
・11月23、24日、徳島で地区大会が行われま
す。23日８時半、ＮＴＴ東局前からバスが
出ます。

シー移動を予定していますので、後日ご連
絡します。

・９月11日の例会終了後、理事会を行います。
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本日　９月４日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　ガ　バ　ナ　ー　公　式　訪　問
高知県警察本部交通部交通企画課
高齢者交通安全対策監　警部

次週　９月11日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「高知県警察交通部における各種取組について」

島﨑　　聡 氏

第2434回　例会報告／令和元年８月28日　天候　雨

◇ロータリーソング
  「夏の思い出」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんばんは。
一宮のしなね様のお祭り
が終わると急に秋の風に
変わり、朝晩涼しくなり
ました。
　さて、８月31日は「野

菜の日」だそうですが、ご存知でしたか？語
呂合わせと言ってしまえばそれまでですが、
今日は、高知の野菜について少し紹介したい
と思います。
　高知県は温暖で、年間日照時間が全国１と
いう恵まれた気象条件を生かして、野菜、果
物、花などのハウス栽培が盛んです。特に野
菜は長い間「園芸王国・土佐」として、日本
農業の施設園芸の先駆けとして発展してきま
した。ナス・シシトウ・ニラ・ショウガ・ミ
ョウガ・ユズは年間で国内シェア第１位、他
にもピーマン・オクラ・キュウリ・小ネギ・
トマトなども国内トップクラスです。さらに
近年は、できるだけ農薬を使わず、病気や害
虫に負けない野菜づくりを目指して、エコシ
ステム栽培という栽培方法を進めています。
特に、害虫の天敵となる昆虫を利用した害虫
駆除は全国屈指です。昆虫を入れることによ
って農薬が使えない、使わないわけです。そ
の他、ミツバチを使った受粉や太陽熱を利用
した土の消毒、ハウスの改良による害虫予防

など、先進技術が環境に優しく、安心安全な
「こうちの野菜」というブランドイメージを
高めて、環境保全型農業の取り組みを行って
います。因みに、ホルモン剤を使ってミツバ
チに受粉させた野菜には種がありません。皆
さんも一度、ナスなどを切って見てください。
　野菜が健康にいいことは分かっていても、
野菜嫌いの方は結構多いようです。「好き嫌
いは食べる人の心にある」といわれますが、
苦手だ、合わないという思いは、そのものに
原因があるわけではありません。自分自身が
決めつけているのです。全国に誇れる、高知
の野菜の魅力をぜひ知っていただいて、野菜
嫌いを克服してもらえたらと思います。
　今夜は時間変更例会です。年度初めに、１
日３人以上の方とお話しましょうとお願いし
ましたが、今夜は野菜にもお箸を伸ばしなが
ら、大いに語り合って楽しい時間をお過ごし
ください。
◇ロータリー財団委員会より
　２年前に財団で取り組んだおむつバンクの
啓発企画として、「ＯＭＵＴＵマルシェ」が
９月15日、かるぽーとで開かれます。周りの
方にもお声をかけて、お出かけいただけたら
と思います。
◇幹　事　報　告
・来週はガバナー公式訪問です。ネクタイの

着用をお願いします。例会終了後は記念撮
影を行います。

・仁淀ＲＣの「鮎の会」に参加希望者はタク
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●例会日／毎週水曜日12：30PM～1：30PM　●例会場／ザ クラウンパレス新阪急高知　（088）873－1111
●事務所／高知新聞放送会館１階　〒780－8572　高知市本町3－2－15　　　　直通（088）824－8660
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the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

■高知東ＲＣ当面の日程
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
高知中央ＲＣ　10月３日㈭　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　10月８日㈫　夜間例会
高知西ＲＣ　　10月11日㈮　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　10月17日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　10月24日㈭　職場例会
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◇出席率報告

 ● 寺尾晴邦ガバナー補佐　先日は、私の長い
話を聞いてくださって、楽しませていただき
ました。ありがとうございます。
 ● 前川美智子　チキンラーメンの日清食品創
業者・安藤さんの「カップヌードルミュージ
アム」がＮＨＫ朝ドラ「まんぷく」からも人
気が上がり、大阪池田と横浜では年間100万
人以上の来場らしい。なんと入園料無料でし
た。アトラクションは有料ですが！　　
 ● 岡本淳一　前川会長、おいしいワインあり
がとうございます。鬼田会員、お久しぶりで
す。出席ありがとうございます。
 ● 西森良文　先週例会欠席、クラブ協議会欠
席のお詫び。皆さま、ご迷惑おかけいたしま
した。

 ● 松﨑郷輔　「米山梅吉物語」の注文をいた
だきました早瀬さんにお礼申し上げます。
 ● 西山忠利　久し振りの例会出席。ゴルフは
30度以下になるまでお休み。お医者さんに止
められました。お年だからと。皆勤賞のお礼。
 ● 石川　健（ロータリー情報委員会）　ポリ
オに関して、今後はポリオ「撲滅」から「根
絶」に変わります。詳細については「ロータ
リーの友」７月号に掲載されていますので、
ご覧ください。
 ● 関　淑公　1980年８月入会、39年を迎えま
す。
 ● 鬼田知明　大変久し振りの例会の出席でし
たが、たくさんの方に声をかけていただきあ
りがとうございました。まだこのような状態
が続き、ご迷惑をかけますが、どうぞよろし
くお願いいたします。家庭記念日のお礼と一
緒に。
 ● 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　２件

８月28日
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お　盆　休　み

高知東ＲＣ　東酔会
2019年８月21日㈬　於：ス・ルラクセ

天草島
　天草四郎時貞の出身地で、ここも教会が建てられた。海岸沿いに南下し、ふたつの教会を
見た。

キリシタン教会
　大江天主堂は天草で最初に建てられた教会で、山中の小高い丘に白亜のしゃれた姿を見せ
ていた。崎津集落と崎津教会は、近くの海側にある。崎津集落は当時漁港だったところで、
その中に教会がある。ゴシック形式の重厚な教会である。この周りは今では土産物や食堂が
並び、たくさんの人が訪れていた。

祗園橋
　北上して天草市内にある。石造りの橋として国内最大でしかも全国的にまれな多脚式に造
られている。今では国の重要文化財として保護されている。この近くで天草・島原の乱で激
しい戦いがあり、両軍の戦死者により川の流れが血に染まり、屍が山を築いたと云われる。

　ホテルはアレグリアガーデンズ天草に入った。部屋の外に海が眺められる温泉風呂があ
る。翌朝７時半頃、風呂にゆっくり浸かりながら朝日が昇るのを眺めた。
　５月５日、帰高の途についた。海岸沿いに進み、下天草島・上天草島を５橋を渡って、熊
本駅に向かった。天草は五島と違って、人・車が多い。途中、眺める島原湾は穏やかな海で
ある。釣り船もよく見かける。はるか彼方に雄大な雲仙岳が眺められる。また、ここは四郎
の銅像・その名を使ったお菓子が作られ、お店もよく見かける。
　天草は昔、激戦があったと思われぬ、のどかで明るいとこ
ろである。
　熊本駅に到着してレンタカーを返し、新幹線で福岡に入り、
空路帰高した。

五島列島・島原そして天草を廻る（その３）　　　　　　　　　　　　　　　関　淑公

崎津教会崎津教会

風呂場から朝日を見る風呂場から朝日を見る祗園橋祗園橋

大江天主堂大江天主堂

クラブ協議会
2019年８月21日㈬　於：ザ クラウンパレス新阪急高知
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ていた。崎津集落と崎津教会は、近くの海側にある。崎津集落は当時漁港だったところで、
その中に教会がある。ゴシック形式の重厚な教会である。この周りは今では土産物や食堂が
並び、たくさんの人が訪れていた。

祗園橋
　北上して天草市内にある。石造りの橋として国内最大でしかも全国的にまれな多脚式に造
られている。今では国の重要文化財として保護されている。この近くで天草・島原の乱で激
しい戦いがあり、両軍の戦死者により川の流れが血に染まり、屍が山を築いたと云われる。

　ホテルはアレグリアガーデンズ天草に入った。部屋の外に海が眺められる温泉風呂があ
る。翌朝７時半頃、風呂にゆっくり浸かりながら朝日が昇るのを眺めた。
　５月５日、帰高の途についた。海岸沿いに進み、下天草島・上天草島を５橋を渡って、熊
本駅に向かった。天草は五島と違って、人・車が多い。途中、眺める島原湾は穏やかな海で
ある。釣り船もよく見かける。はるか彼方に雄大な雲仙岳が眺められる。また、ここは四郎
の銅像・その名を使ったお菓子が作られ、お店もよく見かける。
　天草は昔、激戦があったと思われぬ、のどかで明るいとこ
ろである。
　熊本駅に到着してレンタカーを返し、新幹線で福岡に入り、
空路帰高した。

五島列島・島原そして天草を廻る（その３）　　　　　　　　　　　　　　　関　淑公

崎津教会崎津教会

風呂場から朝日を見る風呂場から朝日を見る祗園橋祗園橋

大江天主堂大江天主堂

クラブ協議会
2019年８月21日㈬　於：ザ クラウンパレス新阪急高知



・11月23、24日、徳島で地区大会が行われま
す。23日８時半、ＮＴＴ東局前からバスが
出ます。

シー移動を予定していますので、後日ご連
絡します。

・９月11日の例会終了後、理事会を行います。

高知東ロータリークラブ週報
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本日　９月４日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　ガ　バ　ナ　ー　公　式　訪　問
高知県警察本部交通部交通企画課
高齢者交通安全対策監　警部

次週　９月11日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「高知県警察交通部における各種取組について」

島﨑　　聡 氏

第2434回　例会報告／令和元年８月28日　天候　雨

◇ロータリーソング
  「夏の思い出」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんばんは。
一宮のしなね様のお祭り
が終わると急に秋の風に
変わり、朝晩涼しくなり
ました。
　さて、８月31日は「野

菜の日」だそうですが、ご存知でしたか？語
呂合わせと言ってしまえばそれまでですが、
今日は、高知の野菜について少し紹介したい
と思います。
　高知県は温暖で、年間日照時間が全国１と
いう恵まれた気象条件を生かして、野菜、果
物、花などのハウス栽培が盛んです。特に野
菜は長い間「園芸王国・土佐」として、日本
農業の施設園芸の先駆けとして発展してきま
した。ナス・シシトウ・ニラ・ショウガ・ミ
ョウガ・ユズは年間で国内シェア第１位、他
にもピーマン・オクラ・キュウリ・小ネギ・
トマトなども国内トップクラスです。さらに
近年は、できるだけ農薬を使わず、病気や害
虫に負けない野菜づくりを目指して、エコシ
ステム栽培という栽培方法を進めています。
特に、害虫の天敵となる昆虫を利用した害虫
駆除は全国屈指です。昆虫を入れることによ
って農薬が使えない、使わないわけです。そ
の他、ミツバチを使った受粉や太陽熱を利用
した土の消毒、ハウスの改良による害虫予防

など、先進技術が環境に優しく、安心安全な
「こうちの野菜」というブランドイメージを
高めて、環境保全型農業の取り組みを行って
います。因みに、ホルモン剤を使ってミツバ
チに受粉させた野菜には種がありません。皆
さんも一度、ナスなどを切って見てください。
　野菜が健康にいいことは分かっていても、
野菜嫌いの方は結構多いようです。「好き嫌
いは食べる人の心にある」といわれますが、
苦手だ、合わないという思いは、そのものに
原因があるわけではありません。自分自身が
決めつけているのです。全国に誇れる、高知
の野菜の魅力をぜひ知っていただいて、野菜
嫌いを克服してもらえたらと思います。
　今夜は時間変更例会です。年度初めに、１
日３人以上の方とお話しましょうとお願いし
ましたが、今夜は野菜にもお箸を伸ばしなが
ら、大いに語り合って楽しい時間をお過ごし
ください。
◇ロータリー財団委員会より
　２年前に財団で取り組んだおむつバンクの
啓発企画として、「ＯＭＵＴＵマルシェ」が
９月15日、かるぽーとで開かれます。周りの
方にもお声をかけて、お出かけいただけたら
と思います。
◇幹　事　報　告
・来週はガバナー公式訪問です。ネクタイの

着用をお願いします。例会終了後は記念撮
影を行います。

・仁淀ＲＣの「鮎の会」に参加希望者はタク
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●例会日／毎週水曜日12：30PM～1：30PM　●例会場／ザ クラウンパレス新阪急高知　（088）873－1111
●事務所／高知新聞放送会館１階　〒780－8572　高知市本町3－2－15　　　　直通（088）824－8660

　ホームページアドレス（PC・携帯共通）http://www.kochi-east-rc.com
　メールアドレス　事務局／hcrc@coffee.ocn.ne.jp　広報ＩＴ委員会／info@kochi-east-rc.com
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■高知東ＲＣ当面の日程
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
高知中央ＲＣ　10月３日㈭　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　10月８日㈫　夜間例会
高知西ＲＣ　　10月11日㈮　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　10月17日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　10月24日㈭　職場例会
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◇出席率報告

 ● 寺尾晴邦ガバナー補佐　先日は、私の長い
話を聞いてくださって、楽しませていただき
ました。ありがとうございます。
 ● 前川美智子　チキンラーメンの日清食品創
業者・安藤さんの「カップヌードルミュージ
アム」がＮＨＫ朝ドラ「まんぷく」からも人
気が上がり、大阪池田と横浜では年間100万
人以上の来場らしい。なんと入園料無料でし
た。アトラクションは有料ですが！　　
 ● 岡本淳一　前川会長、おいしいワインあり
がとうございます。鬼田会員、お久しぶりで
す。出席ありがとうございます。
 ● 西森良文　先週例会欠席、クラブ協議会欠
席のお詫び。皆さま、ご迷惑おかけいたしま
した。

 ● 松﨑郷輔　「米山梅吉物語」の注文をいた
だきました早瀬さんにお礼申し上げます。
 ● 西山忠利　久し振りの例会出席。ゴルフは
30度以下になるまでお休み。お医者さんに止
められました。お年だからと。皆勤賞のお礼。
 ● 石川　健（ロータリー情報委員会）　ポリ
オに関して、今後はポリオ「撲滅」から「根
絶」に変わります。詳細については「ロータ
リーの友」７月号に掲載されていますので、
ご覧ください。
 ● 関　淑公　1980年８月入会、39年を迎えま
す。
 ● 鬼田知明　大変久し振りの例会の出席でし
たが、たくさんの方に声をかけていただきあ
りがとうございました。まだこのような状態
が続き、ご迷惑をかけますが、どうぞよろし
くお願いいたします。家庭記念日のお礼と一
緒に。
 ● 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　２件

８月28日

８月14日
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出席
38

欠席
9

メイク
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お　盆　休　み
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2019年８月21日㈬　於：ス・ルラクセ

天草島
　天草四郎時貞の出身地で、ここも教会が建てられた。海岸沿いに南下し、ふたつの教会を
見た。

キリシタン教会
　大江天主堂は天草で最初に建てられた教会で、山中の小高い丘に白亜のしゃれた姿を見せ
ていた。崎津集落と崎津教会は、近くの海側にある。崎津集落は当時漁港だったところで、
その中に教会がある。ゴシック形式の重厚な教会である。この周りは今では土産物や食堂が
並び、たくさんの人が訪れていた。

祗園橋
　北上して天草市内にある。石造りの橋として国内最大でしかも全国的にまれな多脚式に造
られている。今では国の重要文化財として保護されている。この近くで天草・島原の乱で激
しい戦いがあり、両軍の戦死者により川の流れが血に染まり、屍が山を築いたと云われる。

　ホテルはアレグリアガーデンズ天草に入った。部屋の外に海が眺められる温泉風呂があ
る。翌朝７時半頃、風呂にゆっくり浸かりながら朝日が昇るのを眺めた。
　５月５日、帰高の途についた。海岸沿いに進み、下天草島・上天草島を５橋を渡って、熊
本駅に向かった。天草は五島と違って、人・車が多い。途中、眺める島原湾は穏やかな海で
ある。釣り船もよく見かける。はるか彼方に雄大な雲仙岳が眺められる。また、ここは四郎
の銅像・その名を使ったお菓子が作られ、お店もよく見かける。
　天草は昔、激戦があったと思われぬ、のどかで明るいとこ
ろである。
　熊本駅に到着してレンタカーを返し、新幹線で福岡に入り、
空路帰高した。
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・11月23、24日、徳島で地区大会が行われま
す。23日８時半、ＮＴＴ東局前からバスが
出ます。

シー移動を予定していますので、後日ご連
絡します。

・９月11日の例会終了後、理事会を行います。
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　　　 　ガ　バ　ナ　ー　公　式　訪　問
高知県警察本部交通部交通企画課
高齢者交通安全対策監　警部

次週　９月11日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
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　　　 「高知県警察交通部における各種取組について」
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◇ロータリーソング
  「夏の思い出」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんばんは。
一宮のしなね様のお祭り
が終わると急に秋の風に
変わり、朝晩涼しくなり
ました。
　さて、８月31日は「野

菜の日」だそうですが、ご存知でしたか？語
呂合わせと言ってしまえばそれまでですが、
今日は、高知の野菜について少し紹介したい
と思います。
　高知県は温暖で、年間日照時間が全国１と
いう恵まれた気象条件を生かして、野菜、果
物、花などのハウス栽培が盛んです。特に野
菜は長い間「園芸王国・土佐」として、日本
農業の施設園芸の先駆けとして発展してきま
した。ナス・シシトウ・ニラ・ショウガ・ミ
ョウガ・ユズは年間で国内シェア第１位、他
にもピーマン・オクラ・キュウリ・小ネギ・
トマトなども国内トップクラスです。さらに
近年は、できるだけ農薬を使わず、病気や害
虫に負けない野菜づくりを目指して、エコシ
ステム栽培という栽培方法を進めています。
特に、害虫の天敵となる昆虫を利用した害虫
駆除は全国屈指です。昆虫を入れることによ
って農薬が使えない、使わないわけです。そ
の他、ミツバチを使った受粉や太陽熱を利用
した土の消毒、ハウスの改良による害虫予防

など、先進技術が環境に優しく、安心安全な
「こうちの野菜」というブランドイメージを
高めて、環境保全型農業の取り組みを行って
います。因みに、ホルモン剤を使ってミツバ
チに受粉させた野菜には種がありません。皆
さんも一度、ナスなどを切って見てください。
　野菜が健康にいいことは分かっていても、
野菜嫌いの方は結構多いようです。「好き嫌
いは食べる人の心にある」といわれますが、
苦手だ、合わないという思いは、そのものに
原因があるわけではありません。自分自身が
決めつけているのです。全国に誇れる、高知
の野菜の魅力をぜひ知っていただいて、野菜
嫌いを克服してもらえたらと思います。
　今夜は時間変更例会です。年度初めに、１
日３人以上の方とお話しましょうとお願いし
ましたが、今夜は野菜にもお箸を伸ばしなが
ら、大いに語り合って楽しい時間をお過ごし
ください。
◇ロータリー財団委員会より
　２年前に財団で取り組んだおむつバンクの
啓発企画として、「ＯＭＵＴＵマルシェ」が
９月15日、かるぽーとで開かれます。周りの
方にもお声をかけて、お出かけいただけたら
と思います。
◇幹　事　報　告
・来週はガバナー公式訪問です。ネクタイの

着用をお願いします。例会終了後は記念撮
影を行います。

・仁淀ＲＣの「鮎の会」に参加希望者はタク
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■高知東ＲＣ当面の日程
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
高知中央ＲＣ　10月３日㈭　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　10月８日㈫　夜間例会
高知西ＲＣ　　10月11日㈮　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　10月17日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　10月24日㈭　職場例会
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◇出席率報告

 ● 寺尾晴邦ガバナー補佐　先日は、私の長い
話を聞いてくださって、楽しませていただき
ました。ありがとうございます。
 ● 前川美智子　チキンラーメンの日清食品創
業者・安藤さんの「カップヌードルミュージ
アム」がＮＨＫ朝ドラ「まんぷく」からも人
気が上がり、大阪池田と横浜では年間100万
人以上の来場らしい。なんと入園料無料でし
た。アトラクションは有料ですが！　　
 ● 岡本淳一　前川会長、おいしいワインあり
がとうございます。鬼田会員、お久しぶりで
す。出席ありがとうございます。
 ● 西森良文　先週例会欠席、クラブ協議会欠
席のお詫び。皆さま、ご迷惑おかけいたしま
した。

 ● 松﨑郷輔　「米山梅吉物語」の注文をいた
だきました早瀬さんにお礼申し上げます。
 ● 西山忠利　久し振りの例会出席。ゴルフは
30度以下になるまでお休み。お医者さんに止
められました。お年だからと。皆勤賞のお礼。
 ● 石川　健（ロータリー情報委員会）　ポリ
オに関して、今後はポリオ「撲滅」から「根
絶」に変わります。詳細については「ロータ
リーの友」７月号に掲載されていますので、
ご覧ください。
 ● 関　淑公　1980年８月入会、39年を迎えま
す。
 ● 鬼田知明　大変久し振りの例会の出席でし
たが、たくさんの方に声をかけていただきあ
りがとうございました。まだこのような状態
が続き、ご迷惑をかけますが、どうぞよろし
くお願いいたします。家庭記念日のお礼と一
緒に。
 ● 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　２件

８月28日

８月14日

総数
－4 54

出席
38

欠席
9

メイク
アップ HC出席率

70.37％

出席率
82％3

お　盆　休　み

高知東ＲＣ　東酔会
2019年８月21日㈬　於：ス・ルラクセ

天草島
　天草四郎時貞の出身地で、ここも教会が建てられた。海岸沿いに南下し、ふたつの教会を
見た。

キリシタン教会
　大江天主堂は天草で最初に建てられた教会で、山中の小高い丘に白亜のしゃれた姿を見せ
ていた。崎津集落と崎津教会は、近くの海側にある。崎津集落は当時漁港だったところで、
その中に教会がある。ゴシック形式の重厚な教会である。この周りは今では土産物や食堂が
並び、たくさんの人が訪れていた。

祗園橋
　北上して天草市内にある。石造りの橋として国内最大でしかも全国的にまれな多脚式に造
られている。今では国の重要文化財として保護されている。この近くで天草・島原の乱で激
しい戦いがあり、両軍の戦死者により川の流れが血に染まり、屍が山を築いたと云われる。

　ホテルはアレグリアガーデンズ天草に入った。部屋の外に海が眺められる温泉風呂があ
る。翌朝７時半頃、風呂にゆっくり浸かりながら朝日が昇るのを眺めた。
　５月５日、帰高の途についた。海岸沿いに進み、下天草島・上天草島を５橋を渡って、熊
本駅に向かった。天草は五島と違って、人・車が多い。途中、眺める島原湾は穏やかな海で
ある。釣り船もよく見かける。はるか彼方に雄大な雲仙岳が眺められる。また、ここは四郎
の銅像・その名を使ったお菓子が作られ、お店もよく見かける。
　天草は昔、激戦があったと思われぬ、のどかで明るいとこ
ろである。
　熊本駅に到着してレンタカーを返し、新幹線で福岡に入り、
空路帰高した。

五島列島・島原そして天草を廻る（その３）　　　　　　　　　　　　　　　関　淑公

崎津教会崎津教会

風呂場から朝日を見る風呂場から朝日を見る祗園橋祗園橋

大江天主堂大江天主堂

クラブ協議会
2019年８月21日㈬　於：ザ クラウンパレス新阪急高知


