
 ● 家庭記念日
　松井　洋介　　竹村　克彦　　水上　　元
　石川　　健
 ● 入会記念日
　岡本　淳一
◇幹　事　報　告
・９月のロータリーレートは１ドル106円です。
・９月14日、仁淀ＲＣ主催の「鮎の会」へ多

くの出席をお願いします。
・本日例会終了後、記念撮影を行います。
・理事会は、来週行います。
◇大島浩輔ガバナーと
　バナー交換を行いました。

　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 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。
◇９月の会員祝日
　（敬称略）
 ● 会員誕生日
　寺村　　勉
　北村　　裕
 ● 配偶者誕生日
　竹村　朱美　　山村　雅子　　永野加代子
　西内　恵子
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本日　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 三愛石油株式会社  代表取締役会長
関東高知県人会会長  土佐二十日会副会長
高知県観光特使

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18日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「三愛精神からくる郷土への想い」

金田　　凖 氏

第2435回　例会報告／令和元年９月４日　天候　曇

◇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、
本日は第2670地区の大島
ガバナーが公式訪問され
ています。また、徳島プ
リンスＲＣの森本さん、
坂野さん、寺澤さんが随

行員としてお見えです。ガバナーからは後ほ
どスピーチをいただきますので、よろしくお
願いいたします。
　大島ガバナーは徳島ということで、お隣同
士、ちょっと徳島と高知を調べてみました。
まず、どちらも全国に誇れる夏の祭りがあり
ます。徳島は「阿波踊り」、高知は「よさこ
い祭り」。
　先輩格の阿波踊りは、日本三大盆踊りの一
つで約400年の歴史があります。「連」と呼
ばれるチームが三味線や鉦、太鼓、笛などの
２拍子の伴奏にのって踊り歩きます。踊り
は、豪快かつ滑稽な男踊りと艶っぽく上品な
女踊りがあり、ひと言で言えば伝統の風格が
感じられます。
　一方、高知の「よさこい祭り」は、戦後の
街の復興を願って始まった比較的新しい祭り
です。ルールはいたってシンプルで、鳴子を
持つこと、前進すること、曲のどこかによさ
こい鳴子踊りのメロディーが入っていれば、

あとは全く自由。毎回斬新な曲や振り付けで
各チームが競い合います。こちらは、まさに
熱狂乱舞でしょうか。
　もう一つ、それぞれ全国１の生産量を誇る、
徳島のスダチと高知のユズ。因みに徳島はユ
ズも全国２位だとか。どちらも昔から日本料
理には欠かせない香味・酸味料ですが、最近
ではジュースやお酒、お菓子、西洋料理など
幅広く使われています。また、近年、成分が
注目され、スダチはアレルギーや動脈硬化、
糖尿病への効果。ユズの種子油にはメラニン
の生成を抑えたり、アレルギー性皮膚炎の炎
症にも効果があるとのことで、化粧品や香水
などが開発されています。
　徳島の阿波踊りも長い歴史の中で少しずつ
変化しながらも、踊りの形と和を重んじる精
神は脈々と続いています。ロータリーも発足
以来、親睦と奉仕の精神は引き継がれていま
す。大島ガバナーの今年度の方針のもと、第
2670地区の各クラブが「親睦と奉仕」という
基本理念に沿って交流を深め、活動の輪を広
げていけたらと願っています。
◇来訪ロータリアン及びお客さま
　第2670地区ガバナー
　　大島浩輔氏（徳島プリンスＲＣ）
　高知第Ⅰ分区ガバナー補佐
　　寺尾晴邦氏（高知ＲＣ）
　随行員
　　森本桂次氏、坂野正明氏、寺澤大毅氏
　　（徳島プリンスＲＣ）
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■高知東ＲＣ当面の日程
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　　９月12日㈭　月見例会
高知中央ＲＣ　９月12日㈭　ロータリー休日
香長ＲＣ　　　９月17日㈫　休会
高知中央ＲＣ　９月19日㈭　月見夜間例会
香長ＲＣ　　　９月19日㈭　観月夜間例会
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

● ニコニコ箱 ●

先週まで
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チビニコ 合　計

９月４日
今期の累計

　徳島からまいりました大島と申します。こ
の会に先立ち、会長、幹事、柳澤パストガバ
ナーほか、大勢の方とお会いしていろんな情
報を仕入れました。ありがとうございました。
いかに皆さまが例会を大事に思っているか。
ロータリーに対して一生懸命働いてくださっ
ているか、りっぱなクラブ計画書を拝見しな
がら思った次第です。
　アメリカの「ザ・ロータリアン」を開ける
と、最初にマローニー会長が写っていて横に
メッセージが載っています。日本の「ロータ
リーの友」も、左から開けるとアメリカと全
く同じ物が載っています。このページは、ぜ
ひ読んでいただくようにお願いします。
　今月号には、「ロータリーの活動が家庭生
活と競合するのではなく、補完し合うような
文化を育みましょう。会員にどちらかを選ば
せるようなことがあってはなりません。私た
ちはあまりにも長い間、多くのイベントで、
子どもたちや、時には配偶者の参加を拒んで

きました。何と機会を無駄にしてきたでしょ
う」と書かれています。マローニーさんは、
少しでもロータリーに対する負担を少なくす
るようにということを、常に念頭に置かれて
います。もちろん正しい考え方だとは思うの
ですが、皆さんご自身でお読みになった上で、
ご判断をお願いします。
　また、今月号には面白い記事が二つありま
す。一つは、アントニーさんに、報道機関で
は最高のピューリッツァ賞が贈られた。アン
トニーさんは、長期交換学生として大阪で１
年間勉強した経験を持つ方で、そういう方が
賞を取られたということはおめでたいことだ
と思います。
　もう一つは、ポリオと戦う40年。ボーマー
という会長さんが、フィリピンのマニラ郊外
で530万の子どもに経口ワクチンをあげよう
という計画を立てた。予算は7,000万。これ
が40年続いているポリオのスタートです。私
も一度インドに行った経験がありますが、裸

◇ガバナーアドレス 第2670地区ガバナー  大島　浩輔 氏（徳島プリンスＲＣ）

足で、洋服も顔も泥だらけの子どもたちがた
くさん、ワクチンワクチンと言って走ってき
ます。
　ボーマーさんがワクチンを投与していると
き、小さい子どもがやってきた。その子はも
う既にポリオに罹っていたけれど、その子が
連れてきた妹にワクチンを投与すると、彼は
ボーマーさんの服を引っ張って叫ぶんです
「ありがとう、ありがとう、ロータリー」。
こんな感動的な話も載っていますので、ぜひ
お読みください。
　マローニー会長は、アラバマ州の出身で非
常に大きな方です。アラバマ州と言えばデキ
シーランドジャズ、綿花などが有名。奥さま
もマローニーさんと同じ弁護士で、とても優
しい方です。以前、私はアメリカにいると
き、「アメリカでは、職業奉仕はほとんど重
要視されていない」と聞きました。ところ
が、昨年度のバリー・ラシン会長は、インタ
ビューに答えて職業奉仕について触れていま
す。また、マローニー会長も日本に来たとき、
日本でこれだけ職業奉仕が大事にされている
ことを認識したとおっしゃっています。
　マローニー会長のテーマは「ロータリーは
世界をつなぐ」です。ロゴマークの真ん中の
青は地球でその周りをいろんな国の人が囲
み、各々が手を結んでいます。ロータリーを
中心にすれば、周りはロータリアン、インタ
ーアクター、ローターアクター、ライラリア
ンで結び合ってるということです。
　国際会議では、会長は１番最初にテーマを
発表します。けれど、マローニーさんは、ま
ず会員増強から始まりました。とにかく会員
を増やして、私たちのやっている事業に対し
て、もっともっとインパクトを与えていこう
というのが、彼の最初の言葉でした。彼によ
ると、113年も続いている職業分類表を使っ
て勧誘をお願いしたい。もう一つ、女性会員
を増やして欲しい。こちらのクラブには、会
長さんをはじめ７名の女性会員がいらっしゃ
るとお聞きしました。私どものクラブも８名
の女性会員がいて、こちらと同じく女性会長
です。現在、2670地区では11クラブが女性会
長です。今は世界で女性会員は20％、これを
５年間で40％にまでもっていきたいと希望さ
れています。日本は６％強。ぜひ、お声をか

けて、女性会員の増加に貢献していただきた
いと思います。
　次が、先ほどもお話しましたがポリオです。
８月23日、ナイジェリアでポリオ根絶の宣言
が出ました。野生株のポリオが見つからなく
なって３年たちました。あとはアフガニスタ
ンとパキスタンです。ただ、この二つのは、
常に何かが起こっているややこしい国で、今
も動乱の中にあって、軍隊の後ろで子どもた
ちにワクチンを与えているのが現状です。
　去年は両国で34人、今年は70数人、ようや
くこの数までになっています。今年、ロータ
リーが50億、その上に、ビル＆メランダゲイ
ツ財団が100億、合計150億でポリオに立ち向
かっていきます。10年後にはポリオがなくな
るようにロータリーは目指しています。
　戦争の話、平和の話は、日本からすると遠
い国での話だと思われるかもしれませんが、
ポリオのあとにくるのは、間違いなく平和セ
ンターです。今、世界では、アメリカ、イギ
リス、スウェーデン、オーストラリア、タイ、
日本の六つに平和センターがあります。今年
はアフリカのウガンダの大学を追加しました。
これをもっと増やすのがロータリーの夢です。
　今、平和フェローは１年間で約100人。現
在まで世界で1,200～1,300人。10年後3,000
人、20年後は5,000人、ますますロータリー
がピースフェローとして送り出す人が多くな
ります。そして、その人たちが国連やユニセ
フ、ＮＧＯで働き、あるいは識字率を上げた
り植樹をしたり、いろんな面から平和を築い
ていく、周りから平和を築いていくようにな
ります。今、この平和フェローに出している
お金は１人15円です。できれば50円ぐらいに
したいと私は思っています。
　11月、徳島で開催される地区大会には、講
師として、日本の平和センターでずっと活動
している山﨑さんをお呼びして、「世界の平
和に貢献する（ロータリー平和センター）」
と題して基調講演をしていただきます。皆さ
んにもっともっと平和フェローに近づいてい
ただきたいし、平和構築にロータリーが関
わっていくこと、これこそ、ロータリーの夢
に繋がることだと信じています。
　ロータリーにおける職業はprofessionでも
occupationでもなく、 vocational serviceと言

います。Vocationalには、神様から与えられ
た、あるいは、とてつもなく尊いところから
与えられたという意味があります。その職業
に一生懸命尽くして、いい気持ちを持って
ロータリーの例会に来てくださること、これ
が最も大きな職業奉仕ではないかと思います。

先ほど、いろんなお話を聞かせていただき、
このクラブのことをよく理解できました。こ
れからも、ロータリーのために頑張ってくだ
さるようにお願いをして、私の講話といたし
ます。本日は、どうもありがとうございまし
た。

◇出席率報告

 ● 大島浩輔ガバナー　本日はお世話になりま
す。
 ● 寺尾晴邦ガバナー補佐　今日は、おじゃま
させていただきありがとうございました。
 ● 前川美智子　本日は、大島ガバナー、徳島
プリンスＲＣの森本さん、坂野さん、寺澤さ
ん、寺尾ガバナー補佐、ようこそ高知東ＲＣ
へ。ありがとうございました。
 ● 岡本淳一　本日は大島ガバナー及び随行員
の皆さま、遠方よりお越しいただきありがと
うございました。地区大会でお会いできるこ
とを楽しみにしております。入会祝いもあり
がとうございます。
 ● 早瀬源慶　９月13日から始まる高知城博物
館“大名の墓をめぐる世界展”で大名家で行
われた法要コンサートがあり、各菩提寺の担
当で行われ、わが浄土宗は９月14日土曜日、
午後２時から担当します。正式の声明（しょ
うみょう）をお聞きください。浄土宗西山
（せいざん）派青年会が行います。
 ● 福岡満喜子　本日は水曜会の９月例会でブ
リザードフラワーのリースを皆さんと作りま
した。12階のすみれの間でしたので、終わっ
て食事をして下りてきました。
 ● 松井洋介　永さん、石川さん、武吉さん、

先日のゴルフありがとうございました。スコ
アは散々でしたがとても楽しかったです。今
回のニコニコは、永さん、石川さんと夜に
飲んだ分のお釣りです。本日、私の結婚記念
のお品をいただきました。（これを頂くまで
忘れてしまっていましたが…）ありがとうご
ざいました。
 ● 石川　健　９月30日結婚記念日を祝ってい
ただきありがとうございます。今日から小堀
憲助先生のテープを貸し出し開始しました。
入会３年以内の方は進んで聞いてみてくださ
い。希望者は石川か河野さんまで申し出てく
ださい。
 ● 西森やよい　大島ガバナー様、寺尾ガバナ
ー補佐様、森本様、坂野様、寺澤様、ご訪問
くださりありがとうございました。
 ● 竹村克彦　大島ガバナー、随行の皆さま、
ご苦労様です。家庭記念日と妻の誕生日のお
祝いありがとうございました。
 ● 寺村　勉　誕生日祝いありがとうございま
す。62歳になりました。これからも「う～
ん、今日もビールがうまい」でガンバリます。
前川会長からのバースデーカードとメッセー
ジ、感動してます。ありがとうございます。
 ● 北村　裕　誕生祝いありがとうございます。
私事ですが、古女房との結婚40周年を記念し
て、来週ハワイに行ってきます。アロ～ハ！
 ● 水上　元　結婚記念日のお祝いありがとう
ございました。
 ● 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。
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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

　皆さん、こんにちは、
本日は第2670地区の大島
ガバナーが公式訪問され
ています。また、徳島プ
リンスＲＣの森本さん、
坂野さん、寺澤さんが随

行員としてお見えです。ガバナーからは後ほ
どスピーチをいただきますので、よろしくお
願いいたします。
　大島ガバナーは徳島ということで、お隣同
士、ちょっと徳島と高知を調べてみました。
まず、どちらも全国に誇れる夏の祭りがあり
ます。徳島は「阿波踊り」、高知は「よさこ
い祭り」。
　先輩格の阿波踊りは、日本三大盆踊りの一
つで約400年の歴史があります。「連」と呼
ばれるチームが三味線や鉦、太鼓、笛などの
２拍子の伴奏にのって踊り歩きます。踊り
は、豪快かつ滑稽な男踊りと艶っぽく上品な
女踊りがあり、ひと言で言えば伝統の風格が
感じられます。
　一方、高知の「よさこい祭り」は、戦後の
街の復興を願って始まった比較的新しい祭り
です。ルールはいたってシンプルで、鳴子を
持つこと、前進すること、曲のどこかによさ
こい鳴子踊りのメロディーが入っていれば、

あとは全く自由。毎回斬新な曲や振り付けで
各チームが競い合います。こちらは、まさに
熱狂乱舞でしょうか。
　もう一つ、それぞれ全国１の生産量を誇る、
徳島のスダチと高知のユズ。因みに徳島はユ
ズも全国２位だとか。どちらも昔から日本料
理には欠かせない香味・酸味料ですが、最近
ではジュースやお酒、お菓子、西洋料理など
幅広く使われています。また、近年、成分が
注目され、スダチはアレルギーや動脈硬化、
糖尿病への効果。ユズの種子油にはメラニン
の生成を抑えたり、アレルギー性皮膚炎の炎
症にも効果があるとのことで、化粧品や香水
などが開発されています。
　徳島の阿波踊りも長い歴史の中で少しずつ
変化しながらも、踊りの形と和を重んじる精
神は脈々と続いています。ロータリーも発足
以来、親睦と奉仕の精神は引き継がれていま
す。大島ガバナーの今年度の方針のもと、第
2670地区の各クラブが「親睦と奉仕」という
基本理念に沿って交流を深め、活動の輪を広
げていけたらと願っています。
◇来訪ロータリアン及びお客さま
　第2670地区ガバナー
　　大島浩輔氏（徳島プリンスＲＣ）
　高知第Ⅰ分区ガバナー補佐
　　寺尾晴邦氏（高知ＲＣ）
　随行員
　　森本桂次氏、坂野正明氏、寺澤大毅氏
　　（徳島プリンスＲＣ）
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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
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■高知東ＲＣ当面の日程
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　　９月12日㈭　月見例会
高知中央ＲＣ　９月12日㈭　ロータリー休日
香長ＲＣ　　　９月17日㈫　休会
高知中央ＲＣ　９月19日㈭　月見夜間例会
香長ＲＣ　　　９月19日㈭　観月夜間例会
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

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
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チビニコ 合　計

９月４日
今期の累計

　徳島からまいりました大島と申します。こ
の会に先立ち、会長、幹事、柳澤パストガバ
ナーほか、大勢の方とお会いしていろんな情
報を仕入れました。ありがとうございました。
いかに皆さまが例会を大事に思っているか。
ロータリーに対して一生懸命働いてくださっ
ているか、りっぱなクラブ計画書を拝見しな
がら思った次第です。
　アメリカの「ザ・ロータリアン」を開ける
と、最初にマローニー会長が写っていて横に
メッセージが載っています。日本の「ロータ
リーの友」も、左から開けるとアメリカと全
く同じ物が載っています。このページは、ぜ
ひ読んでいただくようにお願いします。
　今月号には、「ロータリーの活動が家庭生
活と競合するのではなく、補完し合うような
文化を育みましょう。会員にどちらかを選ば
せるようなことがあってはなりません。私た
ちはあまりにも長い間、多くのイベントで、
子どもたちや、時には配偶者の参加を拒んで

きました。何と機会を無駄にしてきたでしょ
う」と書かれています。マローニーさんは、
少しでもロータリーに対する負担を少なくす
るようにということを、常に念頭に置かれて
います。もちろん正しい考え方だとは思うの
ですが、皆さんご自身でお読みになった上で、
ご判断をお願いします。
　また、今月号には面白い記事が二つありま
す。一つは、アントニーさんに、報道機関で
は最高のピューリッツァ賞が贈られた。アン
トニーさんは、長期交換学生として大阪で１
年間勉強した経験を持つ方で、そういう方が
賞を取られたということはおめでたいことだ
と思います。
　もう一つは、ポリオと戦う40年。ボーマー
という会長さんが、フィリピンのマニラ郊外
で530万の子どもに経口ワクチンをあげよう
という計画を立てた。予算は7,000万。これ
が40年続いているポリオのスタートです。私
も一度インドに行った経験がありますが、裸

◇ガバナーアドレス 第2670地区ガバナー  大島　浩輔 氏（徳島プリンスＲＣ）

足で、洋服も顔も泥だらけの子どもたちがた
くさん、ワクチンワクチンと言って走ってき
ます。
　ボーマーさんがワクチンを投与していると
き、小さい子どもがやってきた。その子はも
う既にポリオに罹っていたけれど、その子が
連れてきた妹にワクチンを投与すると、彼は
ボーマーさんの服を引っ張って叫ぶんです
「ありがとう、ありがとう、ロータリー」。
こんな感動的な話も載っていますので、ぜひ
お読みください。
　マローニー会長は、アラバマ州の出身で非
常に大きな方です。アラバマ州と言えばデキ
シーランドジャズ、綿花などが有名。奥さま
もマローニーさんと同じ弁護士で、とても優
しい方です。以前、私はアメリカにいると
き、「アメリカでは、職業奉仕はほとんど重
要視されていない」と聞きました。ところ
が、昨年度のバリー・ラシン会長は、インタ
ビューに答えて職業奉仕について触れていま
す。また、マローニー会長も日本に来たとき、
日本でこれだけ職業奉仕が大事にされている
ことを認識したとおっしゃっています。
　マローニー会長のテーマは「ロータリーは
世界をつなぐ」です。ロゴマークの真ん中の
青は地球でその周りをいろんな国の人が囲
み、各々が手を結んでいます。ロータリーを
中心にすれば、周りはロータリアン、インタ
ーアクター、ローターアクター、ライラリア
ンで結び合ってるということです。
　国際会議では、会長は１番最初にテーマを
発表します。けれど、マローニーさんは、ま
ず会員増強から始まりました。とにかく会員
を増やして、私たちのやっている事業に対し
て、もっともっとインパクトを与えていこう
というのが、彼の最初の言葉でした。彼によ
ると、113年も続いている職業分類表を使っ
て勧誘をお願いしたい。もう一つ、女性会員
を増やして欲しい。こちらのクラブには、会
長さんをはじめ７名の女性会員がいらっしゃ
るとお聞きしました。私どものクラブも８名
の女性会員がいて、こちらと同じく女性会長
です。現在、2670地区では11クラブが女性会
長です。今は世界で女性会員は20％、これを
５年間で40％にまでもっていきたいと希望さ
れています。日本は６％強。ぜひ、お声をか

けて、女性会員の増加に貢献していただきた
いと思います。
　次が、先ほどもお話しましたがポリオです。
８月23日、ナイジェリアでポリオ根絶の宣言
が出ました。野生株のポリオが見つからなく
なって３年たちました。あとはアフガニスタ
ンとパキスタンです。ただ、この二つのは、
常に何かが起こっているややこしい国で、今
も動乱の中にあって、軍隊の後ろで子どもた
ちにワクチンを与えているのが現状です。
　去年は両国で34人、今年は70数人、ようや
くこの数までになっています。今年、ロータ
リーが50億、その上に、ビル＆メランダゲイ
ツ財団が100億、合計150億でポリオに立ち向
かっていきます。10年後にはポリオがなくな
るようにロータリーは目指しています。
　戦争の話、平和の話は、日本からすると遠
い国での話だと思われるかもしれませんが、
ポリオのあとにくるのは、間違いなく平和セ
ンターです。今、世界では、アメリカ、イギ
リス、スウェーデン、オーストラリア、タイ、
日本の六つに平和センターがあります。今年
はアフリカのウガンダの大学を追加しました。
これをもっと増やすのがロータリーの夢です。
　今、平和フェローは１年間で約100人。現
在まで世界で1,200～1,300人。10年後3,000
人、20年後は5,000人、ますますロータリー
がピースフェローとして送り出す人が多くな
ります。そして、その人たちが国連やユニセ
フ、ＮＧＯで働き、あるいは識字率を上げた
り植樹をしたり、いろんな面から平和を築い
ていく、周りから平和を築いていくようにな
ります。今、この平和フェローに出している
お金は１人15円です。できれば50円ぐらいに
したいと私は思っています。
　11月、徳島で開催される地区大会には、講
師として、日本の平和センターでずっと活動
している山﨑さんをお呼びして、「世界の平
和に貢献する（ロータリー平和センター）」
と題して基調講演をしていただきます。皆さ
んにもっともっと平和フェローに近づいてい
ただきたいし、平和構築にロータリーが関
わっていくこと、これこそ、ロータリーの夢
に繋がることだと信じています。
　ロータリーにおける職業はprofessionでも
occupationでもなく、 vocational serviceと言

います。Vocationalには、神様から与えられ
た、あるいは、とてつもなく尊いところから
与えられたという意味があります。その職業
に一生懸命尽くして、いい気持ちを持って
ロータリーの例会に来てくださること、これ
が最も大きな職業奉仕ではないかと思います。

先ほど、いろんなお話を聞かせていただき、
このクラブのことをよく理解できました。こ
れからも、ロータリーのために頑張ってくだ
さるようにお願いをして、私の講話といたし
ます。本日は、どうもありがとうございまし
た。

◇出席率報告

 ● 大島浩輔ガバナー　本日はお世話になりま
す。
 ● 寺尾晴邦ガバナー補佐　今日は、おじゃま
させていただきありがとうございました。
 ● 前川美智子　本日は、大島ガバナー、徳島
プリンスＲＣの森本さん、坂野さん、寺澤さ
ん、寺尾ガバナー補佐、ようこそ高知東ＲＣ
へ。ありがとうございました。
 ● 岡本淳一　本日は大島ガバナー及び随行員
の皆さま、遠方よりお越しいただきありがと
うございました。地区大会でお会いできるこ
とを楽しみにしております。入会祝いもあり
がとうございます。
 ● 早瀬源慶　９月13日から始まる高知城博物
館“大名の墓をめぐる世界展”で大名家で行
われた法要コンサートがあり、各菩提寺の担
当で行われ、わが浄土宗は９月14日土曜日、
午後２時から担当します。正式の声明（しょ
うみょう）をお聞きください。浄土宗西山
（せいざん）派青年会が行います。
 ● 福岡満喜子　本日は水曜会の９月例会でブ
リザードフラワーのリースを皆さんと作りま
した。12階のすみれの間でしたので、終わっ
て食事をして下りてきました。
 ● 松井洋介　永さん、石川さん、武吉さん、

先日のゴルフありがとうございました。スコ
アは散々でしたがとても楽しかったです。今
回のニコニコは、永さん、石川さんと夜に
飲んだ分のお釣りです。本日、私の結婚記念
のお品をいただきました。（これを頂くまで
忘れてしまっていましたが…）ありがとうご
ざいました。
 ● 石川　健　９月30日結婚記念日を祝ってい
ただきありがとうございます。今日から小堀
憲助先生のテープを貸し出し開始しました。
入会３年以内の方は進んで聞いてみてくださ
い。希望者は石川か河野さんまで申し出てく
ださい。
 ● 西森やよい　大島ガバナー様、寺尾ガバナ
ー補佐様、森本様、坂野様、寺澤様、ご訪問
くださりありがとうございました。
 ● 竹村克彦　大島ガバナー、随行の皆さま、
ご苦労様です。家庭記念日と妻の誕生日のお
祝いありがとうございました。
 ● 寺村　勉　誕生日祝いありがとうございま
す。62歳になりました。これからも「う～
ん、今日もビールがうまい」でガンバリます。
前川会長からのバースデーカードとメッセー
ジ、感動してます。ありがとうございます。
 ● 北村　裕　誕生祝いありがとうございます。
私事ですが、古女房との結婚40周年を記念し
て、来週ハワイに行ってきます。アロ～ハ！
 ● 水上　元　結婚記念日のお祝いありがとう
ございました。
 ● 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。
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 ● 家庭記念日
　松井　洋介　　竹村　克彦　　水上　　元
　石川　　健
 ● 入会記念日
　岡本　淳一
◇幹　事　報　告
・９月のロータリーレートは１ドル106円です。
・９月14日、仁淀ＲＣ主催の「鮎の会」へ多

くの出席をお願いします。
・本日例会終了後、記念撮影を行います。
・理事会は、来週行います。
◇大島浩輔ガバナーと
　バナー交換を行いました。

　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 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。
◇９月の会員祝日
　（敬称略）
 ● 会員誕生日
　寺村　　勉
　北村　　裕
 ● 配偶者誕生日
　竹村　朱美　　山村　雅子　　永野加代子
　西内　恵子

高知東ロータリークラブ週報
第2389号

090月11日.2019

本日　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 三愛石油株式会社  代表取締役会長
関東高知県人会会長  土佐二十日会副会長
高知県観光特使

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18日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「三愛精神からくる郷土への想い」

金田　　凖 氏

第2435回　例会報告／令和元年９月４日　天候　曇

◇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、
本日は第2670地区の大島
ガバナーが公式訪問され
ています。また、徳島プ
リンスＲＣの森本さん、
坂野さん、寺澤さんが随

行員としてお見えです。ガバナーからは後ほ
どスピーチをいただきますので、よろしくお
願いいたします。
　大島ガバナーは徳島ということで、お隣同
士、ちょっと徳島と高知を調べてみました。
まず、どちらも全国に誇れる夏の祭りがあり
ます。徳島は「阿波踊り」、高知は「よさこ
い祭り」。
　先輩格の阿波踊りは、日本三大盆踊りの一
つで約400年の歴史があります。「連」と呼
ばれるチームが三味線や鉦、太鼓、笛などの
２拍子の伴奏にのって踊り歩きます。踊り
は、豪快かつ滑稽な男踊りと艶っぽく上品な
女踊りがあり、ひと言で言えば伝統の風格が
感じられます。
　一方、高知の「よさこい祭り」は、戦後の
街の復興を願って始まった比較的新しい祭り
です。ルールはいたってシンプルで、鳴子を
持つこと、前進すること、曲のどこかによさ
こい鳴子踊りのメロディーが入っていれば、

あとは全く自由。毎回斬新な曲や振り付けで
各チームが競い合います。こちらは、まさに
熱狂乱舞でしょうか。
　もう一つ、それぞれ全国１の生産量を誇る、
徳島のスダチと高知のユズ。因みに徳島はユ
ズも全国２位だとか。どちらも昔から日本料
理には欠かせない香味・酸味料ですが、最近
ではジュースやお酒、お菓子、西洋料理など
幅広く使われています。また、近年、成分が
注目され、スダチはアレルギーや動脈硬化、
糖尿病への効果。ユズの種子油にはメラニン
の生成を抑えたり、アレルギー性皮膚炎の炎
症にも効果があるとのことで、化粧品や香水
などが開発されています。
　徳島の阿波踊りも長い歴史の中で少しずつ
変化しながらも、踊りの形と和を重んじる精
神は脈々と続いています。ロータリーも発足
以来、親睦と奉仕の精神は引き継がれていま
す。大島ガバナーの今年度の方針のもと、第
2670地区の各クラブが「親睦と奉仕」という
基本理念に沿って交流を深め、活動の輪を広
げていけたらと願っています。
◇来訪ロータリアン及びお客さま
　第2670地区ガバナー
　　大島浩輔氏（徳島プリンスＲＣ）
　高知第Ⅰ分区ガバナー補佐
　　寺尾晴邦氏（高知ＲＣ）
　随行員
　　森本桂次氏、坂野正明氏、寺澤大毅氏
　　（徳島プリンスＲＣ）

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

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

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

●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

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

■高知東ＲＣ当面の日程
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　　９月12日㈭　月見例会
高知中央ＲＣ　９月12日㈭　ロータリー休日
香長ＲＣ　　　９月17日㈫　休会
高知中央ＲＣ　９月19日㈭　月見夜間例会
香長ＲＣ　　　９月19日㈭　観月夜間例会
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

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
322,536円

43,650円

366,186円

2,740円

967円

3,707円

325,276円

44,617円

369,893円

チビニコ 合　計

９月４日
今期の累計

　徳島からまいりました大島と申します。こ
の会に先立ち、会長、幹事、柳澤パストガバ
ナーほか、大勢の方とお会いしていろんな情
報を仕入れました。ありがとうございました。
いかに皆さまが例会を大事に思っているか。
ロータリーに対して一生懸命働いてくださっ
ているか、りっぱなクラブ計画書を拝見しな
がら思った次第です。
　アメリカの「ザ・ロータリアン」を開ける
と、最初にマローニー会長が写っていて横に
メッセージが載っています。日本の「ロータ
リーの友」も、左から開けるとアメリカと全
く同じ物が載っています。このページは、ぜ
ひ読んでいただくようにお願いします。
　今月号には、「ロータリーの活動が家庭生
活と競合するのではなく、補完し合うような
文化を育みましょう。会員にどちらかを選ば
せるようなことがあってはなりません。私た
ちはあまりにも長い間、多くのイベントで、
子どもたちや、時には配偶者の参加を拒んで

きました。何と機会を無駄にしてきたでしょ
う」と書かれています。マローニーさんは、
少しでもロータリーに対する負担を少なくす
るようにということを、常に念頭に置かれて
います。もちろん正しい考え方だとは思うの
ですが、皆さんご自身でお読みになった上で、
ご判断をお願いします。
　また、今月号には面白い記事が二つありま
す。一つは、アントニーさんに、報道機関で
は最高のピューリッツァ賞が贈られた。アン
トニーさんは、長期交換学生として大阪で１
年間勉強した経験を持つ方で、そういう方が
賞を取られたということはおめでたいことだ
と思います。
　もう一つは、ポリオと戦う40年。ボーマー
という会長さんが、フィリピンのマニラ郊外
で530万の子どもに経口ワクチンをあげよう
という計画を立てた。予算は7,000万。これ
が40年続いているポリオのスタートです。私
も一度インドに行った経験がありますが、裸

◇ガバナーアドレス 第2670地区ガバナー  大島　浩輔 氏（徳島プリンスＲＣ）

足で、洋服も顔も泥だらけの子どもたちがた
くさん、ワクチンワクチンと言って走ってき
ます。
　ボーマーさんがワクチンを投与していると
き、小さい子どもがやってきた。その子はも
う既にポリオに罹っていたけれど、その子が
連れてきた妹にワクチンを投与すると、彼は
ボーマーさんの服を引っ張って叫ぶんです
「ありがとう、ありがとう、ロータリー」。
こんな感動的な話も載っていますので、ぜひ
お読みください。
　マローニー会長は、アラバマ州の出身で非
常に大きな方です。アラバマ州と言えばデキ
シーランドジャズ、綿花などが有名。奥さま
もマローニーさんと同じ弁護士で、とても優
しい方です。以前、私はアメリカにいると
き、「アメリカでは、職業奉仕はほとんど重
要視されていない」と聞きました。ところ
が、昨年度のバリー・ラシン会長は、インタ
ビューに答えて職業奉仕について触れていま
す。また、マローニー会長も日本に来たとき、
日本でこれだけ職業奉仕が大事にされている
ことを認識したとおっしゃっています。
　マローニー会長のテーマは「ロータリーは
世界をつなぐ」です。ロゴマークの真ん中の
青は地球でその周りをいろんな国の人が囲
み、各々が手を結んでいます。ロータリーを
中心にすれば、周りはロータリアン、インタ
ーアクター、ローターアクター、ライラリア
ンで結び合ってるということです。
　国際会議では、会長は１番最初にテーマを
発表します。けれど、マローニーさんは、ま
ず会員増強から始まりました。とにかく会員
を増やして、私たちのやっている事業に対し
て、もっともっとインパクトを与えていこう
というのが、彼の最初の言葉でした。彼によ
ると、113年も続いている職業分類表を使っ
て勧誘をお願いしたい。もう一つ、女性会員
を増やして欲しい。こちらのクラブには、会
長さんをはじめ７名の女性会員がいらっしゃ
るとお聞きしました。私どものクラブも８名
の女性会員がいて、こちらと同じく女性会長
です。現在、2670地区では11クラブが女性会
長です。今は世界で女性会員は20％、これを
５年間で40％にまでもっていきたいと希望さ
れています。日本は６％強。ぜひ、お声をか

けて、女性会員の増加に貢献していただきた
いと思います。
　次が、先ほどもお話しましたがポリオです。
８月23日、ナイジェリアでポリオ根絶の宣言
が出ました。野生株のポリオが見つからなく
なって３年たちました。あとはアフガニスタ
ンとパキスタンです。ただ、この二つのは、
常に何かが起こっているややこしい国で、今
も動乱の中にあって、軍隊の後ろで子どもた
ちにワクチンを与えているのが現状です。
　去年は両国で34人、今年は70数人、ようや
くこの数までになっています。今年、ロータ
リーが50億、その上に、ビル＆メランダゲイ
ツ財団が100億、合計150億でポリオに立ち向
かっていきます。10年後にはポリオがなくな
るようにロータリーは目指しています。
　戦争の話、平和の話は、日本からすると遠
い国での話だと思われるかもしれませんが、
ポリオのあとにくるのは、間違いなく平和セ
ンターです。今、世界では、アメリカ、イギ
リス、スウェーデン、オーストラリア、タイ、
日本の六つに平和センターがあります。今年
はアフリカのウガンダの大学を追加しました。
これをもっと増やすのがロータリーの夢です。
　今、平和フェローは１年間で約100人。現
在まで世界で1,200～1,300人。10年後3,000
人、20年後は5,000人、ますますロータリー
がピースフェローとして送り出す人が多くな
ります。そして、その人たちが国連やユニセ
フ、ＮＧＯで働き、あるいは識字率を上げた
り植樹をしたり、いろんな面から平和を築い
ていく、周りから平和を築いていくようにな
ります。今、この平和フェローに出している
お金は１人15円です。できれば50円ぐらいに
したいと私は思っています。
　11月、徳島で開催される地区大会には、講
師として、日本の平和センターでずっと活動
している山﨑さんをお呼びして、「世界の平
和に貢献する（ロータリー平和センター）」
と題して基調講演をしていただきます。皆さ
んにもっともっと平和フェローに近づいてい
ただきたいし、平和構築にロータリーが関
わっていくこと、これこそ、ロータリーの夢
に繋がることだと信じています。
　ロータリーにおける職業はprofessionでも
occupationでもなく、 vocational serviceと言

います。Vocationalには、神様から与えられ
た、あるいは、とてつもなく尊いところから
与えられたという意味があります。その職業
に一生懸命尽くして、いい気持ちを持って
ロータリーの例会に来てくださること、これ
が最も大きな職業奉仕ではないかと思います。

先ほど、いろんなお話を聞かせていただき、
このクラブのことをよく理解できました。こ
れからも、ロータリーのために頑張ってくだ
さるようにお願いをして、私の講話といたし
ます。本日は、どうもありがとうございまし
た。

◇出席率報告

 ● 大島浩輔ガバナー　本日はお世話になりま
す。
 ● 寺尾晴邦ガバナー補佐　今日は、おじゃま
させていただきありがとうございました。
 ● 前川美智子　本日は、大島ガバナー、徳島
プリンスＲＣの森本さん、坂野さん、寺澤さ
ん、寺尾ガバナー補佐、ようこそ高知東ＲＣ
へ。ありがとうございました。
 ● 岡本淳一　本日は大島ガバナー及び随行員
の皆さま、遠方よりお越しいただきありがと
うございました。地区大会でお会いできるこ
とを楽しみにしております。入会祝いもあり
がとうございます。
 ● 早瀬源慶　９月13日から始まる高知城博物
館“大名の墓をめぐる世界展”で大名家で行
われた法要コンサートがあり、各菩提寺の担
当で行われ、わが浄土宗は９月14日土曜日、
午後２時から担当します。正式の声明（しょ
うみょう）をお聞きください。浄土宗西山
（せいざん）派青年会が行います。
 ● 福岡満喜子　本日は水曜会の９月例会でブ
リザードフラワーのリースを皆さんと作りま
した。12階のすみれの間でしたので、終わっ
て食事をして下りてきました。
 ● 松井洋介　永さん、石川さん、武吉さん、

先日のゴルフありがとうございました。スコ
アは散々でしたがとても楽しかったです。今
回のニコニコは、永さん、石川さんと夜に
飲んだ分のお釣りです。本日、私の結婚記念
のお品をいただきました。（これを頂くまで
忘れてしまっていましたが…）ありがとうご
ざいました。
 ● 石川　健　９月30日結婚記念日を祝ってい
ただきありがとうございます。今日から小堀
憲助先生のテープを貸し出し開始しました。
入会３年以内の方は進んで聞いてみてくださ
い。希望者は石川か河野さんまで申し出てく
ださい。
 ● 西森やよい　大島ガバナー様、寺尾ガバナ
ー補佐様、森本様、坂野様、寺澤様、ご訪問
くださりありがとうございました。
 ● 竹村克彦　大島ガバナー、随行の皆さま、
ご苦労様です。家庭記念日と妻の誕生日のお
祝いありがとうございました。
 ● 寺村　勉　誕生日祝いありがとうございま
す。62歳になりました。これからも「う～
ん、今日もビールがうまい」でガンバリます。
前川会長からのバースデーカードとメッセー
ジ、感動してます。ありがとうございます。
 ● 北村　裕　誕生祝いありがとうございます。
私事ですが、古女房との結婚40周年を記念し
て、来週ハワイに行ってきます。アロ～ハ！
 ● 水上　元　結婚記念日のお祝いありがとう
ございました。
 ● 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。
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 ● 家庭記念日
　松井　洋介　　竹村　克彦　　水上　　元
　石川　　健
 ● 入会記念日
　岡本　淳一
◇幹　事　報　告
・９月のロータリーレートは１ドル106円です。
・９月14日、仁淀ＲＣ主催の「鮎の会」へ多

くの出席をお願いします。
・本日例会終了後、記念撮影を行います。
・理事会は、来週行います。
◇大島浩輔ガバナーと
　バナー交換を行いました。

　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 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。
◇９月の会員祝日
　（敬称略）
 ● 会員誕生日
　寺村　　勉
　北村　　裕
 ● 配偶者誕生日
　竹村　朱美　　山村　雅子　　永野加代子
　西内　恵子

高知東ロータリークラブ週報
第2389号

090月11日.2019

本日　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 三愛石油株式会社  代表取締役会長
関東高知県人会会長  土佐二十日会副会長
高知県観光特使

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18日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「三愛精神からくる郷土への想い」

金田　　凖 氏

第2435回　例会報告／令和元年９月４日　天候　曇

◇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、
本日は第2670地区の大島
ガバナーが公式訪問され
ています。また、徳島プ
リンスＲＣの森本さん、
坂野さん、寺澤さんが随

行員としてお見えです。ガバナーからは後ほ
どスピーチをいただきますので、よろしくお
願いいたします。
　大島ガバナーは徳島ということで、お隣同
士、ちょっと徳島と高知を調べてみました。
まず、どちらも全国に誇れる夏の祭りがあり
ます。徳島は「阿波踊り」、高知は「よさこ
い祭り」。
　先輩格の阿波踊りは、日本三大盆踊りの一
つで約400年の歴史があります。「連」と呼
ばれるチームが三味線や鉦、太鼓、笛などの
２拍子の伴奏にのって踊り歩きます。踊り
は、豪快かつ滑稽な男踊りと艶っぽく上品な
女踊りがあり、ひと言で言えば伝統の風格が
感じられます。
　一方、高知の「よさこい祭り」は、戦後の
街の復興を願って始まった比較的新しい祭り
です。ルールはいたってシンプルで、鳴子を
持つこと、前進すること、曲のどこかによさ
こい鳴子踊りのメロディーが入っていれば、

あとは全く自由。毎回斬新な曲や振り付けで
各チームが競い合います。こちらは、まさに
熱狂乱舞でしょうか。
　もう一つ、それぞれ全国１の生産量を誇る、
徳島のスダチと高知のユズ。因みに徳島はユ
ズも全国２位だとか。どちらも昔から日本料
理には欠かせない香味・酸味料ですが、最近
ではジュースやお酒、お菓子、西洋料理など
幅広く使われています。また、近年、成分が
注目され、スダチはアレルギーや動脈硬化、
糖尿病への効果。ユズの種子油にはメラニン
の生成を抑えたり、アレルギー性皮膚炎の炎
症にも効果があるとのことで、化粧品や香水
などが開発されています。
　徳島の阿波踊りも長い歴史の中で少しずつ
変化しながらも、踊りの形と和を重んじる精
神は脈々と続いています。ロータリーも発足
以来、親睦と奉仕の精神は引き継がれていま
す。大島ガバナーの今年度の方針のもと、第
2670地区の各クラブが「親睦と奉仕」という
基本理念に沿って交流を深め、活動の輪を広
げていけたらと願っています。
◇来訪ロータリアン及びお客さま
　第2670地区ガバナー
　　大島浩輔氏（徳島プリンスＲＣ）
　高知第Ⅰ分区ガバナー補佐
　　寺尾晴邦氏（高知ＲＣ）
　随行員
　　森本桂次氏、坂野正明氏、寺澤大毅氏
　　（徳島プリンスＲＣ）
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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
●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　　９月12日㈭　月見例会
高知中央ＲＣ　９月12日㈭　ロータリー休日
香長ＲＣ　　　９月17日㈫　休会
高知中央ＲＣ　９月19日㈭　月見夜間例会
香長ＲＣ　　　９月19日㈭　観月夜間例会
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

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
322,536円

43,650円

366,186円

2,740円

967円

3,707円

325,276円

44,617円

369,893円

チビニコ 合　計

９月４日
今期の累計

　徳島からまいりました大島と申します。こ
の会に先立ち、会長、幹事、柳澤パストガバ
ナーほか、大勢の方とお会いしていろんな情
報を仕入れました。ありがとうございました。
いかに皆さまが例会を大事に思っているか。
ロータリーに対して一生懸命働いてくださっ
ているか、りっぱなクラブ計画書を拝見しな
がら思った次第です。
　アメリカの「ザ・ロータリアン」を開ける
と、最初にマローニー会長が写っていて横に
メッセージが載っています。日本の「ロータ
リーの友」も、左から開けるとアメリカと全
く同じ物が載っています。このページは、ぜ
ひ読んでいただくようにお願いします。
　今月号には、「ロータリーの活動が家庭生
活と競合するのではなく、補完し合うような
文化を育みましょう。会員にどちらかを選ば
せるようなことがあってはなりません。私た
ちはあまりにも長い間、多くのイベントで、
子どもたちや、時には配偶者の参加を拒んで

きました。何と機会を無駄にしてきたでしょ
う」と書かれています。マローニーさんは、
少しでもロータリーに対する負担を少なくす
るようにということを、常に念頭に置かれて
います。もちろん正しい考え方だとは思うの
ですが、皆さんご自身でお読みになった上で、
ご判断をお願いします。
　また、今月号には面白い記事が二つありま
す。一つは、アントニーさんに、報道機関で
は最高のピューリッツァ賞が贈られた。アン
トニーさんは、長期交換学生として大阪で１
年間勉強した経験を持つ方で、そういう方が
賞を取られたということはおめでたいことだ
と思います。
　もう一つは、ポリオと戦う40年。ボーマー
という会長さんが、フィリピンのマニラ郊外
で530万の子どもに経口ワクチンをあげよう
という計画を立てた。予算は7,000万。これ
が40年続いているポリオのスタートです。私
も一度インドに行った経験がありますが、裸

◇ガバナーアドレス 第2670地区ガバナー  大島　浩輔 氏（徳島プリンスＲＣ）

足で、洋服も顔も泥だらけの子どもたちがた
くさん、ワクチンワクチンと言って走ってき
ます。
　ボーマーさんがワクチンを投与していると
き、小さい子どもがやってきた。その子はも
う既にポリオに罹っていたけれど、その子が
連れてきた妹にワクチンを投与すると、彼は
ボーマーさんの服を引っ張って叫ぶんです
「ありがとう、ありがとう、ロータリー」。
こんな感動的な話も載っていますので、ぜひ
お読みください。
　マローニー会長は、アラバマ州の出身で非
常に大きな方です。アラバマ州と言えばデキ
シーランドジャズ、綿花などが有名。奥さま
もマローニーさんと同じ弁護士で、とても優
しい方です。以前、私はアメリカにいると
き、「アメリカでは、職業奉仕はほとんど重
要視されていない」と聞きました。ところ
が、昨年度のバリー・ラシン会長は、インタ
ビューに答えて職業奉仕について触れていま
す。また、マローニー会長も日本に来たとき、
日本でこれだけ職業奉仕が大事にされている
ことを認識したとおっしゃっています。
　マローニー会長のテーマは「ロータリーは
世界をつなぐ」です。ロゴマークの真ん中の
青は地球でその周りをいろんな国の人が囲
み、各々が手を結んでいます。ロータリーを
中心にすれば、周りはロータリアン、インタ
ーアクター、ローターアクター、ライラリア
ンで結び合ってるということです。
　国際会議では、会長は１番最初にテーマを
発表します。けれど、マローニーさんは、ま
ず会員増強から始まりました。とにかく会員
を増やして、私たちのやっている事業に対し
て、もっともっとインパクトを与えていこう
というのが、彼の最初の言葉でした。彼によ
ると、113年も続いている職業分類表を使っ
て勧誘をお願いしたい。もう一つ、女性会員
を増やして欲しい。こちらのクラブには、会
長さんをはじめ７名の女性会員がいらっしゃ
るとお聞きしました。私どものクラブも８名
の女性会員がいて、こちらと同じく女性会長
です。現在、2670地区では11クラブが女性会
長です。今は世界で女性会員は20％、これを
５年間で40％にまでもっていきたいと希望さ
れています。日本は６％強。ぜひ、お声をか

けて、女性会員の増加に貢献していただきた
いと思います。
　次が、先ほどもお話しましたがポリオです。
８月23日、ナイジェリアでポリオ根絶の宣言
が出ました。野生株のポリオが見つからなく
なって３年たちました。あとはアフガニスタ
ンとパキスタンです。ただ、この二つのは、
常に何かが起こっているややこしい国で、今
も動乱の中にあって、軍隊の後ろで子どもた
ちにワクチンを与えているのが現状です。
　去年は両国で34人、今年は70数人、ようや
くこの数までになっています。今年、ロータ
リーが50億、その上に、ビル＆メランダゲイ
ツ財団が100億、合計150億でポリオに立ち向
かっていきます。10年後にはポリオがなくな
るようにロータリーは目指しています。
　戦争の話、平和の話は、日本からすると遠
い国での話だと思われるかもしれませんが、
ポリオのあとにくるのは、間違いなく平和セ
ンターです。今、世界では、アメリカ、イギ
リス、スウェーデン、オーストラリア、タイ、
日本の六つに平和センターがあります。今年
はアフリカのウガンダの大学を追加しました。
これをもっと増やすのがロータリーの夢です。
　今、平和フェローは１年間で約100人。現
在まで世界で1,200～1,300人。10年後3,000
人、20年後は5,000人、ますますロータリー
がピースフェローとして送り出す人が多くな
ります。そして、その人たちが国連やユニセ
フ、ＮＧＯで働き、あるいは識字率を上げた
り植樹をしたり、いろんな面から平和を築い
ていく、周りから平和を築いていくようにな
ります。今、この平和フェローに出している
お金は１人15円です。できれば50円ぐらいに
したいと私は思っています。
　11月、徳島で開催される地区大会には、講
師として、日本の平和センターでずっと活動
している山﨑さんをお呼びして、「世界の平
和に貢献する（ロータリー平和センター）」
と題して基調講演をしていただきます。皆さ
んにもっともっと平和フェローに近づいてい
ただきたいし、平和構築にロータリーが関
わっていくこと、これこそ、ロータリーの夢
に繋がることだと信じています。
　ロータリーにおける職業はprofessionでも
occupationでもなく、 vocational serviceと言

います。Vocationalには、神様から与えられ
た、あるいは、とてつもなく尊いところから
与えられたという意味があります。その職業
に一生懸命尽くして、いい気持ちを持って
ロータリーの例会に来てくださること、これ
が最も大きな職業奉仕ではないかと思います。

先ほど、いろんなお話を聞かせていただき、
このクラブのことをよく理解できました。こ
れからも、ロータリーのために頑張ってくだ
さるようにお願いをして、私の講話といたし
ます。本日は、どうもありがとうございまし
た。

◇出席率報告

 ● 大島浩輔ガバナー　本日はお世話になりま
す。
 ● 寺尾晴邦ガバナー補佐　今日は、おじゃま
させていただきありがとうございました。
 ● 前川美智子　本日は、大島ガバナー、徳島
プリンスＲＣの森本さん、坂野さん、寺澤さ
ん、寺尾ガバナー補佐、ようこそ高知東ＲＣ
へ。ありがとうございました。
 ● 岡本淳一　本日は大島ガバナー及び随行員
の皆さま、遠方よりお越しいただきありがと
うございました。地区大会でお会いできるこ
とを楽しみにしております。入会祝いもあり
がとうございます。
 ● 早瀬源慶　９月13日から始まる高知城博物
館“大名の墓をめぐる世界展”で大名家で行
われた法要コンサートがあり、各菩提寺の担
当で行われ、わが浄土宗は９月14日土曜日、
午後２時から担当します。正式の声明（しょ
うみょう）をお聞きください。浄土宗西山
（せいざん）派青年会が行います。
 ● 福岡満喜子　本日は水曜会の９月例会でブ
リザードフラワーのリースを皆さんと作りま
した。12階のすみれの間でしたので、終わっ
て食事をして下りてきました。
 ● 松井洋介　永さん、石川さん、武吉さん、

先日のゴルフありがとうございました。スコ
アは散々でしたがとても楽しかったです。今
回のニコニコは、永さん、石川さんと夜に
飲んだ分のお釣りです。本日、私の結婚記念
のお品をいただきました。（これを頂くまで
忘れてしまっていましたが…）ありがとうご
ざいました。
 ● 石川　健　９月30日結婚記念日を祝ってい
ただきありがとうございます。今日から小堀
憲助先生のテープを貸し出し開始しました。
入会３年以内の方は進んで聞いてみてくださ
い。希望者は石川か河野さんまで申し出てく
ださい。
 ● 西森やよい　大島ガバナー様、寺尾ガバナ
ー補佐様、森本様、坂野様、寺澤様、ご訪問
くださりありがとうございました。
 ● 竹村克彦　大島ガバナー、随行の皆さま、
ご苦労様です。家庭記念日と妻の誕生日のお
祝いありがとうございました。
 ● 寺村　勉　誕生日祝いありがとうございま
す。62歳になりました。これからも「う～
ん、今日もビールがうまい」でガンバリます。
前川会長からのバースデーカードとメッセー
ジ、感動してます。ありがとうございます。
 ● 北村　裕　誕生祝いありがとうございます。
私事ですが、古女房との結婚40周年を記念し
て、来週ハワイに行ってきます。アロ～ハ！
 ● 水上　元　結婚記念日のお祝いありがとう
ございました。
 ● 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。
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 ● 家庭記念日
　松井　洋介　　竹村　克彦　　水上　　元
　石川　　健
 ● 入会記念日
　岡本　淳一
◇幹　事　報　告
・９月のロータリーレートは１ドル106円です。
・９月14日、仁淀ＲＣ主催の「鮎の会」へ多

くの出席をお願いします。
・本日例会終了後、記念撮影を行います。
・理事会は、来週行います。
◇大島浩輔ガバナーと
　バナー交換を行いました。

　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 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。
◇９月の会員祝日
　（敬称略）
 ● 会員誕生日
　寺村　　勉
　北村　　裕
 ● 配偶者誕生日
　竹村　朱美　　山村　雅子　　永野加代子
　西内　恵子

高知東ロータリークラブ週報
第2389号

090月11日.2019

本日　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 三愛石油株式会社  代表取締役会長
関東高知県人会会長  土佐二十日会副会長
高知県観光特使

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18日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「三愛精神からくる郷土への想い」

金田　　凖 氏

第2435回　例会報告／令和元年９月４日　天候　曇

◇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、
本日は第2670地区の大島
ガバナーが公式訪問され
ています。また、徳島プ
リンスＲＣの森本さん、
坂野さん、寺澤さんが随

行員としてお見えです。ガバナーからは後ほ
どスピーチをいただきますので、よろしくお
願いいたします。
　大島ガバナーは徳島ということで、お隣同
士、ちょっと徳島と高知を調べてみました。
まず、どちらも全国に誇れる夏の祭りがあり
ます。徳島は「阿波踊り」、高知は「よさこ
い祭り」。
　先輩格の阿波踊りは、日本三大盆踊りの一
つで約400年の歴史があります。「連」と呼
ばれるチームが三味線や鉦、太鼓、笛などの
２拍子の伴奏にのって踊り歩きます。踊り
は、豪快かつ滑稽な男踊りと艶っぽく上品な
女踊りがあり、ひと言で言えば伝統の風格が
感じられます。
　一方、高知の「よさこい祭り」は、戦後の
街の復興を願って始まった比較的新しい祭り
です。ルールはいたってシンプルで、鳴子を
持つこと、前進すること、曲のどこかによさ
こい鳴子踊りのメロディーが入っていれば、

あとは全く自由。毎回斬新な曲や振り付けで
各チームが競い合います。こちらは、まさに
熱狂乱舞でしょうか。
　もう一つ、それぞれ全国１の生産量を誇る、
徳島のスダチと高知のユズ。因みに徳島はユ
ズも全国２位だとか。どちらも昔から日本料
理には欠かせない香味・酸味料ですが、最近
ではジュースやお酒、お菓子、西洋料理など
幅広く使われています。また、近年、成分が
注目され、スダチはアレルギーや動脈硬化、
糖尿病への効果。ユズの種子油にはメラニン
の生成を抑えたり、アレルギー性皮膚炎の炎
症にも効果があるとのことで、化粧品や香水
などが開発されています。
　徳島の阿波踊りも長い歴史の中で少しずつ
変化しながらも、踊りの形と和を重んじる精
神は脈々と続いています。ロータリーも発足
以来、親睦と奉仕の精神は引き継がれていま
す。大島ガバナーの今年度の方針のもと、第
2670地区の各クラブが「親睦と奉仕」という
基本理念に沿って交流を深め、活動の輪を広
げていけたらと願っています。
◇来訪ロータリアン及びお客さま
　第2670地区ガバナー
　　大島浩輔氏（徳島プリンスＲＣ）
　高知第Ⅰ分区ガバナー補佐
　　寺尾晴邦氏（高知ＲＣ）
　随行員
　　森本桂次氏、坂野正明氏、寺澤大毅氏
　　（徳島プリンスＲＣ）
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■高知東ＲＣ当面の日程
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　　９月12日㈭　月見例会
高知中央ＲＣ　９月12日㈭　ロータリー休日
香長ＲＣ　　　９月17日㈫　休会
高知中央ＲＣ　９月19日㈭　月見夜間例会
香長ＲＣ　　　９月19日㈭　観月夜間例会
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

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
322,536円

43,650円

366,186円

2,740円

967円

3,707円

325,276円

44,617円

369,893円

チビニコ 合　計

９月４日
今期の累計

　徳島からまいりました大島と申します。こ
の会に先立ち、会長、幹事、柳澤パストガバ
ナーほか、大勢の方とお会いしていろんな情
報を仕入れました。ありがとうございました。
いかに皆さまが例会を大事に思っているか。
ロータリーに対して一生懸命働いてくださっ
ているか、りっぱなクラブ計画書を拝見しな
がら思った次第です。
　アメリカの「ザ・ロータリアン」を開ける
と、最初にマローニー会長が写っていて横に
メッセージが載っています。日本の「ロータ
リーの友」も、左から開けるとアメリカと全
く同じ物が載っています。このページは、ぜ
ひ読んでいただくようにお願いします。
　今月号には、「ロータリーの活動が家庭生
活と競合するのではなく、補完し合うような
文化を育みましょう。会員にどちらかを選ば
せるようなことがあってはなりません。私た
ちはあまりにも長い間、多くのイベントで、
子どもたちや、時には配偶者の参加を拒んで

きました。何と機会を無駄にしてきたでしょ
う」と書かれています。マローニーさんは、
少しでもロータリーに対する負担を少なくす
るようにということを、常に念頭に置かれて
います。もちろん正しい考え方だとは思うの
ですが、皆さんご自身でお読みになった上で、
ご判断をお願いします。
　また、今月号には面白い記事が二つありま
す。一つは、アントニーさんに、報道機関で
は最高のピューリッツァ賞が贈られた。アン
トニーさんは、長期交換学生として大阪で１
年間勉強した経験を持つ方で、そういう方が
賞を取られたということはおめでたいことだ
と思います。
　もう一つは、ポリオと戦う40年。ボーマー
という会長さんが、フィリピンのマニラ郊外
で530万の子どもに経口ワクチンをあげよう
という計画を立てた。予算は7,000万。これ
が40年続いているポリオのスタートです。私
も一度インドに行った経験がありますが、裸

◇ガバナーアドレス 第2670地区ガバナー  大島　浩輔 氏（徳島プリンスＲＣ）

足で、洋服も顔も泥だらけの子どもたちがた
くさん、ワクチンワクチンと言って走ってき
ます。
　ボーマーさんがワクチンを投与していると
き、小さい子どもがやってきた。その子はも
う既にポリオに罹っていたけれど、その子が
連れてきた妹にワクチンを投与すると、彼は
ボーマーさんの服を引っ張って叫ぶんです
「ありがとう、ありがとう、ロータリー」。
こんな感動的な話も載っていますので、ぜひ
お読みください。
　マローニー会長は、アラバマ州の出身で非
常に大きな方です。アラバマ州と言えばデキ
シーランドジャズ、綿花などが有名。奥さま
もマローニーさんと同じ弁護士で、とても優
しい方です。以前、私はアメリカにいると
き、「アメリカでは、職業奉仕はほとんど重
要視されていない」と聞きました。ところ
が、昨年度のバリー・ラシン会長は、インタ
ビューに答えて職業奉仕について触れていま
す。また、マローニー会長も日本に来たとき、
日本でこれだけ職業奉仕が大事にされている
ことを認識したとおっしゃっています。
　マローニー会長のテーマは「ロータリーは
世界をつなぐ」です。ロゴマークの真ん中の
青は地球でその周りをいろんな国の人が囲
み、各々が手を結んでいます。ロータリーを
中心にすれば、周りはロータリアン、インタ
ーアクター、ローターアクター、ライラリア
ンで結び合ってるということです。
　国際会議では、会長は１番最初にテーマを
発表します。けれど、マローニーさんは、ま
ず会員増強から始まりました。とにかく会員
を増やして、私たちのやっている事業に対し
て、もっともっとインパクトを与えていこう
というのが、彼の最初の言葉でした。彼によ
ると、113年も続いている職業分類表を使っ
て勧誘をお願いしたい。もう一つ、女性会員
を増やして欲しい。こちらのクラブには、会
長さんをはじめ７名の女性会員がいらっしゃ
るとお聞きしました。私どものクラブも８名
の女性会員がいて、こちらと同じく女性会長
です。現在、2670地区では11クラブが女性会
長です。今は世界で女性会員は20％、これを
５年間で40％にまでもっていきたいと希望さ
れています。日本は６％強。ぜひ、お声をか

けて、女性会員の増加に貢献していただきた
いと思います。
　次が、先ほどもお話しましたがポリオです。
８月23日、ナイジェリアでポリオ根絶の宣言
が出ました。野生株のポリオが見つからなく
なって３年たちました。あとはアフガニスタ
ンとパキスタンです。ただ、この二つのは、
常に何かが起こっているややこしい国で、今
も動乱の中にあって、軍隊の後ろで子どもた
ちにワクチンを与えているのが現状です。
　去年は両国で34人、今年は70数人、ようや
くこの数までになっています。今年、ロータ
リーが50億、その上に、ビル＆メランダゲイ
ツ財団が100億、合計150億でポリオに立ち向
かっていきます。10年後にはポリオがなくな
るようにロータリーは目指しています。
　戦争の話、平和の話は、日本からすると遠
い国での話だと思われるかもしれませんが、
ポリオのあとにくるのは、間違いなく平和セ
ンターです。今、世界では、アメリカ、イギ
リス、スウェーデン、オーストラリア、タイ、
日本の六つに平和センターがあります。今年
はアフリカのウガンダの大学を追加しました。
これをもっと増やすのがロータリーの夢です。
　今、平和フェローは１年間で約100人。現
在まで世界で1,200～1,300人。10年後3,000
人、20年後は5,000人、ますますロータリー
がピースフェローとして送り出す人が多くな
ります。そして、その人たちが国連やユニセ
フ、ＮＧＯで働き、あるいは識字率を上げた
り植樹をしたり、いろんな面から平和を築い
ていく、周りから平和を築いていくようにな
ります。今、この平和フェローに出している
お金は１人15円です。できれば50円ぐらいに
したいと私は思っています。
　11月、徳島で開催される地区大会には、講
師として、日本の平和センターでずっと活動
している山﨑さんをお呼びして、「世界の平
和に貢献する（ロータリー平和センター）」
と題して基調講演をしていただきます。皆さ
んにもっともっと平和フェローに近づいてい
ただきたいし、平和構築にロータリーが関
わっていくこと、これこそ、ロータリーの夢
に繋がることだと信じています。
　ロータリーにおける職業はprofessionでも
occupationでもなく、 vocational serviceと言

います。Vocationalには、神様から与えられ
た、あるいは、とてつもなく尊いところから
与えられたという意味があります。その職業
に一生懸命尽くして、いい気持ちを持って
ロータリーの例会に来てくださること、これ
が最も大きな職業奉仕ではないかと思います。

先ほど、いろんなお話を聞かせていただき、
このクラブのことをよく理解できました。こ
れからも、ロータリーのために頑張ってくだ
さるようにお願いをして、私の講話といたし
ます。本日は、どうもありがとうございまし
た。

◇出席率報告

 ● 大島浩輔ガバナー　本日はお世話になりま
す。
 ● 寺尾晴邦ガバナー補佐　今日は、おじゃま
させていただきありがとうございました。
 ● 前川美智子　本日は、大島ガバナー、徳島
プリンスＲＣの森本さん、坂野さん、寺澤さ
ん、寺尾ガバナー補佐、ようこそ高知東ＲＣ
へ。ありがとうございました。
 ● 岡本淳一　本日は大島ガバナー及び随行員
の皆さま、遠方よりお越しいただきありがと
うございました。地区大会でお会いできるこ
とを楽しみにしております。入会祝いもあり
がとうございます。
 ● 早瀬源慶　９月13日から始まる高知城博物
館“大名の墓をめぐる世界展”で大名家で行
われた法要コンサートがあり、各菩提寺の担
当で行われ、わが浄土宗は９月14日土曜日、
午後２時から担当します。正式の声明（しょ
うみょう）をお聞きください。浄土宗西山
（せいざん）派青年会が行います。
 ● 福岡満喜子　本日は水曜会の９月例会でブ
リザードフラワーのリースを皆さんと作りま
した。12階のすみれの間でしたので、終わっ
て食事をして下りてきました。
 ● 松井洋介　永さん、石川さん、武吉さん、

先日のゴルフありがとうございました。スコ
アは散々でしたがとても楽しかったです。今
回のニコニコは、永さん、石川さんと夜に
飲んだ分のお釣りです。本日、私の結婚記念
のお品をいただきました。（これを頂くまで
忘れてしまっていましたが…）ありがとうご
ざいました。
 ● 石川　健　９月30日結婚記念日を祝ってい
ただきありがとうございます。今日から小堀
憲助先生のテープを貸し出し開始しました。
入会３年以内の方は進んで聞いてみてくださ
い。希望者は石川か河野さんまで申し出てく
ださい。
 ● 西森やよい　大島ガバナー様、寺尾ガバナ
ー補佐様、森本様、坂野様、寺澤様、ご訪問
くださりありがとうございました。
 ● 竹村克彦　大島ガバナー、随行の皆さま、
ご苦労様です。家庭記念日と妻の誕生日のお
祝いありがとうございました。
 ● 寺村　勉　誕生日祝いありがとうございま
す。62歳になりました。これからも「う～
ん、今日もビールがうまい」でガンバリます。
前川会長からのバースデーカードとメッセー
ジ、感動してます。ありがとうございます。
 ● 北村　裕　誕生祝いありがとうございます。
私事ですが、古女房との結婚40周年を記念し
て、来週ハワイに行ってきます。アロ～ハ！
 ● 水上　元　結婚記念日のお祝いありがとう
ございました。
 ● 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。
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ガバナー訪問  ガバナー・会長・幹事懇談会



 ● 家庭記念日
　松井　洋介　　竹村　克彦　　水上　　元
　石川　　健
 ● 入会記念日
　岡本　淳一
◇幹　事　報　告
・９月のロータリーレートは１ドル106円です。
・９月14日、仁淀ＲＣ主催の「鮎の会」へ多

くの出席をお願いします。
・本日例会終了後、記念撮影を行います。
・理事会は、来週行います。
◇大島浩輔ガバナーと
　バナー交換を行いました。

　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 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。
◇９月の会員祝日
　（敬称略）
 ● 会員誕生日
　寺村　　勉
　北村　　裕
 ● 配偶者誕生日
　竹村　朱美　　山村　雅子　　永野加代子
　西内　恵子

高知東ロータリークラブ週報
第2389号

090月11日.2019

本日　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 三愛石油株式会社  代表取締役会長
関東高知県人会会長  土佐二十日会副会長
高知県観光特使

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18日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「三愛精神からくる郷土への想い」

金田　　凖 氏

第2435回　例会報告／令和元年９月４日　天候　曇

◇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、
本日は第2670地区の大島
ガバナーが公式訪問され
ています。また、徳島プ
リンスＲＣの森本さん、
坂野さん、寺澤さんが随

行員としてお見えです。ガバナーからは後ほ
どスピーチをいただきますので、よろしくお
願いいたします。
　大島ガバナーは徳島ということで、お隣同
士、ちょっと徳島と高知を調べてみました。
まず、どちらも全国に誇れる夏の祭りがあり
ます。徳島は「阿波踊り」、高知は「よさこ
い祭り」。
　先輩格の阿波踊りは、日本三大盆踊りの一
つで約400年の歴史があります。「連」と呼
ばれるチームが三味線や鉦、太鼓、笛などの
２拍子の伴奏にのって踊り歩きます。踊り
は、豪快かつ滑稽な男踊りと艶っぽく上品な
女踊りがあり、ひと言で言えば伝統の風格が
感じられます。
　一方、高知の「よさこい祭り」は、戦後の
街の復興を願って始まった比較的新しい祭り
です。ルールはいたってシンプルで、鳴子を
持つこと、前進すること、曲のどこかによさ
こい鳴子踊りのメロディーが入っていれば、

あとは全く自由。毎回斬新な曲や振り付けで
各チームが競い合います。こちらは、まさに
熱狂乱舞でしょうか。
　もう一つ、それぞれ全国１の生産量を誇る、
徳島のスダチと高知のユズ。因みに徳島はユ
ズも全国２位だとか。どちらも昔から日本料
理には欠かせない香味・酸味料ですが、最近
ではジュースやお酒、お菓子、西洋料理など
幅広く使われています。また、近年、成分が
注目され、スダチはアレルギーや動脈硬化、
糖尿病への効果。ユズの種子油にはメラニン
の生成を抑えたり、アレルギー性皮膚炎の炎
症にも効果があるとのことで、化粧品や香水
などが開発されています。
　徳島の阿波踊りも長い歴史の中で少しずつ
変化しながらも、踊りの形と和を重んじる精
神は脈々と続いています。ロータリーも発足
以来、親睦と奉仕の精神は引き継がれていま
す。大島ガバナーの今年度の方針のもと、第
2670地区の各クラブが「親睦と奉仕」という
基本理念に沿って交流を深め、活動の輪を広
げていけたらと願っています。
◇来訪ロータリアン及びお客さま
　第2670地区ガバナー
　　大島浩輔氏（徳島プリンスＲＣ）
　高知第Ⅰ分区ガバナー補佐
　　寺尾晴邦氏（高知ＲＣ）
　随行員
　　森本桂次氏、坂野正明氏、寺澤大毅氏
　　（徳島プリンスＲＣ）

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

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

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

●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

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

■高知東ＲＣ当面の日程
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　　９月12日㈭　月見例会
高知中央ＲＣ　９月12日㈭　ロータリー休日
香長ＲＣ　　　９月17日㈫　休会
高知中央ＲＣ　９月19日㈭　月見夜間例会
香長ＲＣ　　　９月19日㈭　観月夜間例会
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

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
322,536円

43,650円

366,186円

2,740円

967円

3,707円

325,276円

44,617円

369,893円

チビニコ 合　計

９月４日
今期の累計

　徳島からまいりました大島と申します。こ
の会に先立ち、会長、幹事、柳澤パストガバ
ナーほか、大勢の方とお会いしていろんな情
報を仕入れました。ありがとうございました。
いかに皆さまが例会を大事に思っているか。
ロータリーに対して一生懸命働いてくださっ
ているか、りっぱなクラブ計画書を拝見しな
がら思った次第です。
　アメリカの「ザ・ロータリアン」を開ける
と、最初にマローニー会長が写っていて横に
メッセージが載っています。日本の「ロータ
リーの友」も、左から開けるとアメリカと全
く同じ物が載っています。このページは、ぜ
ひ読んでいただくようにお願いします。
　今月号には、「ロータリーの活動が家庭生
活と競合するのではなく、補完し合うような
文化を育みましょう。会員にどちらかを選ば
せるようなことがあってはなりません。私た
ちはあまりにも長い間、多くのイベントで、
子どもたちや、時には配偶者の参加を拒んで

きました。何と機会を無駄にしてきたでしょ
う」と書かれています。マローニーさんは、
少しでもロータリーに対する負担を少なくす
るようにということを、常に念頭に置かれて
います。もちろん正しい考え方だとは思うの
ですが、皆さんご自身でお読みになった上で、
ご判断をお願いします。
　また、今月号には面白い記事が二つありま
す。一つは、アントニーさんに、報道機関で
は最高のピューリッツァ賞が贈られた。アン
トニーさんは、長期交換学生として大阪で１
年間勉強した経験を持つ方で、そういう方が
賞を取られたということはおめでたいことだ
と思います。
　もう一つは、ポリオと戦う40年。ボーマー
という会長さんが、フィリピンのマニラ郊外
で530万の子どもに経口ワクチンをあげよう
という計画を立てた。予算は7,000万。これ
が40年続いているポリオのスタートです。私
も一度インドに行った経験がありますが、裸
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足で、洋服も顔も泥だらけの子どもたちがた
くさん、ワクチンワクチンと言って走ってき
ます。
　ボーマーさんがワクチンを投与していると
き、小さい子どもがやってきた。その子はも
う既にポリオに罹っていたけれど、その子が
連れてきた妹にワクチンを投与すると、彼は
ボーマーさんの服を引っ張って叫ぶんです
「ありがとう、ありがとう、ロータリー」。
こんな感動的な話も載っていますので、ぜひ
お読みください。
　マローニー会長は、アラバマ州の出身で非
常に大きな方です。アラバマ州と言えばデキ
シーランドジャズ、綿花などが有名。奥さま
もマローニーさんと同じ弁護士で、とても優
しい方です。以前、私はアメリカにいると
き、「アメリカでは、職業奉仕はほとんど重
要視されていない」と聞きました。ところ
が、昨年度のバリー・ラシン会長は、インタ
ビューに答えて職業奉仕について触れていま
す。また、マローニー会長も日本に来たとき、
日本でこれだけ職業奉仕が大事にされている
ことを認識したとおっしゃっています。
　マローニー会長のテーマは「ロータリーは
世界をつなぐ」です。ロゴマークの真ん中の
青は地球でその周りをいろんな国の人が囲
み、各々が手を結んでいます。ロータリーを
中心にすれば、周りはロータリアン、インタ
ーアクター、ローターアクター、ライラリア
ンで結び合ってるということです。
　国際会議では、会長は１番最初にテーマを
発表します。けれど、マローニーさんは、ま
ず会員増強から始まりました。とにかく会員
を増やして、私たちのやっている事業に対し
て、もっともっとインパクトを与えていこう
というのが、彼の最初の言葉でした。彼によ
ると、113年も続いている職業分類表を使っ
て勧誘をお願いしたい。もう一つ、女性会員
を増やして欲しい。こちらのクラブには、会
長さんをはじめ７名の女性会員がいらっしゃ
るとお聞きしました。私どものクラブも８名
の女性会員がいて、こちらと同じく女性会長
です。現在、2670地区では11クラブが女性会
長です。今は世界で女性会員は20％、これを
５年間で40％にまでもっていきたいと希望さ
れています。日本は６％強。ぜひ、お声をか

けて、女性会員の増加に貢献していただきた
いと思います。
　次が、先ほどもお話しましたがポリオです。
８月23日、ナイジェリアでポリオ根絶の宣言
が出ました。野生株のポリオが見つからなく
なって３年たちました。あとはアフガニスタ
ンとパキスタンです。ただ、この二つのは、
常に何かが起こっているややこしい国で、今
も動乱の中にあって、軍隊の後ろで子どもた
ちにワクチンを与えているのが現状です。
　去年は両国で34人、今年は70数人、ようや
くこの数までになっています。今年、ロータ
リーが50億、その上に、ビル＆メランダゲイ
ツ財団が100億、合計150億でポリオに立ち向
かっていきます。10年後にはポリオがなくな
るようにロータリーは目指しています。
　戦争の話、平和の話は、日本からすると遠
い国での話だと思われるかもしれませんが、
ポリオのあとにくるのは、間違いなく平和セ
ンターです。今、世界では、アメリカ、イギ
リス、スウェーデン、オーストラリア、タイ、
日本の六つに平和センターがあります。今年
はアフリカのウガンダの大学を追加しました。
これをもっと増やすのがロータリーの夢です。
　今、平和フェローは１年間で約100人。現
在まで世界で1,200～1,300人。10年後3,000
人、20年後は5,000人、ますますロータリー
がピースフェローとして送り出す人が多くな
ります。そして、その人たちが国連やユニセ
フ、ＮＧＯで働き、あるいは識字率を上げた
り植樹をしたり、いろんな面から平和を築い
ていく、周りから平和を築いていくようにな
ります。今、この平和フェローに出している
お金は１人15円です。できれば50円ぐらいに
したいと私は思っています。
　11月、徳島で開催される地区大会には、講
師として、日本の平和センターでずっと活動
している山﨑さんをお呼びして、「世界の平
和に貢献する（ロータリー平和センター）」
と題して基調講演をしていただきます。皆さ
んにもっともっと平和フェローに近づいてい
ただきたいし、平和構築にロータリーが関
わっていくこと、これこそ、ロータリーの夢
に繋がることだと信じています。
　ロータリーにおける職業はprofessionでも
occupationでもなく、 vocational serviceと言

います。Vocationalには、神様から与えられ
た、あるいは、とてつもなく尊いところから
与えられたという意味があります。その職業
に一生懸命尽くして、いい気持ちを持って
ロータリーの例会に来てくださること、これ
が最も大きな職業奉仕ではないかと思います。

先ほど、いろんなお話を聞かせていただき、
このクラブのことをよく理解できました。こ
れからも、ロータリーのために頑張ってくだ
さるようにお願いをして、私の講話といたし
ます。本日は、どうもありがとうございまし
た。

◇出席率報告

 ● 大島浩輔ガバナー　本日はお世話になりま
す。
 ● 寺尾晴邦ガバナー補佐　今日は、おじゃま
させていただきありがとうございました。
 ● 前川美智子　本日は、大島ガバナー、徳島
プリンスＲＣの森本さん、坂野さん、寺澤さ
ん、寺尾ガバナー補佐、ようこそ高知東ＲＣ
へ。ありがとうございました。
 ● 岡本淳一　本日は大島ガバナー及び随行員
の皆さま、遠方よりお越しいただきありがと
うございました。地区大会でお会いできるこ
とを楽しみにしております。入会祝いもあり
がとうございます。
 ● 早瀬源慶　９月13日から始まる高知城博物
館“大名の墓をめぐる世界展”で大名家で行
われた法要コンサートがあり、各菩提寺の担
当で行われ、わが浄土宗は９月14日土曜日、
午後２時から担当します。正式の声明（しょ
うみょう）をお聞きください。浄土宗西山
（せいざん）派青年会が行います。
 ● 福岡満喜子　本日は水曜会の９月例会でブ
リザードフラワーのリースを皆さんと作りま
した。12階のすみれの間でしたので、終わっ
て食事をして下りてきました。
 ● 松井洋介　永さん、石川さん、武吉さん、

先日のゴルフありがとうございました。スコ
アは散々でしたがとても楽しかったです。今
回のニコニコは、永さん、石川さんと夜に
飲んだ分のお釣りです。本日、私の結婚記念
のお品をいただきました。（これを頂くまで
忘れてしまっていましたが…）ありがとうご
ざいました。
 ● 石川　健　９月30日結婚記念日を祝ってい
ただきありがとうございます。今日から小堀
憲助先生のテープを貸し出し開始しました。
入会３年以内の方は進んで聞いてみてくださ
い。希望者は石川か河野さんまで申し出てく
ださい。
 ● 西森やよい　大島ガバナー様、寺尾ガバナ
ー補佐様、森本様、坂野様、寺澤様、ご訪問
くださりありがとうございました。
 ● 竹村克彦　大島ガバナー、随行の皆さま、
ご苦労様です。家庭記念日と妻の誕生日のお
祝いありがとうございました。
 ● 寺村　勉　誕生日祝いありがとうございま
す。62歳になりました。これからも「う～
ん、今日もビールがうまい」でガンバリます。
前川会長からのバースデーカードとメッセー
ジ、感動してます。ありがとうございます。
 ● 北村　裕　誕生祝いありがとうございます。
私事ですが、古女房との結婚40周年を記念し
て、来週ハワイに行ってきます。アロ～ハ！
 ● 水上　元　結婚記念日のお祝いありがとう
ございました。
 ● 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。
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