
・会員相互の理解と親睦
を深め、関係委員会と
連携する。

・会員からの投稿掲載に
努める。

・ロータリーの友、その
他のロータリー出版物を内外に奨励し、
ロータリー活動を教育機関、諸団体、一般
の方に促す。

・雑誌について、全会員に読んでもらえるよ
う喚起する。

・週報は、会員相互の理解を深めるものとし
て活用する。

・読みやすい編集内容を心がけ、写真等を多
用し、より興味を引くように作成する。

・単調にならないように、全会員からの意見
や要望を取り入れていく。

・週報表紙の左上のテーマは、来年のオリン
ピックを控え、スポーツに関したものとす
る。

◎会員増強・退会防止委員会
（発表：福岡満喜子）
　会員を増強することは、
クラブの活動に活力を生
み、運営の財源確保がで
きます。近年は、会員が
減少気味ですので危機感

をもって対応していきます。
　会員全員が増強委員だという意識を持ち、
推薦をお願いします。
・当クラブが作成した「入会のしおり」を一

部手直しして入会案内に使用する
・毎月例会で回覧を回し、会員の増強につい

ての意識を高める。
・紹介いただいた候補者には粘り強く入会を

働きかける。
・退会した元会員にも再入会を勧める。
・会員選考・職業分類委員会と連携して、当

◎国際奉仕委員会（発表：永野正将）
事業計画
１．短期交換留学生は、

５日間の受け入れが終
了しました。派遣につ
いては、他クラブの国
際奉仕委員とともに、

進捗を見守っていきたいと思っています。
２．長期交換留学生は、今回、当クラブは来

年２月末から５月末までの３ヵ月間、受け
入れ予定で、猿田会員にホストファミリー
をお願いしています。クラブ全体で協力し
て、ホストファミリーの負担軽減に努めま
す。派遣も、高知地区から１名の派遣予定
です。

３．プログラム委員と協議して、外国の方に
卓話をお願いすることを検討します。

４．恒例の書き損じハガキの寄付活動を継続
します。

５．その他、国際奉仕に関わる事業などを随
時検討していきます。

◎クラブ奉仕委員会（発表：竹村克彦）
　当クラブのクラブ奉仕
部門である、出席・親
睦・雑誌会報・会員増強
退会防止・会員選考職業
分類・プログラム・広報
ＩＴ・ロータリー情報の

８つの委員会をまとめる役目ですが、個々の
委員会で方針を立てています。
　出席100％の維持など東クラブの伝統、特
色を守り、継続・発展させていくという意識
のもと事業を行っていきます。前川会長の親
睦を重点とするクラブ運営の一助となること
を念頭に活動してまいります。
◎雑誌・会報委員会（発表：島村信一）
・ＩＴ・広報委員会と協力して、例会の記録

をとり、週報を作成する。

高知東ロータリークラブ週報
第2383号

7 月24日.2019

本日　７月24日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「私の履歴書」

野志　征生 会員

次週　７月31日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「長期交換受入・派遣学生帰国・出国あいさつ」

長期交換受入学生 エイプリル・デ・ラ・クルス さん
長期交換派遣学生 　　　　　　上田　和恵 さん

第2429回　例会報告／令和元年７月17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

　皆さん、こんにちは。
日照不足が続いており、
野菜の高騰などのニュー
スが流れていますが、高
知の日曜市では、まだ野
菜も安くて助かっていま

す。しばらくはぐずついた天気が続くようで
すが、帯屋町のアーケードでは土曜夜市が開
かれて、子どもたちの浴衣姿が見られ、夏が
来たんだなと感じます。
　商店街の夏の風物詩として、最近話題にな
っている赤岡の絵金祭りについて、少しお話
します。幕末の絵師・弘瀬金蔵は、土佐藩家
老の御用絵師でしたが、贋作騒動に巻き込ま
れて高知城下から追われ、叔母を頼って赤岡
町で町絵師として、その後の生涯を過ごしま
した。町の人々から頼まれるままに芝居絵屏
風や絵馬、提灯絵などを手がけ、絵金と呼ば
れて親しまれたと言われています。
　この絵金の芝居絵屏風は極彩色でおどろお
どろしいと言われますが、年に一度、これら
の作品が赤岡町の商店街に飾られ、夏の夕闇
の中、百目ろうそくに照らし出された光景は
まさしく、怪しく神秘的な世界を創り出して
います。因みに絵金の作品を貯蔵、展示して
いる絵金蔵には、高知県保護有形文化財に指
定された23点の芝居絵屏風のほか、美人画、

子ども向けの絵、スケッチなどがあり、イメ
ージが全く違う絵金に出会えます。
　今年の土佐絵金祭りは、今週の土日、20日、
21日の２日間開催されます。夜店もたくさん
出て提灯絵馬なども飾られ、夏の夕暮れのひ
ととき、絵金の世界に浸りながら昭和の雰囲
気の残る街並みを散策してみてはいかがで
しょうか。
　本日は、先週に続き委員会活動計画の発表
です。よろしくお願いします。
◇来訪ロータリアン
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
◇短期交換留学生の受け入れを

していただいた窪田会員にお
礼をお渡ししました。

◇地区国際奉仕委員会（短期交換）より
　短期交換留学生の高知滞在が終わり、日曜
日に徳島に送り、今朝、徳島からバスで出発
するのを見送ってまいりました。ニュージャ
ージから来た子どもたちは、これから帰国し
ます。続いて派遣学生が25日、高知発７時10
分の飛行機で羽田、ニュージャージへ旅立ち、
８月18日に四国へ帰ってきます。
◇ロータリー奉仕プロジェクト研究会より
　本日18時半から城西館で第２回奉仕プロジ
ェクト研究会を開催します。現在19名が参加
予定。自己負担金は3,500円です。
◇会　長　報　告
・短期交換留学生のウェルカムパーティにた
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the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

くさんのご出席いただき、楽しい時間を過
ごしました。窪田会員の社員さんにも、大
変お世話になりました。ありがとうござい
ました。

◇幹　事　報　告
・2670地区ガバナーエレクト事務所が７月１

日から、高松に開設されました。

クラブに相応しい人物の入会に努める。
・やむを得ない事情以外の退会のないよう、

アドバイザーはじめ全会員で新入会員を
フォローしていく。

◎会員選考・職業分類委員会
（発表：松岡英雄）
会員候補者の評価基準
・暴力団とのつながりは

ないか
・裁量権を持っているか
・事業は正常であるか

・事業所に対する業界や所属団体の評判
・奉仕の精神を持っているか
・会員として財政的な義務を果たせるか
・例会に規則正しく出席できるか
　上記のことを基本とし、本人の人品骨柄を
見極めたいと思います。
◎プログラム委員会（発表：中西克行）

活動計画
・会員同士の理解を深め、

親睦を図るために、新
入会員以外の会員の卓
話も多く取り入れてい
きたい。

・幅広い卓話を計画し「出席したくなる例
会」づくりをバックアップするよう努める。

・皆さんからも、卓話者の情報をぜひお知ら
せいただきたい。

・ 基本的には第一例会で、毎月のテーマに
関連する委員会活動についての卓話をお願
いする。

・新入会員の方に、できるだけ早い時期に卓
話の機会をつくる。

・卓話時間は20分で、ＳＡＡと連携し、ス
ムーズな例会運営に努める。

・時間変更例会や合同例会などでは卓話の予
定を入れず、会員相互の理解と親睦の例会
とする。

◎広報・ＩＴ委員会（発表：岡　　朝男）
１．広報活動

・クラブ内広報…各委
員会行事の開催につ
いて、予告期間を長
くして参加者の啓蒙
を図る

・クラブ外広報…週報の有効活用を図り、

会員の関係施設や公共施設に届け、ロー
タリー活動を一般の方に認識していただ
くとともに、公共イメージの向上を図る。

２．ＩＴ活動
　ホームページの更新を行う。年度初めの
基本ページのリニューアル。例会変更情報
の更新と発信。クラブ並びに水曜会の活動
を取材しＨＰやソーシャルメディアに掲載
する。

３．報道機関に対して、当クラブの活動状況
を提供し、取材依頼を行う。

４．奉仕プロジェクト研究会の活動掲載を行
う。

◎ロータリー情報委員会（発表：石川　健）
１．新会員へのアドバイ

ザーの選任
２．アドバイザーによる

新会員へのオリエン
テーションのサポート

３．ロータリーの歴史や
奉仕理念、クラブ運営に関する勉強会を入
会３年から５年未満の会員を対象に開催す
る。

４．国際ロータリーの運営管理の状況を会員
に伝える。

５．ロータリーに関する書籍を購入して、勉
強会に役立てる。

６．猿田会員提供による千種会のＣＤを推奨
する。

◎会計（発表：久松啓一）
　10月から消費税が10％
に引き上げられる予定
で、これを見込んだ予算
を立てています。
　前年度からの繰り越し
になっている一般会計の

健全化に向けた１年にするため、執行部と打
ち合わせの上、進める予定です。
・会費の徴収
・クラブの資金、補助金の管理
・理事会への４半期ごとの定期的な財務報

告、クラブへの半期ごとの報告
・クラブ予算の作成、予算のモニタリング
・次期会計への引き継ぎ
・年次財務報告書の作成

◇出席率報告

 ● 前川美智子　委員長の皆さま、先週と本日、
１年間の事業計画の発表ありがとうございま
した。改めまして、１年間よろしくお願いい
たします。本日の例会は、すごく緊張しまし
た。反省。寺村勉さん、元気の良いロータ
リーソングありがとうございました。　　　
 ● 岡本淳一　先日の短期留学生ウェルカムパ

ーティ参加ありがとうございました。窪田会
員のホンヤク機「ポケトーク」が大活躍しま
した。留学生の受け入れのために購入してい
ただきありがとうございました。
 ● 西森良文　前川会長、６年越しの新築祝い
ありがとうございました。既に、かなり老朽
しましたが…。
 ● 鬼頭愼一　入会祝いありがとうございます。
 ● 小比賀和弘　ＳＡＡ初出勤です。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

７月17日

７月３日

総数
－3 54
－1 54

出席
42
46

欠席
3
0

メイク
アップ HC出席率

77.78％

85.19％

出席率
94.12％

100％

6
7

◇委員会活動計画発表・２
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■高知東ＲＣ当面の日程
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
　　　　　　東酔会
８月28日㈬　時間変更例会
　　　　　　役員会
９月４日㈬　ガバナー公式訪問
９月11日㈬　定例理事会
９月17日㈫～19日㈭ 18：30（得月樓）
　情報集会
９月18日㈬ 13：30（ザ クラウンパレス）
　情報集会
９月25日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
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
香長ＲＣ　　　７月30日㈫　ロータリー休日
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）
香長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
178,776円

9,650円

188,426円

653円

677円

1,330円

179,429円

10,327円

189,756円

チビニコ 合　計

７月17日
今期の累計

奉仕プロジェクト研究会
2019年７月17日㈬　於：城西館

　夜はコンカナ王国と呼ぶ、リゾートホ
テルでゆっくりした。わずか一日だった
が、海は青くビーチもきれい。気候は温
暖で色々な花が咲いている。また、五島
うどん、その他色々なお菓子を食べた
が、素朴な味である。
　二日目は、福江港から水中翼船で長崎
に渡り、レンタカーを借りて小浜温泉に
ある国崎旅館に入った。敷地内に自家温
泉を持つ、部屋数わずか９室しかない小
さな旅館であった。
　三日目は、小浜から雲仙を越えて島原
市に入った。

島原城・武家屋敷
　白亜の美しい城である。島原は天草の
乱がおこった所で、幕府は二度の征伐で
鎮圧した。武家屋敷も近くにあり、同じ
造りの建物が溝を挟んで整然と並んでい
た。

四明荘とコイの泳ぐまち
　島原は湧き水が多い所で、この写真は
湧き水の上に建つ四明荘と呼ばれる建物
である。この女性はテレビにも出ていた
女将さん。湧き水は透き通ったようなき
れいな水である。この辺りの家の前の水
路も湧き水が流れコイが放流されてい
る。

　わずか３時間ぐらいしかゆっくり出来
なかった
が、昔、
凄惨な戦
いがあっ
たと思わ
れぬ静か
な町だっ
た。

五島列島・島原そして天草を廻る（その２）　　　　　　　　　　　　　　　関　淑公

島原城島原城

武家屋敷武家屋敷

四明荘四明荘

四明荘のコイ四明荘のコイ湧き水の町湧き水の町

〒760－0008　高松市中野町20－４　栗林コーポ１Ｆ
ＴＥＬ：０８７－８０２－５２０３
ＦＡＸ：０８７－８０２－５２０４
E-mail：info@rid2670gov.jp
執務時間：９時～16時（土日祝祭日休み）

国際ロータリー第2670地区ガバナーエレクト事務所開設のお知らせ

今年度のＳＡＡさんが４名揃いました。



・会員相互の理解と親睦
を深め、関係委員会と
連携する。

・会員からの投稿掲載に
努める。

・ロータリーの友、その
他のロータリー出版物を内外に奨励し、
ロータリー活動を教育機関、諸団体、一般
の方に促す。

・雑誌について、全会員に読んでもらえるよ
う喚起する。

・週報は、会員相互の理解を深めるものとし
て活用する。

・読みやすい編集内容を心がけ、写真等を多
用し、より興味を引くように作成する。

・単調にならないように、全会員からの意見
や要望を取り入れていく。

・週報表紙の左上のテーマは、来年のオリン
ピックを控え、スポーツに関したものとす
る。

◎会員増強・退会防止委員会
（発表：福岡満喜子）
　会員を増強することは、
クラブの活動に活力を生
み、運営の財源確保がで
きます。近年は、会員が
減少気味ですので危機感

をもって対応していきます。
　会員全員が増強委員だという意識を持ち、
推薦をお願いします。
・当クラブが作成した「入会のしおり」を一

部手直しして入会案内に使用する
・毎月例会で回覧を回し、会員の増強につい

ての意識を高める。
・紹介いただいた候補者には粘り強く入会を

働きかける。
・退会した元会員にも再入会を勧める。
・会員選考・職業分類委員会と連携して、当

◎国際奉仕委員会（発表：永野正将）
事業計画
１．短期交換留学生は、

５日間の受け入れが終
了しました。派遣につ
いては、他クラブの国
際奉仕委員とともに、

進捗を見守っていきたいと思っています。
２．長期交換留学生は、今回、当クラブは来

年２月末から５月末までの３ヵ月間、受け
入れ予定で、猿田会員にホストファミリー
をお願いしています。クラブ全体で協力し
て、ホストファミリーの負担軽減に努めま
す。派遣も、高知地区から１名の派遣予定
です。

３．プログラム委員と協議して、外国の方に
卓話をお願いすることを検討します。

４．恒例の書き損じハガキの寄付活動を継続
します。

５．その他、国際奉仕に関わる事業などを随
時検討していきます。

◎クラブ奉仕委員会（発表：竹村克彦）
　当クラブのクラブ奉仕
部門である、出席・親
睦・雑誌会報・会員増強
退会防止・会員選考職業
分類・プログラム・広報
ＩＴ・ロータリー情報の

８つの委員会をまとめる役目ですが、個々の
委員会で方針を立てています。
　出席100％の維持など東クラブの伝統、特
色を守り、継続・発展させていくという意識
のもと事業を行っていきます。前川会長の親
睦を重点とするクラブ運営の一助となること
を念頭に活動してまいります。
◎雑誌・会報委員会（発表：島村信一）
・ＩＴ・広報委員会と協力して、例会の記録

をとり、週報を作成する。
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本日　７月24日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「私の履歴書」

野志　征生 会員

次週　７月31日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「長期交換受入・派遣学生帰国・出国あいさつ」

長期交換受入学生 エイプリル・デ・ラ・クルス さん
長期交換派遣学生 　　　　　　上田　和恵 さん

第2429回　例会報告／令和元年７月17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

　皆さん、こんにちは。
日照不足が続いており、
野菜の高騰などのニュー
スが流れていますが、高
知の日曜市では、まだ野
菜も安くて助かっていま

す。しばらくはぐずついた天気が続くようで
すが、帯屋町のアーケードでは土曜夜市が開
かれて、子どもたちの浴衣姿が見られ、夏が
来たんだなと感じます。
　商店街の夏の風物詩として、最近話題にな
っている赤岡の絵金祭りについて、少しお話
します。幕末の絵師・弘瀬金蔵は、土佐藩家
老の御用絵師でしたが、贋作騒動に巻き込ま
れて高知城下から追われ、叔母を頼って赤岡
町で町絵師として、その後の生涯を過ごしま
した。町の人々から頼まれるままに芝居絵屏
風や絵馬、提灯絵などを手がけ、絵金と呼ば
れて親しまれたと言われています。
　この絵金の芝居絵屏風は極彩色でおどろお
どろしいと言われますが、年に一度、これら
の作品が赤岡町の商店街に飾られ、夏の夕闇
の中、百目ろうそくに照らし出された光景は
まさしく、怪しく神秘的な世界を創り出して
います。因みに絵金の作品を貯蔵、展示して
いる絵金蔵には、高知県保護有形文化財に指
定された23点の芝居絵屏風のほか、美人画、

子ども向けの絵、スケッチなどがあり、イメ
ージが全く違う絵金に出会えます。
　今年の土佐絵金祭りは、今週の土日、20日、
21日の２日間開催されます。夜店もたくさん
出て提灯絵馬なども飾られ、夏の夕暮れのひ
ととき、絵金の世界に浸りながら昭和の雰囲
気の残る街並みを散策してみてはいかがで
しょうか。
　本日は、先週に続き委員会活動計画の発表
です。よろしくお願いします。
◇来訪ロータリアン
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
◇短期交換留学生の受け入れを

していただいた窪田会員にお
礼をお渡ししました。

◇地区国際奉仕委員会（短期交換）より
　短期交換留学生の高知滞在が終わり、日曜
日に徳島に送り、今朝、徳島からバスで出発
するのを見送ってまいりました。ニュージャ
ージから来た子どもたちは、これから帰国し
ます。続いて派遣学生が25日、高知発７時10
分の飛行機で羽田、ニュージャージへ旅立ち、
８月18日に四国へ帰ってきます。
◇ロータリー奉仕プロジェクト研究会より
　本日18時半から城西館で第２回奉仕プロジ
ェクト研究会を開催します。現在19名が参加
予定。自己負担金は3,500円です。
◇会　長　報　告
・短期交換留学生のウェルカムパーティにた
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the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

くさんのご出席いただき、楽しい時間を過
ごしました。窪田会員の社員さんにも、大
変お世話になりました。ありがとうござい
ました。

◇幹　事　報　告
・2670地区ガバナーエレクト事務所が７月１

日から、高松に開設されました。

クラブに相応しい人物の入会に努める。
・やむを得ない事情以外の退会のないよう、

アドバイザーはじめ全会員で新入会員を
フォローしていく。

◎会員選考・職業分類委員会
（発表：松岡英雄）
会員候補者の評価基準
・暴力団とのつながりは

ないか
・裁量権を持っているか
・事業は正常であるか

・事業所に対する業界や所属団体の評判
・奉仕の精神を持っているか
・会員として財政的な義務を果たせるか
・例会に規則正しく出席できるか
　上記のことを基本とし、本人の人品骨柄を
見極めたいと思います。
◎プログラム委員会（発表：中西克行）

活動計画
・会員同士の理解を深め、

親睦を図るために、新
入会員以外の会員の卓
話も多く取り入れてい
きたい。

・幅広い卓話を計画し「出席したくなる例
会」づくりをバックアップするよう努める。

・皆さんからも、卓話者の情報をぜひお知ら
せいただきたい。

・ 基本的には第一例会で、毎月のテーマに
関連する委員会活動についての卓話をお願
いする。

・新入会員の方に、できるだけ早い時期に卓
話の機会をつくる。

・卓話時間は20分で、ＳＡＡと連携し、ス
ムーズな例会運営に努める。

・時間変更例会や合同例会などでは卓話の予
定を入れず、会員相互の理解と親睦の例会
とする。

◎広報・ＩＴ委員会（発表：岡　　朝男）
１．広報活動

・クラブ内広報…各委
員会行事の開催につ
いて、予告期間を長
くして参加者の啓蒙
を図る

・クラブ外広報…週報の有効活用を図り、

会員の関係施設や公共施設に届け、ロー
タリー活動を一般の方に認識していただ
くとともに、公共イメージの向上を図る。

２．ＩＴ活動
　ホームページの更新を行う。年度初めの
基本ページのリニューアル。例会変更情報
の更新と発信。クラブ並びに水曜会の活動
を取材しＨＰやソーシャルメディアに掲載
する。

３．報道機関に対して、当クラブの活動状況
を提供し、取材依頼を行う。

４．奉仕プロジェクト研究会の活動掲載を行
う。

◎ロータリー情報委員会（発表：石川　健）
１．新会員へのアドバイ

ザーの選任
２．アドバイザーによる

新会員へのオリエン
テーションのサポート

３．ロータリーの歴史や
奉仕理念、クラブ運営に関する勉強会を入
会３年から５年未満の会員を対象に開催す
る。

４．国際ロータリーの運営管理の状況を会員
に伝える。

５．ロータリーに関する書籍を購入して、勉
強会に役立てる。

６．猿田会員提供による千種会のＣＤを推奨
する。

◎会計（発表：久松啓一）
　10月から消費税が10％
に引き上げられる予定
で、これを見込んだ予算
を立てています。
　前年度からの繰り越し
になっている一般会計の

健全化に向けた１年にするため、執行部と打
ち合わせの上、進める予定です。
・会費の徴収
・クラブの資金、補助金の管理
・理事会への４半期ごとの定期的な財務報

告、クラブへの半期ごとの報告
・クラブ予算の作成、予算のモニタリング
・次期会計への引き継ぎ
・年次財務報告書の作成

◇出席率報告

 ● 前川美智子　委員長の皆さま、先週と本日、
１年間の事業計画の発表ありがとうございま
した。改めまして、１年間よろしくお願いい
たします。本日の例会は、すごく緊張しまし
た。反省。寺村勉さん、元気の良いロータ
リーソングありがとうございました。　　　
 ● 岡本淳一　先日の短期留学生ウェルカムパ

ーティ参加ありがとうございました。窪田会
員のホンヤク機「ポケトーク」が大活躍しま
した。留学生の受け入れのために購入してい
ただきありがとうございました。
 ● 西森良文　前川会長、６年越しの新築祝い
ありがとうございました。既に、かなり老朽
しましたが…。
 ● 鬼頭愼一　入会祝いありがとうございます。
 ● 小比賀和弘　ＳＡＡ初出勤です。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

７月17日

７月３日

総数
－3 54
－1 54

出席
42
46

欠席
3
0

メイク
アップ HC出席率

77.78％

85.19％

出席率
94.12％

100％

6
7

◇委員会活動計画発表・２
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■高知東ＲＣ当面の日程
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
　　　　　　東酔会
８月28日㈬　時間変更例会
　　　　　　役員会
９月４日㈬　ガバナー公式訪問
９月11日㈬　定例理事会
９月17日㈫～19日㈭ 18：30（得月樓）
　情報集会
９月18日㈬ 13：30（ザ クラウンパレス）
　情報集会
９月25日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
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
香長ＲＣ　　　７月30日㈫　ロータリー休日
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）
香長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
178,776円

9,650円

188,426円

653円

677円

1,330円

179,429円

10,327円

189,756円

チビニコ 合　計

７月17日
今期の累計

奉仕プロジェクト研究会
2019年７月17日㈬　於：城西館

　夜はコンカナ王国と呼ぶ、リゾートホ
テルでゆっくりした。わずか一日だった
が、海は青くビーチもきれい。気候は温
暖で色々な花が咲いている。また、五島
うどん、その他色々なお菓子を食べた
が、素朴な味である。
　二日目は、福江港から水中翼船で長崎
に渡り、レンタカーを借りて小浜温泉に
ある国崎旅館に入った。敷地内に自家温
泉を持つ、部屋数わずか９室しかない小
さな旅館であった。
　三日目は、小浜から雲仙を越えて島原
市に入った。

島原城・武家屋敷
　白亜の美しい城である。島原は天草の
乱がおこった所で、幕府は二度の征伐で
鎮圧した。武家屋敷も近くにあり、同じ
造りの建物が溝を挟んで整然と並んでい
た。

四明荘とコイの泳ぐまち
　島原は湧き水が多い所で、この写真は
湧き水の上に建つ四明荘と呼ばれる建物
である。この女性はテレビにも出ていた
女将さん。湧き水は透き通ったようなき
れいな水である。この辺りの家の前の水
路も湧き水が流れコイが放流されてい
る。

　わずか３時間ぐらいしかゆっくり出来
なかった
が、昔、
凄惨な戦
いがあっ
たと思わ
れぬ静か
な町だっ
た。

五島列島・島原そして天草を廻る（その２）　　　　　　　　　　　　　　　関　淑公

島原城島原城

武家屋敷武家屋敷

四明荘四明荘

四明荘のコイ四明荘のコイ湧き水の町湧き水の町

〒760－0008　高松市中野町20－４　栗林コーポ１Ｆ
ＴＥＬ：０８７－８０２－５２０３
ＦＡＸ：０８７－８０２－５２０４
E-mail：info@rid2670gov.jp
執務時間：９時～16時（土日祝祭日休み）

国際ロータリー第2670地区ガバナーエレクト事務所開設のお知らせ

今年度のＳＡＡさんが４名揃いました。



・会員相互の理解と親睦
を深め、関係委員会と
連携する。

・会員からの投稿掲載に
努める。

・ロータリーの友、その
他のロータリー出版物を内外に奨励し、
ロータリー活動を教育機関、諸団体、一般
の方に促す。

・雑誌について、全会員に読んでもらえるよ
う喚起する。

・週報は、会員相互の理解を深めるものとし
て活用する。

・読みやすい編集内容を心がけ、写真等を多
用し、より興味を引くように作成する。

・単調にならないように、全会員からの意見
や要望を取り入れていく。

・週報表紙の左上のテーマは、来年のオリン
ピックを控え、スポーツに関したものとす
る。

◎会員増強・退会防止委員会
（発表：福岡満喜子）
　会員を増強することは、
クラブの活動に活力を生
み、運営の財源確保がで
きます。近年は、会員が
減少気味ですので危機感

をもって対応していきます。
　会員全員が増強委員だという意識を持ち、
推薦をお願いします。
・当クラブが作成した「入会のしおり」を一

部手直しして入会案内に使用する
・毎月例会で回覧を回し、会員の増強につい

ての意識を高める。
・紹介いただいた候補者には粘り強く入会を

働きかける。
・退会した元会員にも再入会を勧める。
・会員選考・職業分類委員会と連携して、当

◎国際奉仕委員会（発表：永野正将）
事業計画
１．短期交換留学生は、

５日間の受け入れが終
了しました。派遣につ
いては、他クラブの国
際奉仕委員とともに、

進捗を見守っていきたいと思っています。
２．長期交換留学生は、今回、当クラブは来

年２月末から５月末までの３ヵ月間、受け
入れ予定で、猿田会員にホストファミリー
をお願いしています。クラブ全体で協力し
て、ホストファミリーの負担軽減に努めま
す。派遣も、高知地区から１名の派遣予定
です。

３．プログラム委員と協議して、外国の方に
卓話をお願いすることを検討します。

４．恒例の書き損じハガキの寄付活動を継続
します。

５．その他、国際奉仕に関わる事業などを随
時検討していきます。

◎クラブ奉仕委員会（発表：竹村克彦）
　当クラブのクラブ奉仕
部門である、出席・親
睦・雑誌会報・会員増強
退会防止・会員選考職業
分類・プログラム・広報
ＩＴ・ロータリー情報の

８つの委員会をまとめる役目ですが、個々の
委員会で方針を立てています。
　出席100％の維持など東クラブの伝統、特
色を守り、継続・発展させていくという意識
のもと事業を行っていきます。前川会長の親
睦を重点とするクラブ運営の一助となること
を念頭に活動してまいります。
◎雑誌・会報委員会（発表：島村信一）
・ＩＴ・広報委員会と協力して、例会の記録

をとり、週報を作成する。
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本日　７月24日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「私の履歴書」

野志　征生 会員

次週　７月31日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「長期交換受入・派遣学生帰国・出国あいさつ」

長期交換受入学生 エイプリル・デ・ラ・クルス さん
長期交換派遣学生 　　　　　　上田　和恵 さん

第2429回　例会報告／令和元年７月17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

　皆さん、こんにちは。
日照不足が続いており、
野菜の高騰などのニュー
スが流れていますが、高
知の日曜市では、まだ野
菜も安くて助かっていま

す。しばらくはぐずついた天気が続くようで
すが、帯屋町のアーケードでは土曜夜市が開
かれて、子どもたちの浴衣姿が見られ、夏が
来たんだなと感じます。
　商店街の夏の風物詩として、最近話題にな
っている赤岡の絵金祭りについて、少しお話
します。幕末の絵師・弘瀬金蔵は、土佐藩家
老の御用絵師でしたが、贋作騒動に巻き込ま
れて高知城下から追われ、叔母を頼って赤岡
町で町絵師として、その後の生涯を過ごしま
した。町の人々から頼まれるままに芝居絵屏
風や絵馬、提灯絵などを手がけ、絵金と呼ば
れて親しまれたと言われています。
　この絵金の芝居絵屏風は極彩色でおどろお
どろしいと言われますが、年に一度、これら
の作品が赤岡町の商店街に飾られ、夏の夕闇
の中、百目ろうそくに照らし出された光景は
まさしく、怪しく神秘的な世界を創り出して
います。因みに絵金の作品を貯蔵、展示して
いる絵金蔵には、高知県保護有形文化財に指
定された23点の芝居絵屏風のほか、美人画、

子ども向けの絵、スケッチなどがあり、イメ
ージが全く違う絵金に出会えます。
　今年の土佐絵金祭りは、今週の土日、20日、
21日の２日間開催されます。夜店もたくさん
出て提灯絵馬なども飾られ、夏の夕暮れのひ
ととき、絵金の世界に浸りながら昭和の雰囲
気の残る街並みを散策してみてはいかがで
しょうか。
　本日は、先週に続き委員会活動計画の発表
です。よろしくお願いします。
◇来訪ロータリアン
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
◇短期交換留学生の受け入れを

していただいた窪田会員にお
礼をお渡ししました。

◇地区国際奉仕委員会（短期交換）より
　短期交換留学生の高知滞在が終わり、日曜
日に徳島に送り、今朝、徳島からバスで出発
するのを見送ってまいりました。ニュージャ
ージから来た子どもたちは、これから帰国し
ます。続いて派遣学生が25日、高知発７時10
分の飛行機で羽田、ニュージャージへ旅立ち、
８月18日に四国へ帰ってきます。
◇ロータリー奉仕プロジェクト研究会より
　本日18時半から城西館で第２回奉仕プロジ
ェクト研究会を開催します。現在19名が参加
予定。自己負担金は3,500円です。
◇会　長　報　告
・短期交換留学生のウェルカムパーティにた
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the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

くさんのご出席いただき、楽しい時間を過
ごしました。窪田会員の社員さんにも、大
変お世話になりました。ありがとうござい
ました。

◇幹　事　報　告
・2670地区ガバナーエレクト事務所が７月１

日から、高松に開設されました。

クラブに相応しい人物の入会に努める。
・やむを得ない事情以外の退会のないよう、

アドバイザーはじめ全会員で新入会員を
フォローしていく。

◎会員選考・職業分類委員会
（発表：松岡英雄）
会員候補者の評価基準
・暴力団とのつながりは

ないか
・裁量権を持っているか
・事業は正常であるか

・事業所に対する業界や所属団体の評判
・奉仕の精神を持っているか
・会員として財政的な義務を果たせるか
・例会に規則正しく出席できるか
　上記のことを基本とし、本人の人品骨柄を
見極めたいと思います。
◎プログラム委員会（発表：中西克行）

活動計画
・会員同士の理解を深め、

親睦を図るために、新
入会員以外の会員の卓
話も多く取り入れてい
きたい。

・幅広い卓話を計画し「出席したくなる例
会」づくりをバックアップするよう努める。

・皆さんからも、卓話者の情報をぜひお知ら
せいただきたい。

・ 基本的には第一例会で、毎月のテーマに
関連する委員会活動についての卓話をお願
いする。

・新入会員の方に、できるだけ早い時期に卓
話の機会をつくる。

・卓話時間は20分で、ＳＡＡと連携し、ス
ムーズな例会運営に努める。

・時間変更例会や合同例会などでは卓話の予
定を入れず、会員相互の理解と親睦の例会
とする。

◎広報・ＩＴ委員会（発表：岡　　朝男）
１．広報活動

・クラブ内広報…各委
員会行事の開催につ
いて、予告期間を長
くして参加者の啓蒙
を図る

・クラブ外広報…週報の有効活用を図り、

会員の関係施設や公共施設に届け、ロー
タリー活動を一般の方に認識していただ
くとともに、公共イメージの向上を図る。

２．ＩＴ活動
　ホームページの更新を行う。年度初めの
基本ページのリニューアル。例会変更情報
の更新と発信。クラブ並びに水曜会の活動
を取材しＨＰやソーシャルメディアに掲載
する。

３．報道機関に対して、当クラブの活動状況
を提供し、取材依頼を行う。

４．奉仕プロジェクト研究会の活動掲載を行
う。

◎ロータリー情報委員会（発表：石川　健）
１．新会員へのアドバイ

ザーの選任
２．アドバイザーによる

新会員へのオリエン
テーションのサポート

３．ロータリーの歴史や
奉仕理念、クラブ運営に関する勉強会を入
会３年から５年未満の会員を対象に開催す
る。

４．国際ロータリーの運営管理の状況を会員
に伝える。

５．ロータリーに関する書籍を購入して、勉
強会に役立てる。

６．猿田会員提供による千種会のＣＤを推奨
する。

◎会計（発表：久松啓一）
　10月から消費税が10％
に引き上げられる予定
で、これを見込んだ予算
を立てています。
　前年度からの繰り越し
になっている一般会計の

健全化に向けた１年にするため、執行部と打
ち合わせの上、進める予定です。
・会費の徴収
・クラブの資金、補助金の管理
・理事会への４半期ごとの定期的な財務報

告、クラブへの半期ごとの報告
・クラブ予算の作成、予算のモニタリング
・次期会計への引き継ぎ
・年次財務報告書の作成

◇出席率報告

 ● 前川美智子　委員長の皆さま、先週と本日、
１年間の事業計画の発表ありがとうございま
した。改めまして、１年間よろしくお願いい
たします。本日の例会は、すごく緊張しまし
た。反省。寺村勉さん、元気の良いロータ
リーソングありがとうございました。　　　
 ● 岡本淳一　先日の短期留学生ウェルカムパ

ーティ参加ありがとうございました。窪田会
員のホンヤク機「ポケトーク」が大活躍しま
した。留学生の受け入れのために購入してい
ただきありがとうございました。
 ● 西森良文　前川会長、６年越しの新築祝い
ありがとうございました。既に、かなり老朽
しましたが…。
 ● 鬼頭愼一　入会祝いありがとうございます。
 ● 小比賀和弘　ＳＡＡ初出勤です。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

７月17日

７月３日

総数
－3 54
－1 54

出席
42
46

欠席
3
0

メイク
アップ HC出席率

77.78％

85.19％

出席率
94.12％

100％

6
7
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■高知東ＲＣ当面の日程
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
　　　　　　東酔会
８月28日㈬　時間変更例会
　　　　　　役員会
９月４日㈬　ガバナー公式訪問
９月11日㈬　定例理事会
９月17日㈫～19日㈭ 18：30（得月樓）
　情報集会
９月18日㈬ 13：30（ザ クラウンパレス）
　情報集会
９月25日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
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
香長ＲＣ　　　７月30日㈫　ロータリー休日
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）
香長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
178,776円

9,650円

188,426円

653円

677円

1,330円

179,429円

10,327円

189,756円

チビニコ 合　計

７月17日
今期の累計

奉仕プロジェクト研究会
2019年７月17日㈬　於：城西館

　夜はコンカナ王国と呼ぶ、リゾートホ
テルでゆっくりした。わずか一日だった
が、海は青くビーチもきれい。気候は温
暖で色々な花が咲いている。また、五島
うどん、その他色々なお菓子を食べた
が、素朴な味である。
　二日目は、福江港から水中翼船で長崎
に渡り、レンタカーを借りて小浜温泉に
ある国崎旅館に入った。敷地内に自家温
泉を持つ、部屋数わずか９室しかない小
さな旅館であった。
　三日目は、小浜から雲仙を越えて島原
市に入った。

島原城・武家屋敷
　白亜の美しい城である。島原は天草の
乱がおこった所で、幕府は二度の征伐で
鎮圧した。武家屋敷も近くにあり、同じ
造りの建物が溝を挟んで整然と並んでい
た。

四明荘とコイの泳ぐまち
　島原は湧き水が多い所で、この写真は
湧き水の上に建つ四明荘と呼ばれる建物
である。この女性はテレビにも出ていた
女将さん。湧き水は透き通ったようなき
れいな水である。この辺りの家の前の水
路も湧き水が流れコイが放流されてい
る。

　わずか３時間ぐらいしかゆっくり出来
なかった
が、昔、
凄惨な戦
いがあっ
たと思わ
れぬ静か
な町だっ
た。

五島列島・島原そして天草を廻る（その２）　　　　　　　　　　　　　　　関　淑公

島原城島原城

武家屋敷武家屋敷

四明荘四明荘

四明荘のコイ四明荘のコイ湧き水の町湧き水の町

〒760－0008　高松市中野町20－４　栗林コーポ１Ｆ
ＴＥＬ：０８７－８０２－５２０３
ＦＡＸ：０８７－８０２－５２０４
E-mail：info@rid2670gov.jp
執務時間：９時～16時（土日祝祭日休み）

国際ロータリー第2670地区ガバナーエレクト事務所開設のお知らせ

今年度のＳＡＡさんが４名揃いました。



・会員相互の理解と親睦
を深め、関係委員会と
連携する。

・会員からの投稿掲載に
努める。

・ロータリーの友、その
他のロータリー出版物を内外に奨励し、
ロータリー活動を教育機関、諸団体、一般
の方に促す。

・雑誌について、全会員に読んでもらえるよ
う喚起する。

・週報は、会員相互の理解を深めるものとし
て活用する。

・読みやすい編集内容を心がけ、写真等を多
用し、より興味を引くように作成する。

・単調にならないように、全会員からの意見
や要望を取り入れていく。

・週報表紙の左上のテーマは、来年のオリン
ピックを控え、スポーツに関したものとす
る。

◎会員増強・退会防止委員会
（発表：福岡満喜子）
　会員を増強することは、
クラブの活動に活力を生
み、運営の財源確保がで
きます。近年は、会員が
減少気味ですので危機感

をもって対応していきます。
　会員全員が増強委員だという意識を持ち、
推薦をお願いします。
・当クラブが作成した「入会のしおり」を一

部手直しして入会案内に使用する
・毎月例会で回覧を回し、会員の増強につい

ての意識を高める。
・紹介いただいた候補者には粘り強く入会を

働きかける。
・退会した元会員にも再入会を勧める。
・会員選考・職業分類委員会と連携して、当

◎国際奉仕委員会（発表：永野正将）
事業計画
１．短期交換留学生は、

５日間の受け入れが終
了しました。派遣につ
いては、他クラブの国
際奉仕委員とともに、

進捗を見守っていきたいと思っています。
２．長期交換留学生は、今回、当クラブは来

年２月末から５月末までの３ヵ月間、受け
入れ予定で、猿田会員にホストファミリー
をお願いしています。クラブ全体で協力し
て、ホストファミリーの負担軽減に努めま
す。派遣も、高知地区から１名の派遣予定
です。

３．プログラム委員と協議して、外国の方に
卓話をお願いすることを検討します。

４．恒例の書き損じハガキの寄付活動を継続
します。

５．その他、国際奉仕に関わる事業などを随
時検討していきます。

◎クラブ奉仕委員会（発表：竹村克彦）
　当クラブのクラブ奉仕
部門である、出席・親
睦・雑誌会報・会員増強
退会防止・会員選考職業
分類・プログラム・広報
ＩＴ・ロータリー情報の

８つの委員会をまとめる役目ですが、個々の
委員会で方針を立てています。
　出席100％の維持など東クラブの伝統、特
色を守り、継続・発展させていくという意識
のもと事業を行っていきます。前川会長の親
睦を重点とするクラブ運営の一助となること
を念頭に活動してまいります。
◎雑誌・会報委員会（発表：島村信一）
・ＩＴ・広報委員会と協力して、例会の記録

をとり、週報を作成する。

高知東ロータリークラブ週報
第2383号
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本日　７月24日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「私の履歴書」

野志　征生 会員

次週　７月31日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「長期交換受入・派遣学生帰国・出国あいさつ」

長期交換受入学生 エイプリル・デ・ラ・クルス さん
長期交換派遣学生 　　　　　　上田　和恵 さん

第2429回　例会報告／令和元年７月17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

　皆さん、こんにちは。
日照不足が続いており、
野菜の高騰などのニュー
スが流れていますが、高
知の日曜市では、まだ野
菜も安くて助かっていま

す。しばらくはぐずついた天気が続くようで
すが、帯屋町のアーケードでは土曜夜市が開
かれて、子どもたちの浴衣姿が見られ、夏が
来たんだなと感じます。
　商店街の夏の風物詩として、最近話題にな
っている赤岡の絵金祭りについて、少しお話
します。幕末の絵師・弘瀬金蔵は、土佐藩家
老の御用絵師でしたが、贋作騒動に巻き込ま
れて高知城下から追われ、叔母を頼って赤岡
町で町絵師として、その後の生涯を過ごしま
した。町の人々から頼まれるままに芝居絵屏
風や絵馬、提灯絵などを手がけ、絵金と呼ば
れて親しまれたと言われています。
　この絵金の芝居絵屏風は極彩色でおどろお
どろしいと言われますが、年に一度、これら
の作品が赤岡町の商店街に飾られ、夏の夕闇
の中、百目ろうそくに照らし出された光景は
まさしく、怪しく神秘的な世界を創り出して
います。因みに絵金の作品を貯蔵、展示して
いる絵金蔵には、高知県保護有形文化財に指
定された23点の芝居絵屏風のほか、美人画、

子ども向けの絵、スケッチなどがあり、イメ
ージが全く違う絵金に出会えます。
　今年の土佐絵金祭りは、今週の土日、20日、
21日の２日間開催されます。夜店もたくさん
出て提灯絵馬なども飾られ、夏の夕暮れのひ
ととき、絵金の世界に浸りながら昭和の雰囲
気の残る街並みを散策してみてはいかがで
しょうか。
　本日は、先週に続き委員会活動計画の発表
です。よろしくお願いします。
◇来訪ロータリアン
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
◇短期交換留学生の受け入れを

していただいた窪田会員にお
礼をお渡ししました。

◇地区国際奉仕委員会（短期交換）より
　短期交換留学生の高知滞在が終わり、日曜
日に徳島に送り、今朝、徳島からバスで出発
するのを見送ってまいりました。ニュージャ
ージから来た子どもたちは、これから帰国し
ます。続いて派遣学生が25日、高知発７時10
分の飛行機で羽田、ニュージャージへ旅立ち、
８月18日に四国へ帰ってきます。
◇ロータリー奉仕プロジェクト研究会より
　本日18時半から城西館で第２回奉仕プロジ
ェクト研究会を開催します。現在19名が参加
予定。自己負担金は3,500円です。
◇会　長　報　告
・短期交換留学生のウェルカムパーティにた
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the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

くさんのご出席いただき、楽しい時間を過
ごしました。窪田会員の社員さんにも、大
変お世話になりました。ありがとうござい
ました。

◇幹　事　報　告
・2670地区ガバナーエレクト事務所が７月１

日から、高松に開設されました。

クラブに相応しい人物の入会に努める。
・やむを得ない事情以外の退会のないよう、

アドバイザーはじめ全会員で新入会員を
フォローしていく。

◎会員選考・職業分類委員会
（発表：松岡英雄）
会員候補者の評価基準
・暴力団とのつながりは

ないか
・裁量権を持っているか
・事業は正常であるか

・事業所に対する業界や所属団体の評判
・奉仕の精神を持っているか
・会員として財政的な義務を果たせるか
・例会に規則正しく出席できるか
　上記のことを基本とし、本人の人品骨柄を
見極めたいと思います。
◎プログラム委員会（発表：中西克行）

活動計画
・会員同士の理解を深め、

親睦を図るために、新
入会員以外の会員の卓
話も多く取り入れてい
きたい。

・幅広い卓話を計画し「出席したくなる例
会」づくりをバックアップするよう努める。

・皆さんからも、卓話者の情報をぜひお知ら
せいただきたい。

・ 基本的には第一例会で、毎月のテーマに
関連する委員会活動についての卓話をお願
いする。

・新入会員の方に、できるだけ早い時期に卓
話の機会をつくる。

・卓話時間は20分で、ＳＡＡと連携し、ス
ムーズな例会運営に努める。

・時間変更例会や合同例会などでは卓話の予
定を入れず、会員相互の理解と親睦の例会
とする。

◎広報・ＩＴ委員会（発表：岡　　朝男）
１．広報活動

・クラブ内広報…各委
員会行事の開催につ
いて、予告期間を長
くして参加者の啓蒙
を図る

・クラブ外広報…週報の有効活用を図り、

会員の関係施設や公共施設に届け、ロー
タリー活動を一般の方に認識していただ
くとともに、公共イメージの向上を図る。

２．ＩＴ活動
　ホームページの更新を行う。年度初めの
基本ページのリニューアル。例会変更情報
の更新と発信。クラブ並びに水曜会の活動
を取材しＨＰやソーシャルメディアに掲載
する。

３．報道機関に対して、当クラブの活動状況
を提供し、取材依頼を行う。

４．奉仕プロジェクト研究会の活動掲載を行
う。

◎ロータリー情報委員会（発表：石川　健）
１．新会員へのアドバイ

ザーの選任
２．アドバイザーによる

新会員へのオリエン
テーションのサポート

３．ロータリーの歴史や
奉仕理念、クラブ運営に関する勉強会を入
会３年から５年未満の会員を対象に開催す
る。

４．国際ロータリーの運営管理の状況を会員
に伝える。

５．ロータリーに関する書籍を購入して、勉
強会に役立てる。

６．猿田会員提供による千種会のＣＤを推奨
する。

◎会計（発表：久松啓一）
　10月から消費税が10％
に引き上げられる予定
で、これを見込んだ予算
を立てています。
　前年度からの繰り越し
になっている一般会計の

健全化に向けた１年にするため、執行部と打
ち合わせの上、進める予定です。
・会費の徴収
・クラブの資金、補助金の管理
・理事会への４半期ごとの定期的な財務報

告、クラブへの半期ごとの報告
・クラブ予算の作成、予算のモニタリング
・次期会計への引き継ぎ
・年次財務報告書の作成

◇出席率報告

 ● 前川美智子　委員長の皆さま、先週と本日、
１年間の事業計画の発表ありがとうございま
した。改めまして、１年間よろしくお願いい
たします。本日の例会は、すごく緊張しまし
た。反省。寺村勉さん、元気の良いロータ
リーソングありがとうございました。　　　
 ● 岡本淳一　先日の短期留学生ウェルカムパ

ーティ参加ありがとうございました。窪田会
員のホンヤク機「ポケトーク」が大活躍しま
した。留学生の受け入れのために購入してい
ただきありがとうございました。
 ● 西森良文　前川会長、６年越しの新築祝い
ありがとうございました。既に、かなり老朽
しましたが…。
 ● 鬼頭愼一　入会祝いありがとうございます。
 ● 小比賀和弘　ＳＡＡ初出勤です。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

７月17日

７月３日

総数
－3 54
－1 54

出席
42
46

欠席
3
0

メイク
アップ HC出席率

77.78％

85.19％

出席率
94.12％

100％

6
7

◇委員会活動計画発表・２

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

■高知東ＲＣ当面の日程
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
　　　　　　東酔会
８月28日㈬　時間変更例会
　　　　　　役員会
９月４日㈬　ガバナー公式訪問
９月11日㈬　定例理事会
９月17日㈫～19日㈭ 18：30（得月樓）
　情報集会
９月18日㈬ 13：30（ザ クラウンパレス）
　情報集会
９月25日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
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
香長ＲＣ　　　７月30日㈫　ロータリー休日
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）
香長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
178,776円

9,650円

188,426円

653円

677円

1,330円

179,429円

10,327円

189,756円

チビニコ 合　計

７月17日
今期の累計

奉仕プロジェクト研究会
2019年７月17日㈬　於：城西館

　夜はコンカナ王国と呼ぶ、リゾートホ
テルでゆっくりした。わずか一日だった
が、海は青くビーチもきれい。気候は温
暖で色々な花が咲いている。また、五島
うどん、その他色々なお菓子を食べた
が、素朴な味である。
　二日目は、福江港から水中翼船で長崎
に渡り、レンタカーを借りて小浜温泉に
ある国崎旅館に入った。敷地内に自家温
泉を持つ、部屋数わずか９室しかない小
さな旅館であった。
　三日目は、小浜から雲仙を越えて島原
市に入った。

島原城・武家屋敷
　白亜の美しい城である。島原は天草の
乱がおこった所で、幕府は二度の征伐で
鎮圧した。武家屋敷も近くにあり、同じ
造りの建物が溝を挟んで整然と並んでい
た。

四明荘とコイの泳ぐまち
　島原は湧き水が多い所で、この写真は
湧き水の上に建つ四明荘と呼ばれる建物
である。この女性はテレビにも出ていた
女将さん。湧き水は透き通ったようなき
れいな水である。この辺りの家の前の水
路も湧き水が流れコイが放流されてい
る。

　わずか３時間ぐらいしかゆっくり出来
なかった
が、昔、
凄惨な戦
いがあっ
たと思わ
れぬ静か
な町だっ
た。

五島列島・島原そして天草を廻る（その２）　　　　　　　　　　　　　　　関　淑公

島原城島原城

武家屋敷武家屋敷

四明荘四明荘

四明荘のコイ四明荘のコイ湧き水の町湧き水の町

〒760－0008　高松市中野町20－４　栗林コーポ１Ｆ
ＴＥＬ：０８７－８０２－５２０３
ＦＡＸ：０８７－８０２－５２０４
E-mail：info@rid2670gov.jp
執務時間：９時～16時（土日祝祭日休み）

国際ロータリー第2670地区ガバナーエレクト事務所開設のお知らせ

今年度のＳＡＡさんが４名揃いました。



・会員相互の理解と親睦
を深め、関係委員会と
連携する。

・会員からの投稿掲載に
努める。

・ロータリーの友、その
他のロータリー出版物を内外に奨励し、
ロータリー活動を教育機関、諸団体、一般
の方に促す。

・雑誌について、全会員に読んでもらえるよ
う喚起する。

・週報は、会員相互の理解を深めるものとし
て活用する。

・読みやすい編集内容を心がけ、写真等を多
用し、より興味を引くように作成する。

・単調にならないように、全会員からの意見
や要望を取り入れていく。

・週報表紙の左上のテーマは、来年のオリン
ピックを控え、スポーツに関したものとす
る。

◎会員増強・退会防止委員会
（発表：福岡満喜子）
　会員を増強することは、
クラブの活動に活力を生
み、運営の財源確保がで
きます。近年は、会員が
減少気味ですので危機感

をもって対応していきます。
　会員全員が増強委員だという意識を持ち、
推薦をお願いします。
・当クラブが作成した「入会のしおり」を一

部手直しして入会案内に使用する
・毎月例会で回覧を回し、会員の増強につい

ての意識を高める。
・紹介いただいた候補者には粘り強く入会を

働きかける。
・退会した元会員にも再入会を勧める。
・会員選考・職業分類委員会と連携して、当

◎国際奉仕委員会（発表：永野正将）
事業計画
１．短期交換留学生は、

５日間の受け入れが終
了しました。派遣につ
いては、他クラブの国
際奉仕委員とともに、

進捗を見守っていきたいと思っています。
２．長期交換留学生は、今回、当クラブは来

年２月末から５月末までの３ヵ月間、受け
入れ予定で、猿田会員にホストファミリー
をお願いしています。クラブ全体で協力し
て、ホストファミリーの負担軽減に努めま
す。派遣も、高知地区から１名の派遣予定
です。

３．プログラム委員と協議して、外国の方に
卓話をお願いすることを検討します。

４．恒例の書き損じハガキの寄付活動を継続
します。

５．その他、国際奉仕に関わる事業などを随
時検討していきます。

◎クラブ奉仕委員会（発表：竹村克彦）
　当クラブのクラブ奉仕
部門である、出席・親
睦・雑誌会報・会員増強
退会防止・会員選考職業
分類・プログラム・広報
ＩＴ・ロータリー情報の

８つの委員会をまとめる役目ですが、個々の
委員会で方針を立てています。
　出席100％の維持など東クラブの伝統、特
色を守り、継続・発展させていくという意識
のもと事業を行っていきます。前川会長の親
睦を重点とするクラブ運営の一助となること
を念頭に活動してまいります。
◎雑誌・会報委員会（発表：島村信一）
・ＩＴ・広報委員会と協力して、例会の記録

をとり、週報を作成する。

高知東ロータリークラブ週報
第2383号
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本日　７月24日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「私の履歴書」

野志　征生 会員

次週　７月31日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「長期交換受入・派遣学生帰国・出国あいさつ」

長期交換受入学生 エイプリル・デ・ラ・クルス さん
長期交換派遣学生 　　　　　　上田　和恵 さん

第2429回　例会報告／令和元年７月17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

　皆さん、こんにちは。
日照不足が続いており、
野菜の高騰などのニュー
スが流れていますが、高
知の日曜市では、まだ野
菜も安くて助かっていま

す。しばらくはぐずついた天気が続くようで
すが、帯屋町のアーケードでは土曜夜市が開
かれて、子どもたちの浴衣姿が見られ、夏が
来たんだなと感じます。
　商店街の夏の風物詩として、最近話題にな
っている赤岡の絵金祭りについて、少しお話
します。幕末の絵師・弘瀬金蔵は、土佐藩家
老の御用絵師でしたが、贋作騒動に巻き込ま
れて高知城下から追われ、叔母を頼って赤岡
町で町絵師として、その後の生涯を過ごしま
した。町の人々から頼まれるままに芝居絵屏
風や絵馬、提灯絵などを手がけ、絵金と呼ば
れて親しまれたと言われています。
　この絵金の芝居絵屏風は極彩色でおどろお
どろしいと言われますが、年に一度、これら
の作品が赤岡町の商店街に飾られ、夏の夕闇
の中、百目ろうそくに照らし出された光景は
まさしく、怪しく神秘的な世界を創り出して
います。因みに絵金の作品を貯蔵、展示して
いる絵金蔵には、高知県保護有形文化財に指
定された23点の芝居絵屏風のほか、美人画、

子ども向けの絵、スケッチなどがあり、イメ
ージが全く違う絵金に出会えます。
　今年の土佐絵金祭りは、今週の土日、20日、
21日の２日間開催されます。夜店もたくさん
出て提灯絵馬なども飾られ、夏の夕暮れのひ
ととき、絵金の世界に浸りながら昭和の雰囲
気の残る街並みを散策してみてはいかがで
しょうか。
　本日は、先週に続き委員会活動計画の発表
です。よろしくお願いします。
◇来訪ロータリアン
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
◇短期交換留学生の受け入れを

していただいた窪田会員にお
礼をお渡ししました。

◇地区国際奉仕委員会（短期交換）より
　短期交換留学生の高知滞在が終わり、日曜
日に徳島に送り、今朝、徳島からバスで出発
するのを見送ってまいりました。ニュージャ
ージから来た子どもたちは、これから帰国し
ます。続いて派遣学生が25日、高知発７時10
分の飛行機で羽田、ニュージャージへ旅立ち、
８月18日に四国へ帰ってきます。
◇ロータリー奉仕プロジェクト研究会より
　本日18時半から城西館で第２回奉仕プロジ
ェクト研究会を開催します。現在19名が参加
予定。自己負担金は3,500円です。
◇会　長　報　告
・短期交換留学生のウェルカムパーティにた
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くさんのご出席いただき、楽しい時間を過
ごしました。窪田会員の社員さんにも、大
変お世話になりました。ありがとうござい
ました。

◇幹　事　報　告
・2670地区ガバナーエレクト事務所が７月１

日から、高松に開設されました。

クラブに相応しい人物の入会に努める。
・やむを得ない事情以外の退会のないよう、

アドバイザーはじめ全会員で新入会員を
フォローしていく。

◎会員選考・職業分類委員会
（発表：松岡英雄）
会員候補者の評価基準
・暴力団とのつながりは

ないか
・裁量権を持っているか
・事業は正常であるか

・事業所に対する業界や所属団体の評判
・奉仕の精神を持っているか
・会員として財政的な義務を果たせるか
・例会に規則正しく出席できるか
　上記のことを基本とし、本人の人品骨柄を
見極めたいと思います。
◎プログラム委員会（発表：中西克行）

活動計画
・会員同士の理解を深め、

親睦を図るために、新
入会員以外の会員の卓
話も多く取り入れてい
きたい。

・幅広い卓話を計画し「出席したくなる例
会」づくりをバックアップするよう努める。

・皆さんからも、卓話者の情報をぜひお知ら
せいただきたい。

・ 基本的には第一例会で、毎月のテーマに
関連する委員会活動についての卓話をお願
いする。

・新入会員の方に、できるだけ早い時期に卓
話の機会をつくる。

・卓話時間は20分で、ＳＡＡと連携し、ス
ムーズな例会運営に努める。

・時間変更例会や合同例会などでは卓話の予
定を入れず、会員相互の理解と親睦の例会
とする。

◎広報・ＩＴ委員会（発表：岡　　朝男）
１．広報活動

・クラブ内広報…各委
員会行事の開催につ
いて、予告期間を長
くして参加者の啓蒙
を図る

・クラブ外広報…週報の有効活用を図り、

会員の関係施設や公共施設に届け、ロー
タリー活動を一般の方に認識していただ
くとともに、公共イメージの向上を図る。

２．ＩＴ活動
　ホームページの更新を行う。年度初めの
基本ページのリニューアル。例会変更情報
の更新と発信。クラブ並びに水曜会の活動
を取材しＨＰやソーシャルメディアに掲載
する。

３．報道機関に対して、当クラブの活動状況
を提供し、取材依頼を行う。

４．奉仕プロジェクト研究会の活動掲載を行
う。

◎ロータリー情報委員会（発表：石川　健）
１．新会員へのアドバイ

ザーの選任
２．アドバイザーによる

新会員へのオリエン
テーションのサポート

３．ロータリーの歴史や
奉仕理念、クラブ運営に関する勉強会を入
会３年から５年未満の会員を対象に開催す
る。

４．国際ロータリーの運営管理の状況を会員
に伝える。

５．ロータリーに関する書籍を購入して、勉
強会に役立てる。

６．猿田会員提供による千種会のＣＤを推奨
する。

◎会計（発表：久松啓一）
　10月から消費税が10％
に引き上げられる予定
で、これを見込んだ予算
を立てています。
　前年度からの繰り越し
になっている一般会計の

健全化に向けた１年にするため、執行部と打
ち合わせの上、進める予定です。
・会費の徴収
・クラブの資金、補助金の管理
・理事会への４半期ごとの定期的な財務報

告、クラブへの半期ごとの報告
・クラブ予算の作成、予算のモニタリング
・次期会計への引き継ぎ
・年次財務報告書の作成

◇出席率報告

 ● 前川美智子　委員長の皆さま、先週と本日、
１年間の事業計画の発表ありがとうございま
した。改めまして、１年間よろしくお願いい
たします。本日の例会は、すごく緊張しまし
た。反省。寺村勉さん、元気の良いロータ
リーソングありがとうございました。　　　
 ● 岡本淳一　先日の短期留学生ウェルカムパ

ーティ参加ありがとうございました。窪田会
員のホンヤク機「ポケトーク」が大活躍しま
した。留学生の受け入れのために購入してい
ただきありがとうございました。
 ● 西森良文　前川会長、６年越しの新築祝い
ありがとうございました。既に、かなり老朽
しましたが…。
 ● 鬼頭愼一　入会祝いありがとうございます。
 ● 小比賀和弘　ＳＡＡ初出勤です。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

７月17日

７月３日

総数
－3 54
－1 54

出席
42
46

欠席
3
0

メイク
アップ HC出席率

77.78％

85.19％

出席率
94.12％

100％

6
7

◇委員会活動計画発表・２

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

■高知東ＲＣ当面の日程
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
　　　　　　東酔会
８月28日㈬　時間変更例会
　　　　　　役員会
９月４日㈬　ガバナー公式訪問
９月11日㈬　定例理事会
９月17日㈫～19日㈭ 18：30（得月樓）
　情報集会
９月18日㈬ 13：30（ザ クラウンパレス）
　情報集会
９月25日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
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
香長ＲＣ　　　７月30日㈫　ロータリー休日
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）
香長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
178,776円

9,650円

188,426円

653円

677円

1,330円

179,429円

10,327円

189,756円

チビニコ 合　計

７月17日
今期の累計

奉仕プロジェクト研究会
2019年７月17日㈬　於：城西館

　夜はコンカナ王国と呼ぶ、リゾートホ
テルでゆっくりした。わずか一日だった
が、海は青くビーチもきれい。気候は温
暖で色々な花が咲いている。また、五島
うどん、その他色々なお菓子を食べた
が、素朴な味である。
　二日目は、福江港から水中翼船で長崎
に渡り、レンタカーを借りて小浜温泉に
ある国崎旅館に入った。敷地内に自家温
泉を持つ、部屋数わずか９室しかない小
さな旅館であった。
　三日目は、小浜から雲仙を越えて島原
市に入った。

島原城・武家屋敷
　白亜の美しい城である。島原は天草の
乱がおこった所で、幕府は二度の征伐で
鎮圧した。武家屋敷も近くにあり、同じ
造りの建物が溝を挟んで整然と並んでい
た。

四明荘とコイの泳ぐまち
　島原は湧き水が多い所で、この写真は
湧き水の上に建つ四明荘と呼ばれる建物
である。この女性はテレビにも出ていた
女将さん。湧き水は透き通ったようなき
れいな水である。この辺りの家の前の水
路も湧き水が流れコイが放流されてい
る。

　わずか３時間ぐらいしかゆっくり出来
なかった
が、昔、
凄惨な戦
いがあっ
たと思わ
れぬ静か
な町だっ
た。

五島列島・島原そして天草を廻る（その２）　　　　　　　　　　　　　　　関　淑公

島原城島原城

武家屋敷武家屋敷

四明荘四明荘

四明荘のコイ四明荘のコイ湧き水の町湧き水の町

〒760－0008　高松市中野町20－４　栗林コーポ１Ｆ
ＴＥＬ：０８７－８０２－５２０３
ＦＡＸ：０８７－８０２－５２０４
E-mail：info@rid2670gov.jp
執務時間：９時～16時（土日祝祭日休み）

国際ロータリー第2670地区ガバナーエレクト事務所開設のお知らせ

今年度のＳＡＡさんが４名揃いました。



・会員相互の理解と親睦
を深め、関係委員会と
連携する。

・会員からの投稿掲載に
努める。

・ロータリーの友、その
他のロータリー出版物を内外に奨励し、
ロータリー活動を教育機関、諸団体、一般
の方に促す。

・雑誌について、全会員に読んでもらえるよ
う喚起する。

・週報は、会員相互の理解を深めるものとし
て活用する。

・読みやすい編集内容を心がけ、写真等を多
用し、より興味を引くように作成する。

・単調にならないように、全会員からの意見
や要望を取り入れていく。

・週報表紙の左上のテーマは、来年のオリン
ピックを控え、スポーツに関したものとす
る。

◎会員増強・退会防止委員会
（発表：福岡満喜子）
　会員を増強することは、
クラブの活動に活力を生
み、運営の財源確保がで
きます。近年は、会員が
減少気味ですので危機感

をもって対応していきます。
　会員全員が増強委員だという意識を持ち、
推薦をお願いします。
・当クラブが作成した「入会のしおり」を一

部手直しして入会案内に使用する
・毎月例会で回覧を回し、会員の増強につい

ての意識を高める。
・紹介いただいた候補者には粘り強く入会を

働きかける。
・退会した元会員にも再入会を勧める。
・会員選考・職業分類委員会と連携して、当

◎国際奉仕委員会（発表：永野正将）
事業計画
１．短期交換留学生は、

５日間の受け入れが終
了しました。派遣につ
いては、他クラブの国
際奉仕委員とともに、

進捗を見守っていきたいと思っています。
２．長期交換留学生は、今回、当クラブは来

年２月末から５月末までの３ヵ月間、受け
入れ予定で、猿田会員にホストファミリー
をお願いしています。クラブ全体で協力し
て、ホストファミリーの負担軽減に努めま
す。派遣も、高知地区から１名の派遣予定
です。

３．プログラム委員と協議して、外国の方に
卓話をお願いすることを検討します。

４．恒例の書き損じハガキの寄付活動を継続
します。

５．その他、国際奉仕に関わる事業などを随
時検討していきます。

◎クラブ奉仕委員会（発表：竹村克彦）
　当クラブのクラブ奉仕
部門である、出席・親
睦・雑誌会報・会員増強
退会防止・会員選考職業
分類・プログラム・広報
ＩＴ・ロータリー情報の

８つの委員会をまとめる役目ですが、個々の
委員会で方針を立てています。
　出席100％の維持など東クラブの伝統、特
色を守り、継続・発展させていくという意識
のもと事業を行っていきます。前川会長の親
睦を重点とするクラブ運営の一助となること
を念頭に活動してまいります。
◎雑誌・会報委員会（発表：島村信一）
・ＩＴ・広報委員会と協力して、例会の記録

をとり、週報を作成する。

高知東ロータリークラブ週報
第2383号
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本日　７月24日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「私の履歴書」

野志　征生 会員

次週　７月31日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「長期交換受入・派遣学生帰国・出国あいさつ」

長期交換受入学生 エイプリル・デ・ラ・クルス さん
長期交換派遣学生 　　　　　　上田　和恵 さん

第2429回　例会報告／令和元年７月17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

　皆さん、こんにちは。
日照不足が続いており、
野菜の高騰などのニュー
スが流れていますが、高
知の日曜市では、まだ野
菜も安くて助かっていま

す。しばらくはぐずついた天気が続くようで
すが、帯屋町のアーケードでは土曜夜市が開
かれて、子どもたちの浴衣姿が見られ、夏が
来たんだなと感じます。
　商店街の夏の風物詩として、最近話題にな
っている赤岡の絵金祭りについて、少しお話
します。幕末の絵師・弘瀬金蔵は、土佐藩家
老の御用絵師でしたが、贋作騒動に巻き込ま
れて高知城下から追われ、叔母を頼って赤岡
町で町絵師として、その後の生涯を過ごしま
した。町の人々から頼まれるままに芝居絵屏
風や絵馬、提灯絵などを手がけ、絵金と呼ば
れて親しまれたと言われています。
　この絵金の芝居絵屏風は極彩色でおどろお
どろしいと言われますが、年に一度、これら
の作品が赤岡町の商店街に飾られ、夏の夕闇
の中、百目ろうそくに照らし出された光景は
まさしく、怪しく神秘的な世界を創り出して
います。因みに絵金の作品を貯蔵、展示して
いる絵金蔵には、高知県保護有形文化財に指
定された23点の芝居絵屏風のほか、美人画、

子ども向けの絵、スケッチなどがあり、イメ
ージが全く違う絵金に出会えます。
　今年の土佐絵金祭りは、今週の土日、20日、
21日の２日間開催されます。夜店もたくさん
出て提灯絵馬なども飾られ、夏の夕暮れのひ
ととき、絵金の世界に浸りながら昭和の雰囲
気の残る街並みを散策してみてはいかがで
しょうか。
　本日は、先週に続き委員会活動計画の発表
です。よろしくお願いします。
◇来訪ロータリアン
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
◇短期交換留学生の受け入れを

していただいた窪田会員にお
礼をお渡ししました。

◇地区国際奉仕委員会（短期交換）より
　短期交換留学生の高知滞在が終わり、日曜
日に徳島に送り、今朝、徳島からバスで出発
するのを見送ってまいりました。ニュージャ
ージから来た子どもたちは、これから帰国し
ます。続いて派遣学生が25日、高知発７時10
分の飛行機で羽田、ニュージャージへ旅立ち、
８月18日に四国へ帰ってきます。
◇ロータリー奉仕プロジェクト研究会より
　本日18時半から城西館で第２回奉仕プロジ
ェクト研究会を開催します。現在19名が参加
予定。自己負担金は3,500円です。
◇会　長　報　告
・短期交換留学生のウェルカムパーティにた
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●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
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くさんのご出席いただき、楽しい時間を過
ごしました。窪田会員の社員さんにも、大
変お世話になりました。ありがとうござい
ました。

◇幹　事　報　告
・2670地区ガバナーエレクト事務所が７月１

日から、高松に開設されました。

クラブに相応しい人物の入会に努める。
・やむを得ない事情以外の退会のないよう、

アドバイザーはじめ全会員で新入会員を
フォローしていく。

◎会員選考・職業分類委員会
（発表：松岡英雄）
会員候補者の評価基準
・暴力団とのつながりは

ないか
・裁量権を持っているか
・事業は正常であるか

・事業所に対する業界や所属団体の評判
・奉仕の精神を持っているか
・会員として財政的な義務を果たせるか
・例会に規則正しく出席できるか
　上記のことを基本とし、本人の人品骨柄を
見極めたいと思います。
◎プログラム委員会（発表：中西克行）

活動計画
・会員同士の理解を深め、

親睦を図るために、新
入会員以外の会員の卓
話も多く取り入れてい
きたい。

・幅広い卓話を計画し「出席したくなる例
会」づくりをバックアップするよう努める。

・皆さんからも、卓話者の情報をぜひお知ら
せいただきたい。

・ 基本的には第一例会で、毎月のテーマに
関連する委員会活動についての卓話をお願
いする。

・新入会員の方に、できるだけ早い時期に卓
話の機会をつくる。

・卓話時間は20分で、ＳＡＡと連携し、ス
ムーズな例会運営に努める。

・時間変更例会や合同例会などでは卓話の予
定を入れず、会員相互の理解と親睦の例会
とする。

◎広報・ＩＴ委員会（発表：岡　　朝男）
１．広報活動

・クラブ内広報…各委
員会行事の開催につ
いて、予告期間を長
くして参加者の啓蒙
を図る

・クラブ外広報…週報の有効活用を図り、

会員の関係施設や公共施設に届け、ロー
タリー活動を一般の方に認識していただ
くとともに、公共イメージの向上を図る。

２．ＩＴ活動
　ホームページの更新を行う。年度初めの
基本ページのリニューアル。例会変更情報
の更新と発信。クラブ並びに水曜会の活動
を取材しＨＰやソーシャルメディアに掲載
する。

３．報道機関に対して、当クラブの活動状況
を提供し、取材依頼を行う。

４．奉仕プロジェクト研究会の活動掲載を行
う。

◎ロータリー情報委員会（発表：石川　健）
１．新会員へのアドバイ

ザーの選任
２．アドバイザーによる

新会員へのオリエン
テーションのサポート

３．ロータリーの歴史や
奉仕理念、クラブ運営に関する勉強会を入
会３年から５年未満の会員を対象に開催す
る。

４．国際ロータリーの運営管理の状況を会員
に伝える。

５．ロータリーに関する書籍を購入して、勉
強会に役立てる。

６．猿田会員提供による千種会のＣＤを推奨
する。

◎会計（発表：久松啓一）
　10月から消費税が10％
に引き上げられる予定
で、これを見込んだ予算
を立てています。
　前年度からの繰り越し
になっている一般会計の

健全化に向けた１年にするため、執行部と打
ち合わせの上、進める予定です。
・会費の徴収
・クラブの資金、補助金の管理
・理事会への４半期ごとの定期的な財務報

告、クラブへの半期ごとの報告
・クラブ予算の作成、予算のモニタリング
・次期会計への引き継ぎ
・年次財務報告書の作成

◇出席率報告

 ● 前川美智子　委員長の皆さま、先週と本日、
１年間の事業計画の発表ありがとうございま
した。改めまして、１年間よろしくお願いい
たします。本日の例会は、すごく緊張しまし
た。反省。寺村勉さん、元気の良いロータ
リーソングありがとうございました。　　　
 ● 岡本淳一　先日の短期留学生ウェルカムパ

ーティ参加ありがとうございました。窪田会
員のホンヤク機「ポケトーク」が大活躍しま
した。留学生の受け入れのために購入してい
ただきありがとうございました。
 ● 西森良文　前川会長、６年越しの新築祝い
ありがとうございました。既に、かなり老朽
しましたが…。
 ● 鬼頭愼一　入会祝いありがとうございます。
 ● 小比賀和弘　ＳＡＡ初出勤です。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

７月17日

７月３日

総数
－3 54
－1 54

出席
42
46

欠席
3
0

メイク
アップ HC出席率

77.78％

85.19％

出席率
94.12％

100％

6
7

◇委員会活動計画発表・２

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

■高知東ＲＣ当面の日程
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
　　　　　　東酔会
８月28日㈬　時間変更例会
　　　　　　役員会
９月４日㈬　ガバナー公式訪問
９月11日㈬　定例理事会
９月17日㈫～19日㈭ 18：30（得月樓）
　情報集会
９月18日㈬ 13：30（ザ クラウンパレス）
　情報集会
９月25日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
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
香長ＲＣ　　　７月30日㈫　ロータリー休日
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）
香長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
178,776円

9,650円

188,426円

653円

677円

1,330円

179,429円

10,327円

189,756円

チビニコ 合　計

７月17日
今期の累計

奉仕プロジェクト研究会
2019年７月17日㈬　於：城西館

　夜はコンカナ王国と呼ぶ、リゾートホ
テルでゆっくりした。わずか一日だった
が、海は青くビーチもきれい。気候は温
暖で色々な花が咲いている。また、五島
うどん、その他色々なお菓子を食べた
が、素朴な味である。
　二日目は、福江港から水中翼船で長崎
に渡り、レンタカーを借りて小浜温泉に
ある国崎旅館に入った。敷地内に自家温
泉を持つ、部屋数わずか９室しかない小
さな旅館であった。
　三日目は、小浜から雲仙を越えて島原
市に入った。

島原城・武家屋敷
　白亜の美しい城である。島原は天草の
乱がおこった所で、幕府は二度の征伐で
鎮圧した。武家屋敷も近くにあり、同じ
造りの建物が溝を挟んで整然と並んでい
た。

四明荘とコイの泳ぐまち
　島原は湧き水が多い所で、この写真は
湧き水の上に建つ四明荘と呼ばれる建物
である。この女性はテレビにも出ていた
女将さん。湧き水は透き通ったようなき
れいな水である。この辺りの家の前の水
路も湧き水が流れコイが放流されてい
る。

　わずか３時間ぐらいしかゆっくり出来
なかった
が、昔、
凄惨な戦
いがあっ
たと思わ
れぬ静か
な町だっ
た。

五島列島・島原そして天草を廻る（その２）　　　　　　　　　　　　　　　関　淑公

島原城島原城

武家屋敷武家屋敷

四明荘四明荘

四明荘のコイ四明荘のコイ湧き水の町湧き水の町

〒760－0008　高松市中野町20－４　栗林コーポ１Ｆ
ＴＥＬ：０８７－８０２－５２０３
ＦＡＸ：０８７－８０２－５２０４
E-mail：info@rid2670gov.jp
執務時間：９時～16時（土日祝祭日休み）

国際ロータリー第2670地区ガバナーエレクト事務所開設のお知らせ

今年度のＳＡＡさんが４名揃いました。


