願
寺。五島に
おいて最古
の歴史を持
つ真言宗の
本 山 で あ
る。院内に
は鎌倉室町
時代の仏像
仏具が多く
置かれ、特
に護摩堂に
ある銅造如
來立像は国
指定重要文
化財。

五島列島・島原そして天草を廻る（その１）　　　　　　　　　　　　　　　関　淑公

39人乗りのボンバルプロペラ機39人乗りのボンバルプロペラ機

堂崎天主堂堂崎天主堂

水の浦教会水の浦教会

福江城（石田城）福江城（石田城）

明星院明星院

鬼岳鬼岳

五島氏庭園五島氏庭園


