
９月14日㈯、大勢の参加をお願いします。
・次週、８月14日はお盆休み、８月21日はガ

バナー補佐訪問です。例会終了後、クラブ
協議会を行いますのでクラブ計画書をご持
参ください。

・本日例会終了後、理事会を行います。

 ● 入会記念日
　八田　聡子　　窪田満里子　　関　　淑公
　松野　宏司
◇幹　事　報　告
・８月のロータリーレートは108円です。
・仁淀ＲＣの「鮎の会」の案内が来ています。

高知東ロータリークラブ週報
第2386号

080月21日.2019

本日　８月21日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　ガ　バ　ナ　ー　補　佐　訪　問

次週　８月28日㈬ 18：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　時　　間　　変　　更　　例　　会

第2432回　例会報告／令和元年８月７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

　皆さん、こんにちは。
台風の被害もなく、昨日
は夏の風物詩の一つ、夏
の甲子園が無事開幕され
ました。第１回の全国高
校選手権は1914（大正

４）年、大阪の豊中のグラウンドで10校が参
加して開催されました。以来、幾度も中止が
あったりしながら現在に至っています。９年
後、今の甲子園ができましたが、外壁が寂し
いからとツタ（ナツヅタ）を植え、今も手入
れが十分に行き届き、とてもきれいで、甲子
園を訪れる観客を魅了しています。101回目
の今年は、「新たに刻む、ぼくらの軌道。」を
キャッチフレーズに開催され、活動する若者
を頼もしく感じます。
　そして高知の夏本番、よさこい祭りが９日
の花火大会を皮切りに始まります。近年、よ
さこいの文化が全国に広がり、149の大学に
「よさこい部」が創立されていると知って驚
きました。９日の前夜祭には「第１回こうち
学生よさこい大会」が行われますし、海外か
らも踊り子や14ものメディアに報道されると
聞いています。高知も若い人たちで賑わうだ
ろうと楽しみにしています。
　来週はお盆休みです。皆さん、それぞれの

夏の休暇と併せて、海、山、国内外への旅
行、古里への帰省等ご家族で有意義な楽しい
時間を過ごしていただきたいと思います。私
は、ご先祖様や両親に、今生かしてもらって
いることに感謝をしながら、静かな時間を過
ごしたいと思っています。
　本日の卓話は、会員増強・退会防止委員会
の福岡満喜子委員長です。よろしくお願いし
ます。
◇来訪ロータリアン及びお客さま
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
　高知南ＲＣ　　池添裕司 氏
　米山記念奨学生　レ・ティ・フィエンさん
◇ 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。

　フィエンさんから、ベトナ
ムに帰国していたとのこと
で、お土産のお菓子をいただ
きました。
◇８月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　永野　正将　　西森　　大
　岡　　朝男
 ● 配偶者誕生日
　窪田　健哉　　島村　利栄
　浦田比奈子　　早瀬恵美子
 ● 家庭記念日
　西森やよい
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だ、入会したころは、まだ経営も安定してい
ましたし、異業種の方や年配の会員の方に、
非常に可愛がってもらいました。例会に来て
話をすることがとても楽しかったし、ロータ
リーの面白さも知りました。
　平成19年、国際奉仕の関係で留学生の受け
入れをしました。英会話教室の猿田先生や中
平さん、別役さん、沖先生などに助けていた
だき、ロータリーの温かさを感じました。そ
ういういい思い出がある中で、平成20年、タ
クシーに使うガスの大幅な値上がりで、年間
2,000万円以上、燃料費がアップしました。
さらに、経費が膨らみ、業績が非常に悪くな
り企業を存続させるためには、仕事に打ち込
まないと従業員が付いて来ない。ロータリー
が嫌いになったわけではなくて、家業を存続
するために一旦、退会しようと決断しました。
　タクシーだけでは厳しい中で異業種にも参

入しようと、松山で「たも屋」といううどん
屋を始めました。店も少しずつ軌道に乗り始
め、45歳のときロータリーへ再入会をさせて
いただきました。一度、退会したわけですか
ら、そのまま辞めてしまうというのも一つの
選択肢だったかもしれませんが、辞めた後、
皆さんがわざわざうちのタクシーを利用して
くださったり、乗ると「岡本は元気かよ」と
よく声を掛けてくださいました。自分がしん
どいときに、本当に皆さんには気を遣ってい
ただき、縁が切れなかったというのが、もう
一度ロータリーに入会させていただいた大き
な要因だと思っています。
　皆さんからいただいた温かい気持ちには、
本当に感謝しています。会員増強や再入会の
ヒントになるかどうか分かりませんが、人と
の付き合い、関わりは、０よりは１か２でも
あった方がいいと思います。

■高知東ＲＣ当面の日程
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
10月２日㈬　定例理事会
10月９日㈬　高知東ロータリークラブ
　　　　　　　創立記念日
　　　　　　創立夜間例会
　　　　　　（ザ クラウンパレス）
10月30日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
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
高知ＲＣ　　　９月３日㈫　職場例会
高知北ＲＣ　　９月９日㈪　月見野外に振替
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　９月10日㈫　月見夜間例会
高知南ＲＣ　　９月12日㈭　月見例会
高知中央ＲＣ　９月12日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　９月19日㈭　月見夜間例会
高知西ＲＣ　　９月20日㈮　創立記念夜間例会
高知ＲＣ　　　９月24日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　９月24日㈫　ロータリー休日
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ございます。
 ● 西森やよい　家庭記念日のお祝いありがと
うございます。
 ● 窪田満里子　入会記念日、主人の誕生日、
ありがとうございました。１年が本当に早く
感じられます。
 ● 八田聡子　入会記念日祝いのお礼。８月３

　本年度、高知東ＲＣは初の女性会長、前川
美智子会長が就任し、クラブに輝かしい歴史
を刻みました。前川会長は、我が身を粉にし
て人のために働く、利他の精神を地でいくよ
うな素晴らしい女性です。
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ご存知のイギリスのマーガレット・サッチャ
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した。日本では、瀬戸内寂聴さんが徳島南Ｒ
Ｃの名誉会員ですし、恵比寿ＲＣの司葉子さ
んには、柳澤ガバナー年度の地区大会で講演
をしていただきました。また、今年度は２名
の女性ガバナーが誕生しています。
　現在は当然のように女性会員がいますが、
ロータリー発足時の定款には、男性会員の記
述のみで、女性会員の入会は認められていま
せんでした。初めて女性の入会が認められた
のは、1905年にシカゴでロータリークラブが
発足してから80年後で、まだわずか30年余り
の浅い歴史しかありません。1978年、アメリ
カのカリフォルニア州デュアルテＲＣがロー
タリーの定款に反して、３人の女性会員を入
会させましたが、加盟を終結させられ、州の
裁判、最終的には10年後、最高裁判所まで持
ち込みようやく入会が認められました。
　日本初の女性会員は、1989年北海道清水Ｒ
ＣのＮＴＴ十勝営業所の所長であった松田郁

子さんです。女性会員の増強は、クラブの多
様性、柔軟性を高め、活性化につながると言
われています。現在、女性会員の割合は世界
で20％、日本では6.6％、高知でも６％です。
2670地区では、女性会員０のクラブがまだま
だあり、高知は香長と中芸の２クラブ。愛媛
県は10クラブもあります。
　17年前、前川会長、中平会員、私の３人で、
東クラブ初の女性会員として入会しました。
当クラブは老若男女、分け隔てなく受け入れ
る土壌があります。これから入会される方に
も、ロータリーの楽しさを味わっていただけ
るよう増強に努めたいと思います。皆さま、
ご協力よろしくお願いいたします。
◎「再入会のヒント」岡本淳一会員

　私は15年前、35歳で商
工会議所青年部にいると
きに、寺村会員に声をか
けていただきました。ま
だ年齢も若いし、入会す
るかしないか答えはない

まま例会見学に来て、そのまま入会というこ
とになりました。それから約４年間、第１期
のロータリー生活が始まりました。当時は小
泉政権のタクシーの規制緩和により、異業種
からのタクシー業界参入で、昔からあるタク
シー会社と新規参入会社との競争が始まり、
業界自体が非常に荒れていた時期でした。た

日で丸３年になりました。大方の予想に反し
てまさかの４年目に突入です。あともう少し
お世話になります。
 ● 松野宏司　入会して四半世紀になりました。
 ● 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。
◇早退　１件

「ロータリークラブにおける
　　女性会員の現状と
　　　　　　　増強について」

◇会員スピーチ 会員増強・退会防止委員会  福岡満喜子 会員

◇出席率報告

 ● 池添裕司（高知南ＲＣ）以前、東ＲＣさん
の例会に、石川会員に連れられてお試し入会
させていただいたことがあります。結局、南
ロータリーへ入会してしまいましたが、石川
会員へのお詫びも兼ねて、本日出席いたしま
したが、その石川会員がいない…。また、参
加させていただきます。
 ● 前川美智子　福岡委員長、本日は会員増強
及び拡大月間のスピーチありがとうございま
した。また、8月18日は、徳島で開催の会員
増強地区セミナーへのご出席、お世話かけま
すが、よろしくお願いいたします。20歳の渋
野日向子さん、日本勢にして42年振りの女子
ゴルフのメジャー大会優勝、笑顔の勝利です
ね。はじける笑顔、天真爛漫な笑顔のプレー
にゴルフを知らない私も応援したくなりまし
た。
 ● 岡本淳一　福岡さん、本日の卓話ありがと
うございました。会員増強よろしくお願いし
ます。

 ● 柳澤光秋　昨日、孫が生まれました。今度
は女の子です。
 ● 水上　元　植物園の展示館のリニューアル
が完了し、新しい映像シアターがオープンし
ました。ぜひお越しください。ＮＨＫの上田
会長や制作局長にお会いして、「牧野富太郎
を朝ドラに」とお願いしてきました。引き続
き努力しますので、ご支援をお願いします。
 ● 福岡満喜子　本日は、つたない卓話を聞い
てくださり、ありがとうございます。今後と
も会員増強にご協力お願いいたします。
 ● 岡　　朝男　誕生日お祝いありがとうござ
います。62歳になるので、筋トレをすること
にしました。土居さんの紹介で、シックス
パッド購入、毎日頑張りま～す。
 ● 永野正将　誕生日のお祝いありがとうござ
います。本日45歳になりました。
 ● 西森　大　誕生日のお祝いをしていただき
ありがとうございました。最近、記憶力の劣
化が激しいのが気になります。脳トレの必要
性を感じる今日このころです。
 ● 早瀬源慶　台風８号、何事もなくて良かっ
たです。家内誕生祝いお礼。後期高齢者にな
りました。嫌な言葉ですが。
 ● 浦田健治　妻の誕生祝いありがとうござい
ました。
 ● 島村信一　妻の Birth day 祝いありがとう
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するために一旦、退会しようと決断しました。
　タクシーだけでは厳しい中で異業種にも参

入しようと、松山で「たも屋」といううどん
屋を始めました。店も少しずつ軌道に乗り始
め、45歳のときロータリーへ再入会をさせて
いただきました。一度、退会したわけですか
ら、そのまま辞めてしまうというのも一つの
選択肢だったかもしれませんが、辞めた後、
皆さんがわざわざうちのタクシーを利用して
くださったり、乗ると「岡本は元気かよ」と
よく声を掛けてくださいました。自分がしん
どいときに、本当に皆さんには気を遣ってい
ただき、縁が切れなかったというのが、もう
一度ロータリーに入会させていただいた大き
な要因だと思っています。
　皆さんからいただいた温かい気持ちには、
本当に感謝しています。会員増強や再入会の
ヒントになるかどうか分かりませんが、人と
の付き合い、関わりは、０よりは１か２でも
あった方がいいと思います。

■高知東ＲＣ当面の日程
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
10月２日㈬　定例理事会
10月９日㈬　高知東ロータリークラブ
　　　　　　　創立記念日
　　　　　　創立夜間例会
　　　　　　（ザ クラウンパレス）
10月30日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
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
高知ＲＣ　　　９月３日㈫　職場例会
高知北ＲＣ　　９月９日㈪　月見野外に振替
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　９月10日㈫　月見夜間例会
高知南ＲＣ　　９月12日㈭　月見例会
高知中央ＲＣ　９月12日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　９月19日㈭　月見夜間例会
高知西ＲＣ　　９月20日㈮　創立記念夜間例会
高知ＲＣ　　　９月24日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　９月24日㈫　ロータリー休日
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ございます。
 ● 西森やよい　家庭記念日のお祝いありがと
うございます。
 ● 窪田満里子　入会記念日、主人の誕生日、
ありがとうございました。１年が本当に早く
感じられます。
 ● 八田聡子　入会記念日祝いのお礼。８月３

　本年度、高知東ＲＣは初の女性会長、前川
美智子会長が就任し、クラブに輝かしい歴史
を刻みました。前川会長は、我が身を粉にし
て人のために働く、利他の精神を地でいくよ
うな素晴らしい女性です。
　世界には約28万人の女性会員がいて、医療
や水の問題等々で活躍しています。皆さんも
ご存知のイギリスのマーガレット・サッチャ
ー元首相もウエストミンスターＲＣの会員で
した。日本では、瀬戸内寂聴さんが徳島南Ｒ
Ｃの名誉会員ですし、恵比寿ＲＣの司葉子さ
んには、柳澤ガバナー年度の地区大会で講演
をしていただきました。また、今年度は２名
の女性ガバナーが誕生しています。
　現在は当然のように女性会員がいますが、
ロータリー発足時の定款には、男性会員の記
述のみで、女性会員の入会は認められていま
せんでした。初めて女性の入会が認められた
のは、1905年にシカゴでロータリークラブが
発足してから80年後で、まだわずか30年余り
の浅い歴史しかありません。1978年、アメリ
カのカリフォルニア州デュアルテＲＣがロー
タリーの定款に反して、３人の女性会員を入
会させましたが、加盟を終結させられ、州の
裁判、最終的には10年後、最高裁判所まで持
ち込みようやく入会が認められました。
　日本初の女性会員は、1989年北海道清水Ｒ
ＣのＮＴＴ十勝営業所の所長であった松田郁

子さんです。女性会員の増強は、クラブの多
様性、柔軟性を高め、活性化につながると言
われています。現在、女性会員の割合は世界
で20％、日本では6.6％、高知でも６％です。
2670地区では、女性会員０のクラブがまだま
だあり、高知は香長と中芸の２クラブ。愛媛
県は10クラブもあります。
　17年前、前川会長、中平会員、私の３人で、
東クラブ初の女性会員として入会しました。
当クラブは老若男女、分け隔てなく受け入れ
る土壌があります。これから入会される方に
も、ロータリーの楽しさを味わっていただけ
るよう増強に努めたいと思います。皆さま、
ご協力よろしくお願いいたします。
◎「再入会のヒント」岡本淳一会員

　私は15年前、35歳で商
工会議所青年部にいると
きに、寺村会員に声をか
けていただきました。ま
だ年齢も若いし、入会す
るかしないか答えはない

まま例会見学に来て、そのまま入会というこ
とになりました。それから約４年間、第１期
のロータリー生活が始まりました。当時は小
泉政権のタクシーの規制緩和により、異業種
からのタクシー業界参入で、昔からあるタク
シー会社と新規参入会社との競争が始まり、
業界自体が非常に荒れていた時期でした。た

日で丸３年になりました。大方の予想に反し
てまさかの４年目に突入です。あともう少し
お世話になります。
 ● 松野宏司　入会して四半世紀になりました。
 ● 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。
◇早退　１件

「ロータリークラブにおける
　　女性会員の現状と
　　　　　　　増強について」

◇会員スピーチ 会員増強・退会防止委員会  福岡満喜子 会員

◇出席率報告

 ● 池添裕司（高知南ＲＣ）以前、東ＲＣさん
の例会に、石川会員に連れられてお試し入会
させていただいたことがあります。結局、南
ロータリーへ入会してしまいましたが、石川
会員へのお詫びも兼ねて、本日出席いたしま
したが、その石川会員がいない…。また、参
加させていただきます。
 ● 前川美智子　福岡委員長、本日は会員増強
及び拡大月間のスピーチありがとうございま
した。また、8月18日は、徳島で開催の会員
増強地区セミナーへのご出席、お世話かけま
すが、よろしくお願いいたします。20歳の渋
野日向子さん、日本勢にして42年振りの女子
ゴルフのメジャー大会優勝、笑顔の勝利です
ね。はじける笑顔、天真爛漫な笑顔のプレー
にゴルフを知らない私も応援したくなりまし
た。
 ● 岡本淳一　福岡さん、本日の卓話ありがと
うございました。会員増強よろしくお願いし
ます。

 ● 柳澤光秋　昨日、孫が生まれました。今度
は女の子です。
 ● 水上　元　植物園の展示館のリニューアル
が完了し、新しい映像シアターがオープンし
ました。ぜひお越しください。ＮＨＫの上田
会長や制作局長にお会いして、「牧野富太郎
を朝ドラに」とお願いしてきました。引き続
き努力しますので、ご支援をお願いします。
 ● 福岡満喜子　本日は、つたない卓話を聞い
てくださり、ありがとうございます。今後と
も会員増強にご協力お願いいたします。
 ● 岡　　朝男　誕生日お祝いありがとうござ
います。62歳になるので、筋トレをすること
にしました。土居さんの紹介で、シックス
パッド購入、毎日頑張りま～す。
 ● 永野正将　誕生日のお祝いありがとうござ
います。本日45歳になりました。
 ● 西森　大　誕生日のお祝いをしていただき
ありがとうございました。最近、記憶力の劣
化が激しいのが気になります。脳トレの必要
性を感じる今日このころです。
 ● 早瀬源慶　台風８号、何事もなくて良かっ
たです。家内誕生祝いお礼。後期高齢者にな
りました。嫌な言葉ですが。
 ● 浦田健治　妻の誕生祝いありがとうござい
ました。
 ● 島村信一　妻の Birth day 祝いありがとう



９月14日㈯、大勢の参加をお願いします。
・次週、８月14日はお盆休み、８月21日はガ

バナー補佐訪問です。例会終了後、クラブ
協議会を行いますのでクラブ計画書をご持
参ください。

・本日例会終了後、理事会を行います。

 ● 入会記念日
　八田　聡子　　窪田満里子　　関　　淑公
　松野　宏司
◇幹　事　報　告
・８月のロータリーレートは108円です。
・仁淀ＲＣの「鮎の会」の案内が来ています。

高知東ロータリークラブ週報
第2386号

080月21日.2019

本日　８月21日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　ガ　バ　ナ　ー　補　佐　訪　問

次週　８月28日㈬ 18：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　時　　間　　変　　更　　例　　会

第2432回　例会報告／令和元年８月７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

　皆さん、こんにちは。
台風の被害もなく、昨日
は夏の風物詩の一つ、夏
の甲子園が無事開幕され
ました。第１回の全国高
校選手権は1914（大正

４）年、大阪の豊中のグラウンドで10校が参
加して開催されました。以来、幾度も中止が
あったりしながら現在に至っています。９年
後、今の甲子園ができましたが、外壁が寂し
いからとツタ（ナツヅタ）を植え、今も手入
れが十分に行き届き、とてもきれいで、甲子
園を訪れる観客を魅了しています。101回目
の今年は、「新たに刻む、ぼくらの軌道。」を
キャッチフレーズに開催され、活動する若者
を頼もしく感じます。
　そして高知の夏本番、よさこい祭りが９日
の花火大会を皮切りに始まります。近年、よ
さこいの文化が全国に広がり、149の大学に
「よさこい部」が創立されていると知って驚
きました。９日の前夜祭には「第１回こうち
学生よさこい大会」が行われますし、海外か
らも踊り子や14ものメディアに報道されると
聞いています。高知も若い人たちで賑わうだ
ろうと楽しみにしています。
　来週はお盆休みです。皆さん、それぞれの

夏の休暇と併せて、海、山、国内外への旅
行、古里への帰省等ご家族で有意義な楽しい
時間を過ごしていただきたいと思います。私
は、ご先祖様や両親に、今生かしてもらって
いることに感謝をしながら、静かな時間を過
ごしたいと思っています。
　本日の卓話は、会員増強・退会防止委員会
の福岡満喜子委員長です。よろしくお願いし
ます。
◇来訪ロータリアン及びお客さま
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
　高知南ＲＣ　　池添裕司 氏
　米山記念奨学生　レ・ティ・フィエンさん
◇ 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。

　フィエンさんから、ベトナ
ムに帰国していたとのこと
で、お土産のお菓子をいただ
きました。
◇８月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　永野　正将　　西森　　大
　岡　　朝男
 ● 配偶者誕生日
　窪田　健哉　　島村　利栄
　浦田比奈子　　早瀬恵美子
 ● 家庭記念日
　西森やよい
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だ、入会したころは、まだ経営も安定してい
ましたし、異業種の方や年配の会員の方に、
非常に可愛がってもらいました。例会に来て
話をすることがとても楽しかったし、ロータ
リーの面白さも知りました。
　平成19年、国際奉仕の関係で留学生の受け
入れをしました。英会話教室の猿田先生や中
平さん、別役さん、沖先生などに助けていた
だき、ロータリーの温かさを感じました。そ
ういういい思い出がある中で、平成20年、タ
クシーに使うガスの大幅な値上がりで、年間
2,000万円以上、燃料費がアップしました。
さらに、経費が膨らみ、業績が非常に悪くな
り企業を存続させるためには、仕事に打ち込
まないと従業員が付いて来ない。ロータリー
が嫌いになったわけではなくて、家業を存続
するために一旦、退会しようと決断しました。
　タクシーだけでは厳しい中で異業種にも参

入しようと、松山で「たも屋」といううどん
屋を始めました。店も少しずつ軌道に乗り始
め、45歳のときロータリーへ再入会をさせて
いただきました。一度、退会したわけですか
ら、そのまま辞めてしまうというのも一つの
選択肢だったかもしれませんが、辞めた後、
皆さんがわざわざうちのタクシーを利用して
くださったり、乗ると「岡本は元気かよ」と
よく声を掛けてくださいました。自分がしん
どいときに、本当に皆さんには気を遣ってい
ただき、縁が切れなかったというのが、もう
一度ロータリーに入会させていただいた大き
な要因だと思っています。
　皆さんからいただいた温かい気持ちには、
本当に感謝しています。会員増強や再入会の
ヒントになるかどうか分かりませんが、人と
の付き合い、関わりは、０よりは１か２でも
あった方がいいと思います。

■高知東ＲＣ当面の日程
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
10月２日㈬　定例理事会
10月９日㈬　高知東ロータリークラブ
　　　　　　　創立記念日
　　　　　　創立夜間例会
　　　　　　（ザ クラウンパレス）
10月30日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
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
高知ＲＣ　　　９月３日㈫　職場例会
高知北ＲＣ　　９月９日㈪　月見野外に振替
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　９月10日㈫　月見夜間例会
高知南ＲＣ　　９月12日㈭　月見例会
高知中央ＲＣ　９月12日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　９月19日㈭　月見夜間例会
高知西ＲＣ　　９月20日㈮　創立記念夜間例会
高知ＲＣ　　　９月24日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　９月24日㈫　ロータリー休日
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ございます。
 ● 西森やよい　家庭記念日のお祝いありがと
うございます。
 ● 窪田満里子　入会記念日、主人の誕生日、
ありがとうございました。１年が本当に早く
感じられます。
 ● 八田聡子　入会記念日祝いのお礼。８月３

　本年度、高知東ＲＣは初の女性会長、前川
美智子会長が就任し、クラブに輝かしい歴史
を刻みました。前川会長は、我が身を粉にし
て人のために働く、利他の精神を地でいくよ
うな素晴らしい女性です。
　世界には約28万人の女性会員がいて、医療
や水の問題等々で活躍しています。皆さんも
ご存知のイギリスのマーガレット・サッチャ
ー元首相もウエストミンスターＲＣの会員で
した。日本では、瀬戸内寂聴さんが徳島南Ｒ
Ｃの名誉会員ですし、恵比寿ＲＣの司葉子さ
んには、柳澤ガバナー年度の地区大会で講演
をしていただきました。また、今年度は２名
の女性ガバナーが誕生しています。
　現在は当然のように女性会員がいますが、
ロータリー発足時の定款には、男性会員の記
述のみで、女性会員の入会は認められていま
せんでした。初めて女性の入会が認められた
のは、1905年にシカゴでロータリークラブが
発足してから80年後で、まだわずか30年余り
の浅い歴史しかありません。1978年、アメリ
カのカリフォルニア州デュアルテＲＣがロー
タリーの定款に反して、３人の女性会員を入
会させましたが、加盟を終結させられ、州の
裁判、最終的には10年後、最高裁判所まで持
ち込みようやく入会が認められました。
　日本初の女性会員は、1989年北海道清水Ｒ
ＣのＮＴＴ十勝営業所の所長であった松田郁

子さんです。女性会員の増強は、クラブの多
様性、柔軟性を高め、活性化につながると言
われています。現在、女性会員の割合は世界
で20％、日本では6.6％、高知でも６％です。
2670地区では、女性会員０のクラブがまだま
だあり、高知は香長と中芸の２クラブ。愛媛
県は10クラブもあります。
　17年前、前川会長、中平会員、私の３人で、
東クラブ初の女性会員として入会しました。
当クラブは老若男女、分け隔てなく受け入れ
る土壌があります。これから入会される方に
も、ロータリーの楽しさを味わっていただけ
るよう増強に努めたいと思います。皆さま、
ご協力よろしくお願いいたします。
◎「再入会のヒント」岡本淳一会員

　私は15年前、35歳で商
工会議所青年部にいると
きに、寺村会員に声をか
けていただきました。ま
だ年齢も若いし、入会す
るかしないか答えはない

まま例会見学に来て、そのまま入会というこ
とになりました。それから約４年間、第１期
のロータリー生活が始まりました。当時は小
泉政権のタクシーの規制緩和により、異業種
からのタクシー業界参入で、昔からあるタク
シー会社と新規参入会社との競争が始まり、
業界自体が非常に荒れていた時期でした。た

日で丸３年になりました。大方の予想に反し
てまさかの４年目に突入です。あともう少し
お世話になります。
 ● 松野宏司　入会して四半世紀になりました。
 ● 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。
◇早退　１件

「ロータリークラブにおける
　　女性会員の現状と
　　　　　　　増強について」

◇会員スピーチ 会員増強・退会防止委員会  福岡満喜子 会員

◇出席率報告

 ● 池添裕司（高知南ＲＣ）以前、東ＲＣさん
の例会に、石川会員に連れられてお試し入会
させていただいたことがあります。結局、南
ロータリーへ入会してしまいましたが、石川
会員へのお詫びも兼ねて、本日出席いたしま
したが、その石川会員がいない…。また、参
加させていただきます。
 ● 前川美智子　福岡委員長、本日は会員増強
及び拡大月間のスピーチありがとうございま
した。また、8月18日は、徳島で開催の会員
増強地区セミナーへのご出席、お世話かけま
すが、よろしくお願いいたします。20歳の渋
野日向子さん、日本勢にして42年振りの女子
ゴルフのメジャー大会優勝、笑顔の勝利です
ね。はじける笑顔、天真爛漫な笑顔のプレー
にゴルフを知らない私も応援したくなりまし
た。
 ● 岡本淳一　福岡さん、本日の卓話ありがと
うございました。会員増強よろしくお願いし
ます。

 ● 柳澤光秋　昨日、孫が生まれました。今度
は女の子です。
 ● 水上　元　植物園の展示館のリニューアル
が完了し、新しい映像シアターがオープンし
ました。ぜひお越しください。ＮＨＫの上田
会長や制作局長にお会いして、「牧野富太郎
を朝ドラに」とお願いしてきました。引き続
き努力しますので、ご支援をお願いします。
 ● 福岡満喜子　本日は、つたない卓話を聞い
てくださり、ありがとうございます。今後と
も会員増強にご協力お願いいたします。
 ● 岡　　朝男　誕生日お祝いありがとうござ
います。62歳になるので、筋トレをすること
にしました。土居さんの紹介で、シックス
パッド購入、毎日頑張りま～す。
 ● 永野正将　誕生日のお祝いありがとうござ
います。本日45歳になりました。
 ● 西森　大　誕生日のお祝いをしていただき
ありがとうございました。最近、記憶力の劣
化が激しいのが気になります。脳トレの必要
性を感じる今日このころです。
 ● 早瀬源慶　台風８号、何事もなくて良かっ
たです。家内誕生祝いお礼。後期高齢者にな
りました。嫌な言葉ですが。
 ● 浦田健治　妻の誕生祝いありがとうござい
ました。
 ● 島村信一　妻の Birth day 祝いありがとう



９月14日㈯、大勢の参加をお願いします。
・次週、８月14日はお盆休み、８月21日はガ

バナー補佐訪問です。例会終了後、クラブ
協議会を行いますのでクラブ計画書をご持
参ください。

・本日例会終了後、理事会を行います。

 ● 入会記念日
　八田　聡子　　窪田満里子　　関　　淑公
　松野　宏司
◇幹　事　報　告
・８月のロータリーレートは108円です。
・仁淀ＲＣの「鮎の会」の案内が来ています。
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本日　８月21日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　ガ　バ　ナ　ー　補　佐　訪　問

次週　８月28日㈬ 18：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　時　　間　　変　　更　　例　　会

第2432回　例会報告／令和元年８月７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

　皆さん、こんにちは。
台風の被害もなく、昨日
は夏の風物詩の一つ、夏
の甲子園が無事開幕され
ました。第１回の全国高
校選手権は1914（大正

４）年、大阪の豊中のグラウンドで10校が参
加して開催されました。以来、幾度も中止が
あったりしながら現在に至っています。９年
後、今の甲子園ができましたが、外壁が寂し
いからとツタ（ナツヅタ）を植え、今も手入
れが十分に行き届き、とてもきれいで、甲子
園を訪れる観客を魅了しています。101回目
の今年は、「新たに刻む、ぼくらの軌道。」を
キャッチフレーズに開催され、活動する若者
を頼もしく感じます。
　そして高知の夏本番、よさこい祭りが９日
の花火大会を皮切りに始まります。近年、よ
さこいの文化が全国に広がり、149の大学に
「よさこい部」が創立されていると知って驚
きました。９日の前夜祭には「第１回こうち
学生よさこい大会」が行われますし、海外か
らも踊り子や14ものメディアに報道されると
聞いています。高知も若い人たちで賑わうだ
ろうと楽しみにしています。
　来週はお盆休みです。皆さん、それぞれの

夏の休暇と併せて、海、山、国内外への旅
行、古里への帰省等ご家族で有意義な楽しい
時間を過ごしていただきたいと思います。私
は、ご先祖様や両親に、今生かしてもらって
いることに感謝をしながら、静かな時間を過
ごしたいと思っています。
　本日の卓話は、会員増強・退会防止委員会
の福岡満喜子委員長です。よろしくお願いし
ます。
◇来訪ロータリアン及びお客さま
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
　高知南ＲＣ　　池添裕司 氏
　米山記念奨学生　レ・ティ・フィエンさん
◇ 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。

　フィエンさんから、ベトナ
ムに帰国していたとのこと
で、お土産のお菓子をいただ
きました。
◇８月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　永野　正将　　西森　　大
　岡　　朝男
 ● 配偶者誕生日
　窪田　健哉　　島村　利栄
　浦田比奈子　　早瀬恵美子
 ● 家庭記念日
　西森やよい
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だ、入会したころは、まだ経営も安定してい
ましたし、異業種の方や年配の会員の方に、
非常に可愛がってもらいました。例会に来て
話をすることがとても楽しかったし、ロータ
リーの面白さも知りました。
　平成19年、国際奉仕の関係で留学生の受け
入れをしました。英会話教室の猿田先生や中
平さん、別役さん、沖先生などに助けていた
だき、ロータリーの温かさを感じました。そ
ういういい思い出がある中で、平成20年、タ
クシーに使うガスの大幅な値上がりで、年間
2,000万円以上、燃料費がアップしました。
さらに、経費が膨らみ、業績が非常に悪くな
り企業を存続させるためには、仕事に打ち込
まないと従業員が付いて来ない。ロータリー
が嫌いになったわけではなくて、家業を存続
するために一旦、退会しようと決断しました。
　タクシーだけでは厳しい中で異業種にも参

入しようと、松山で「たも屋」といううどん
屋を始めました。店も少しずつ軌道に乗り始
め、45歳のときロータリーへ再入会をさせて
いただきました。一度、退会したわけですか
ら、そのまま辞めてしまうというのも一つの
選択肢だったかもしれませんが、辞めた後、
皆さんがわざわざうちのタクシーを利用して
くださったり、乗ると「岡本は元気かよ」と
よく声を掛けてくださいました。自分がしん
どいときに、本当に皆さんには気を遣ってい
ただき、縁が切れなかったというのが、もう
一度ロータリーに入会させていただいた大き
な要因だと思っています。
　皆さんからいただいた温かい気持ちには、
本当に感謝しています。会員増強や再入会の
ヒントになるかどうか分かりませんが、人と
の付き合い、関わりは、０よりは１か２でも
あった方がいいと思います。

■高知東ＲＣ当面の日程
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
10月２日㈬　定例理事会
10月９日㈬　高知東ロータリークラブ
　　　　　　　創立記念日
　　　　　　創立夜間例会
　　　　　　（ザ クラウンパレス）
10月30日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
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
高知ＲＣ　　　９月３日㈫　職場例会
高知北ＲＣ　　９月９日㈪　月見野外に振替
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　９月10日㈫　月見夜間例会
高知南ＲＣ　　９月12日㈭　月見例会
高知中央ＲＣ　９月12日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　９月19日㈭　月見夜間例会
高知西ＲＣ　　９月20日㈮　創立記念夜間例会
高知ＲＣ　　　９月24日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　９月24日㈫　ロータリー休日
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ございます。
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 ● 窪田満里子　入会記念日、主人の誕生日、
ありがとうございました。１年が本当に早く
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