第2394号

高知東ロータリークラブ 週報
10月16日.2019

本日

10月16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」
広瀬 雅彦 会員

第2440回 例会報告／令和元年10月９日

天候

次週

10月23日㈬ 12：30 ザ クラウンパレス新阪急高知
ゲストスピーチ
「高知県の屋号について」
高知新聞 学芸部 記者 楠瀬 慶太 氏

晴

創立記念夜間例会

◇ロータリーソング
「奉仕の理想」
「手に手つないで」
◇会 長 挨 拶

で、日本チームにも多くの外国人選手が活躍
しています。そして、試合終了後、いわゆる
ノーサイドの笛とともに、両チームの選手た
ちがお互いを讃える、あるいは観客席のファ
皆さん、こんにちは。
ンが、相手チームへのリスペクトあふれる応
今夜はこのように多数の
援ぶりなど素晴らしい伝統があります。まさ
皆さまにご出席いただき、 に、
「ロータリーは世界をつなぐ」と同様
誠にありがとうございま
「ラグビーは世界をつなぐ」です。
す。併せて、日ごろから
また昨今、ラグビーだけでなく、他のスポ
クラブ活動にご協力、ご
ーツでも若手選手の活躍は目を見張るものが
支援をいただきまして心からお礼申し上げま
あります。テニスや陸上短距離、ゴルフでは、
す。
黄金世代といわれる女子選手の活躍。今期の
昨年は半世紀・50周年という大きな節目で
トーナメントでは30試合中11回、黄金世代が
した。今夜は新たな半世紀に向けてのスター
優勝しています。さらに、スポーツ以外の将
トとなる51回目の創立記念夜間例会です。
棋・囲碁の世界でも小学生を含む10代の若手
高知東ＲＣは1968年の今日、10月９日、29
が新風を巻き起こしています。
名のチャーターメンバーによって発足しまし
こうした活躍はもちろん本人の才能と努力
た。現在の会員は55名。唯一チャーターメン
が一番でしょうが、それぞれの競技の世界
バーである西山会員は、ダンディできさくで
で、彼らの目標となった先輩達がいたことも
面倒見がいいお人柄で、クラブの精神的な支
大きな原動力をなっています。どんな世界で
えとなっていただいています。後ほど、50年
も、最初の一歩を踏み出し、道筋をつけ、歴
間に刻まれた思いをお話いただきます。改め
史を切り拓いた先達がいます。今、活躍して
て感謝申し上げます。
いる彼らも、やがて次世代の新たな目標とな
さて、今日本中の話題は何と言ってもラグ
り、その歴史と伝統は引き継がれていくのだ
ビーのワールドカップではないでしょうか。
と思います。
桜色のジャージの日本勢が強豪を倒し、３連
ロータリークラブも伝統を受け継ぎ、志を
勝中で初の決勝トーナメント進出も夢ではな
同じくするクラブが世界で200以上の国と地
いかもしれません。
域に広がっています。高知東ＲＣも、西山さ
ラグビーの特徴は、一定の条件を満たせば、 んをはじめとする諸先輩方が築いてこられた
外国人選手がどこの国の代表にもなれること
50年の歴史と伝統を１年１年つなぎ「歴史に
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学び、クラブの絆を深め、ロータリーライフ
を楽しむ」年度になりますよう、私も努めて
まいります。
今夜は高知東ＲＣのお誕生日を祝い、皆さ
まとともに楽しい時間を過ごしたいと思いま
す。最後までよろしくお願いします。

◇来訪ロータリアン及びお客さま（敬称略）
・ご家族
浦田比奈子
岡本 千春
沖 伸歩子
猿田 静子
西内 恵子
早瀬恵美子・コネリ・ゆかり
前田
紀
松﨑 範子
水上 由美
永 佳子
・ピアノ伴奏
小笠原貴美子

◇会員スピーチ

西山

高知東ＲＣの初代の会長は北村さんの先輩
である四国銀行の常勤監査役・棚野さん、幹
事が溝渕さん、副会長は高知銀行常務の前田
さん、私は副幹事でした。
29名の会員からスタートし、一番若かった
のは30歳の福岡啓助さん、私が34歳、溝渕さ
んが39歳、あとの皆さんは10歳ほど上で、現
在ご存命は、私が知る限りでは名誉会員の山
崎敏朗さんだけです。
創立時、会長の棚野さんだけがロータリー
の経験者で後の28名は何も知りません。何を
すればいいのか、社会奉仕・職業奉仕が何な
のか、週報と言われても分からない。南クラ
ブのお世話で東クラブは誕生したわけです
が、南から「何か記録は残しているか」と言
われ、まず最初に月報を作りました。その
後、だんだん会員が増えてきて週報に変わり
ました。当時は私が録音したものを持って
いって、ゲラを起こしてもらって、私が校正
して印刷屋さんに持っていき、確認して印
刷、皆さんに配るというように、本当に何も
分からない中、高知クラブや南クラブにお世
話になりながら、何とか50年が過ぎ、51年目
を迎えたわけです。
私は幹事のときも会長のときも、左程苦労
したことはなかったように思います。ただ、

忠利 会員

会長当時、私は非常に忙しくて17回も欠席し
ました。未だにこの記録は破られていないと
思いますが、私の次の会長の福岡さんが、
「僕は西山さんの代理を17回もしたから、来
年は大丈夫、会長はできる」とおっしゃって
いたのを覚えています。
苦労したのは、プログラム委員長と会員増
強です。私はほとんど車関係の方しか知らな
い、世間が狭いものですから、プログラム委
員長のときは大変苦労しました。会員増強委
員長のときは、委員だけではできないと毎月
皆さんにお願いしました。改めて、今の委員
長のご苦労が分かります。ぜひ、皆さんの協
力で１人でも２人でも推薦をしていただきた
いと思います。
現在、私は84歳、その内の51年間、東クラ
ブで過ごしてきました。若いころは、あちこ
ちのクラブにメイキャップにも行きました
が、当初から東クラブは会員同士、仲が良く
て、和気藹々と楽しいクラブだと思っていま
す。50年一昔と言いますが、私も元気でいる
間は、せめて月１、２回は出席して、皆さま
と親しくお話させていただきたいと思います
ので、今後ともどうぞよろしくお願いしま
す。
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◇出席率報告
総数 出席 欠席
10月９日

－3

55 35

10

９月25日

－5

55 42

0

メイク
アップ

HC出席率 出席率

7

63.64％ 80.77％

8

74.55％

100％

前川美智子 フルート森本さんのメロディ
ーに癒やされスタートしました。本日も親睦
委員会、ＳＡＡさんにお世話になりありがと
うございました。西山パスト会長もお話、感
謝します。
● 岡本淳一
高知東ＲＣ51回目の誕生日おめ
でとうございます。親睦委員会の皆さま、い
つも段取りありがとうございます。
●

関 淑公 今月23日で結婚54年を迎えるこ
とになっております。
● 西山忠利
入会祝いありがとうございます。
● 石川
健 10月６日、日曜日に観世流ゴル
フコンペに参加させていただき、39の42＝81
でまわり、準優勝しました。高額賞金の一部
をニコニコに。
◇遅刻・早退 １件
●
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■高知東ＲＣ当面の日程
10月30日㈬ 役員会
11月６日㈬ 定例理事会
11月13日㈬ ロータリー休日
11月13日㈬ パスト会長会（得月樓）
11月20日㈬ 第４回クラブ協議会
11月23日㈯・24日㈰ 地区大会
（アスティとくしま）
11月27日㈬ 役員会

■例会変更のお知らせ
高知中央ＲＣ 10月17日㈭
高知中央ＲＣ 10月24日㈭
高知西ＲＣ
11月１日㈮
高知ロイヤルＲＣ
11月５日㈫
高知北ＲＣ
11月11日㈪
高知南ＲＣ
11月14日㈭
高知ＲＣ
11月19日㈫
高知ロイヤルＲＣ
11月19日㈫
高知南ＲＣ
11月21日㈭
高知中央ＲＣ 11月21日㈭
高知西ＲＣ
11月22日㈮
高知北ＲＣ
11月25日㈪

ロータリー休日
職場例会
4RC合同夜間例会
11/1、4RC合同夜間例会に振替
11/9、夜間例会に振替
ロータリー休日
ロータリー休日
11/21、3RC夜間例会に振替
地区大会に振替
ロータリー休日
ロータリー休日
地区大会に振替

● ニコニコ箱 ●
ニコニコ

チビニコ

合

計

先週まで

522,611円

5,129円

527,740円

10月９日

12,500円

0円

12,500円

今期の累計

535,111円

5,129円

540,240円

●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６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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