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本日　７月１日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　会 長 ク ラ ブ 運 営 方 針 発 表

次週　７月８日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　各　　委　　員　　会　　発　　表

第2457回　例会報告／令和２年６月24日　天候　晴　最終例会
◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
八田さん、ありがとうご
ざいます。
　本来なら「こんばんは」
で始まる最終例会のはず
でしたが、時節柄、こう

したイレギュラーな形ではあっても、皆さま
にお集まりいただいて、最終例会ができるこ
とはありがたいことだと思います。
　先週、入交パスト会長のご逝去をお伝えし、
黙とうをしていただきましたが、お名前を間
違えてお伝えしました。入交英雄（ふさお）
パスト会長です。大変失礼いたしました。先
週、奥さまから新聞掲載へのお礼のお電話が
あり、会員の皆さんにくれぐれもよろしくお
伝えくださいとのことです。また、お香典、
お花はご辞退されていますので、併せてご報
告します。
　「クラブ創立から51年目という新たな半世
紀のスタートを、初の女性会長で」というパ
スト会長のご指名を受け、無謀にも大切な年
度の会長をお引き受けしました。それから１
年、実績もない、確たる見識も持ち合わせて
いない私が、こうやって何とか無事に最終夜
間例会の挨拶をさせていただけるのも、皆さ
まのご支援・ご協力があってこそと、心から
感謝申し上げます。

　年度初め「歴史をつなぎ、クラブの絆を深
め、ロータリーライフを楽しみましょう！」
というテーマを掲げさせていただきました。
このテーマは、半世紀にわたって培われてき
た高知東ロータリークラブの素晴らしさを受
け継ぎ、誰もが居心地の良い楽しいクラブを
次につなぎたいという、私自身の素直な思い
そのものでした。この１年の大役を終える今、
その思いはますます強くなりました。
　振り返ってみますと、今年度は後半に入っ
て新型コロナウイルスの出現により、当クラ
ブがホストを務めることになっていた８ＲＣ
合同夜間例会の中止をはじめ、３ヵ月余りに
わたって例会が休会になるなど、思いもかけ
ない展開となりました。そして、昨年末には
久松パスト会長が亡くなられました。この最
終例会の場で、あの穏やかな笑顔を拝見でき
ないことは残念でなりません。改めてご冥福
をお祈りいたします。
　さて、今月30日は、高知では「輪抜け様」
として親しまれている「夏越し（なごし）の
大祓い」です。神社の中にしつらえた茅の輪
をくぐって、半年間に溜まった疲れや病、穢
れを落とし、残りの半年を無事に過ごせるこ
とを願う祭りです。毎年、輪抜け様の日には
雨が降ると言われていますが、今年はぜひ足
を運んで、今年度に起こった災いをすべて祓
い、７月からは例年のように例会が無事に開
かれますよう、また、会員の皆さまが毎回、
健やかな笑顔で集い、ロータリーライフを楽
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しめますようお祈りしてきたいと思っていま
す。
　最後に、皆さまの大いなる寛容と温かい笑
顔に支えられ、貴重な経験をさせていただい
たことに、改めて心から感謝を申し上げます。
　本日は、先週に引き続き委員会報告と退会
者の挨拶、次年度への引き継ぎセレモニーを
行います。長時間になりますが、最後までど
うぞよろしくお願いいたします。
◇来訪ロータリアン及びお客さま
　◎米山記念奨学生　レ・ティ・フィエンさん
◇北村　裕会員退会挨拶

　26日に開かれる四国銀
行の株主総会で退任する
ことになりました。それ
に伴い、東ＲＣも退会と
なります。皆さんには大
変お世話になりありがと

うございました。
　思い起こせば平成27年、５年前ですが、入
会させていただき、何も知らない中でいろん
なことを教えていただきました。本当にあり
がとうございます。
　１年目は親睦委員会で、この場所でソング
リーダーをして「おいらの船は300トン」を
歌った覚えがあります。３年目、レクリエー
ションで西条のビール工場に行きました。
ビール工場へ行ったのに日本酒ばかりを飲ん
で、記憶をなくしたこともありました。また、
柳澤先生がガバナーを務めた折、柳澤先生は
じめ、前田さん、故久松さん等々から薫陶を
いただきながら菜園場の居酒屋で酒を飲んだ
ことでした。
　そんなこんなで、ほんとに楽しく有意義な
５年間を過ごさせていただきました。この場
をお借りしまして感謝申し上げます。
　退会というのは残念ですが、我々サラリー
マンの世界では、後進に道を譲るというのは
厳しい掟で、これを破ることはできません。
後進は７月８日から出席すると思いますが、
五百蔵誠一君といって、土佐高、神戸大学を
へて入行。現在60歳、将来の頭取候補の１人
だと思います。
　彼とは少し縁があって、観音寺支店長、東
京支店長、そして今回の東ＲＣ、いずれも彼
が私の後任で、３回目の引き継ぎになります。

非常に有能で人当たりもよく、お酒も飲めま
す。ゴルフもできます。ぜひ、皆さんのご厚
意をいただければと思います。
　最後になりますが、本当に５年間、皆さん
にはお引き回しいただき、楽しい思いをさせ
ていただきました。今後も、どこかで見かけ
たら声をかけていただければと思います。あ
りがとうございました。
◇窪田満里子会員退会挨拶

　私は、2004年に入会し
て16年目になります。い
ろんな経験をさせていた
だき、本当にありがとう
ございました。あっと言
う間の16年間でした。

　本来なら昨年、息子と引き継ぎをして、ハ
ワイの国際大会へ行ってお終いにしようと考
えていたんですが、コロナの影響でハワイに
も行けず、こういう形になってしまいました。
皆さんには本当にいろいろとよくしていただ
きまして、厚くお礼申し上げます。
　振り返ってみますと、入って間もないころ、
柳澤先生から卓話のストップがあったり、そ
のときのことを表現したことを、猿田先生に
白浪５人女の原稿に載せられたときは、いく
ら私でもあっと思いました。どうしようかな
と思ったことです。また、一昨年まで米山の
地区委員を務めさせていただきまして、本当
にこれは私にとって財産になりました。とて
も優秀な留学生に恵まれまして、楽しい交流
を持てたということは素晴らしいことでした。
　７月より、私の娘の旦那さんと交代します。
彼は少しプライドが高くて、私とよく諍いを
しますが、人間そのものはすごく素直で、バ
カ正直な人です。少し口は悪いので、皆さん
の力で一人前のよき経営者に育てていただけ
るよう、よろしくお願いいたします。時々は、
私も顔見せをして、「保険の窪田さん」とお
声を掛けていただけたらありがたいと思いま
す。本当にどうもお世話になりました。あり
がとうございました。
◇八田聡子会員退会挨拶
　３月で既に退会した身でありながら、今日
は前川会長と岡本幹事のご好意で、このよう
なお時間をいただけることになり、のこのこ
とまいった次第であります。

　高知県は人が温かくて、
おもてなし精神に溢れて
いて、特に私のようなよ
そ者に対してものすごく
よくしてくださる土地柄
だということで、高知県

への転勤を経験してる者からは、よく高知に
帰りたい、帰りたいという話を聞きます。その
気持ちが、今の私にはとてもよく分かりま
す。本当にいい土地だったなと実感をしてい
るところであります。
　クラブにおきましては、三愛石油から初代
・藤田が入会させていただきまして、その後、
渡、池田、八田と繋げてきたタスキを無事に
私の次の代に渡すことができ、今少し安堵し
ているところです。次に入会する高橋のこと

も、ぜひ可愛がってやってください。
　最後に皆さんに直接お会いしてご挨拶でき
て、本当に良かったです。まさかのソングリ
ーダーまでさせていただき、思い残すことは
ありません。今まで、本当にお世話になりま
した。ありがとうございました。
◇大川内孝典さん、後藤典行さん、永野健生
さん、お三方とはお電話でお話をして、皆さ
まによろしくということを承っています。特
に永野健生さんは、「７月からの復帰を予定
していたのですが、病気療養ということで、
在籍中には、皆さんに大変よくしていただき
感謝をしています。今後も高知東ＲＣが末永
く続きますことを心より願っています」とコ
メントをいただいています。

はできていませんが、会
計として金銭面を精査し
ました。
　クラブ予算を定期的に
チェックし、クラブ口座
の出入金を精査し、適正

な処理を行った。徴収漏れもありません。決
算書は監査も終わり、来週の臨時総会で皆さ
んにお配りします。
ご協力ありがとうございました。
◎ロータリー奉仕プロジェクト研究会

（発表：西森やよい）
・第１回・４月24日　20
　名参加。第２回・７月
　17日　20名参加
　４、５名のグループに
分かれ、地域の課題やロ

ータリアンとしての奉仕のあり方など事業提
案をした。個別の発言もあり、ロータリーク
ラブにおける職業奉仕、社会奉仕についての
理想、会員相互の親睦を深めつつ取り組みを
進める方法について、熱い思いを聞いた。
・５月、６月に財団委員のエレクト会を開催
　奉仕プロジェクト委員会で蓄積された事業
提案の棚卸しを行い、資料にまとめた。
　交通安全の取組事業に関し、６月25日、次
期ロータリー財団委員長と私で高知県警交通
企画課と相談を行い、結果を第２回奉仕プロ
ジェクト研究会で報告し、自動車を安全に乗
ろう事業の企画・立案を行った。
・2020年２月15日に開催されたＩＭにおい
て、奉仕プロジェクト研究会においての報
告発表を行った。

り複雑な心境です。自分ではまだ完全燃焼し
ていない中で、先ほど前川会長からねぎらい
の言葉をいただいて、本当に嬉しく思います。
１年間、突っ走ってきた甲斐があったと思い
ます。
　２年半前、前川さんから幹事のお話をいた
だいた後、副幹事の時代は松本幹事の背中を
追いかけながら、幹事の仕事を覚える１年で
した。幹事になってからのこれまでは、前川
会長はお忙しいので、できる仕事は早めにこ
なしていこう、なるべく負担にならないよう
にするには、どのように努めたらいいかを心
がけながらやってきました。その中で、力に
なってくれたのは事務局の河野さんです。１
日に何回も電話をしてロータリーとはどうい
うものか、この委員会はどうなっているのか
等々、細かく教えていただき、いいアドバイ
スをいただきました。
　幹事は11時半に会場に来ますが、既にＳＡ
Ａの方が、しっかり会場設営をしている。親
睦委員会は、来訪者の受け入れ準備をしてい
る。本当に心強く思いました。ＳＡＡの皆さ
ん、親睦委員会の皆さん、本当にありがとう
ございました。このようにサポートしてくだ
さるメンバーがいて、１年間安定して例会の
運営ができました。
　本来であればできなかった経験を幹事とい
う役割をいただいて経験させてもらったの
は、本当に嬉しく思います。ロータリーに深
く関わることで、ロータリーへの愛情も大き
くなりましたし、これから自分のやれること
も、より一層見つけていこうと思います。
　先ほど、前川会長がご自分のことを天然だ
とおっしゃっていましたが、全くそうではな
く私は「フォローの人」だと思います。いろ
いろなところでの手助けや心優しい補佐をい
ただいて、本当に居心地のいい幹事職でした。
皆さんのお陰です。ありがとうございました。
◇福岡満喜子水曜会会長挨拶

　昨年７月、岡本幹事の
奥さま・千春様が幹事に
なってくださりスタート
しました。本会からは寄
付もいただき、有効に使
わせていただきました。

バザーのときには、早朝から準備、警備、後

片付けなどお手伝いいただき、本当に助かり
ました。また、夜間例会などにもお招きいた
だき、共に楽しい時間を過ごしたことはいい
思い出です。
　３月以降は思うような活動はできませんで
したが、７月からは、会長の寺村みゆきさん、
幹事の永野雅子さんにバトンをつなぎます。
１年間本当にお世話になりありがとうござい
ました。
◇ピアノ伴奏の小笠原貴美子先生にお礼をお
渡ししました。
◇事務局の河野さんにお礼をお渡ししました。
◇寺尾直前会長、松本直前幹事より前川会
長、岡本幹事に記念バッチ贈呈
◇前川会長、岡本幹事より竹村次期会長、西
森次期幹事に引き継ぎバッチをお渡ししま
した。
◇竹村克彦次年度会長挨拶

　前川会長、岡本幹事、
１年間お疲れ様でした。
見習って、これから先の
１年を務めさせていただ
きます。また、今年度の
委員長の皆さまも、ご活

躍の場を途中から削がれた感じで心残りのと
ころもあろうかと思いますが、大変お疲れ様
でした。
　コロナの影響で例会が取り消しになり、そ
の分、荷が軽くなったと捕らわれがちですが、
イレギュラーの中で、前川会長、岡本幹事は、
たくさんの苦渋の決断をされています。例年
のとおりにこなしていくよりも、かなり大変
だったのではないかと思います。今はまだコ
ロナは終息していません。アフターコロナに
はほど遠いと思います。まだまだコロナの真
っ最中、あるいはウイズコロナと言われるよ
うに、このまましばらく付き合っていく運命
にあると思っていますので、それに対応する
べく判断していきたいと考えています。
　次年度の会長方針については、来週の第一
例会で説明させていただきますが、テーマは
「積極果敢に楽しもう」としました。コロナ
と対峙するということもあって「果敢に」を
付け加えて、より強いイメージを押し出した
いと思っています。いずれにしても、楽しみ
の中から積極的な動きが生まれるということ

を、会長のテーマとして謳い込んであります
ので、どうぞよろしくお願いいたします。
　幹事の西森やよいさんには、既にいろんな
ところで苦労していただいて、次年度への準
備を整えていただいています。また、委員長
を受けていただいた役員の皆さま方、１年間
ご苦労をおかけしますが、よろしくお願いい
たします。皆さんのお力をお借りして、１年
間頑張ります。どうぞよろしくお願いいたし
ます。
◇西森やよい次期幹事挨拶

　先ほど来、皆さんから
お話がありますとおり、
コロナという未知のもの
に向かっていかなければ
ならない状況で、先が読
めないことばかりです。

先が読めない中で、どういうふうにするのか、
とりあえず前年を踏襲しておくのか、何か新
しいことを打ち出していくのか、常に手探り
だと思います。
　そのような中で、竹村次期会長からは「積

極果敢に楽しみましょう」という力強いテー
マを出していただきました。幹事は、会長が
実現したい目的を遂げられるように手配をし
て、下支えをするのが役割だと考えています。
そのような抱負は持っていたのですが、何し
ろスケジュールが全て乱れていて、例年どお
りにいかない中、皆さまに次年度に向けた準
備のお願い等々、早速ご迷惑をおかけしてい
ると思います。ですが、非常に驚いているの
は、委員会計画の集まりが非常に良かったこ
とです。きっちりと皆さんが守ってください
ました。例年にないことで、私はそれが揃っ
ていると集計したとき、これは大変なことに
なったと。お前もきっちりやれという強い叱
咤激励を受けていると感じたことでした。
　このように、皆さま方からの力強いお支え
を受けて、私自身、この及ばない力で一生懸
命会長をお支えして、それによって会員の皆
さまから今まで受けた恩を少しでもお返しで
きるように、その思いで努めさせていただき
ます。次年度、どうぞよろしくお願い申し上
げます。

◇出席率報告

 ● 前川美智子　全ての会員の皆さま、小笠原
先生、河野さん、黒岩さんをはじめザ・クラ
ウンパレス新阪急高知スタッフの皆さん、１
年間大変お世話になり、本当にありがとうご
ざいました。お陰様で、充実した幸せな１年
でした。心より感謝いたします。岡本幹事、
水曜会福岡会長、１年半にわたり多大なサポ
ートをしてくださり、感謝しています。心か
らありがとうございました。そして、次年度
竹村会長、西森やよい幹事、７月よりよろし
くお願いいたします。　　　　　
 ● 岡本淳一　１年間、幹事という大きな仕事
を任せていただきありがとうございました。
充実した１年でした。　
 ● 竹村克彦　前川会長、岡本幹事、お疲れ様
でした。見習って頑張ります。　　
 ● 西森やよい　前川会長、岡本幹事、１年間
本当にお世話になりました。皆さま、次年度
はどうぞよろしくお願い申し上げます。　
 ● 北村　裕　５年間ありがとうございました。
来週も監査報告のため、弁当をいただきにま
いります。
 ● 八田聡子　前川会長、岡本幹事、退会が決
まった３月から今日までの間、いろいろとご
配慮いただき感謝申し上げます。１年間の会
長職、幹事職、お疲れ様でした。高知東ＲＣ
のますますのご発展を祈念しております。
〈追伸〉エクラという雑誌に料理研究家の有
元葉子さんの紹介で、「榧工房かやの森」の
記事が掲載されています。前川ご夫妻の写真
が出ています。ｗｅｂでも見られますので、
ぜひご覧ください。
 ● 窪田満里子　本当にお世話になりました。
また息子のご指導よろしくお願いします。今

後ともよろしくお願いします。
 ● 髙橋卓弥　前川会長、岡本幹事、１年間お
疲れ様でした！
 ● 鬼田知明　親睦委員会の皆さま、本年度は
ご迷惑をかけ申し訳ございませんでした。八
田さん、ソングリーダーありがとうございま
した。
 ● 土居祐三　前川さん、淳ちゃん、１年間お
世話になりありがとうございました。竹村さ
ん、やよいさん、１年間お世話になります。
よろしくお願いします。八田しゃん、本当に
退会したんですか？全く違和感ないねぇ。
 ● 西森良文　窪田さん、北村さん、八田さん、
お疲れ様でした。寂しくなります。前川会長、
岡本幹事、１年間ありがとうございました。
 ● 福岡満喜子　窪田さん、長い間お世話にな
りました。たまには、例会に遊びにきてくだ
さい。八田さん、わざわざ東京から退会のご
挨拶に来てくださり、指揮をしてくださり、
ありがとうございました。女性会員が少なく
なり残念です。
 ● 中平真理子　先日、前川さんに再オープン
するお店でお世話になりました。会長、幹事
はじめ皆さま１年間お疲れ様でした。窪田さ
ん、寂しくなります。
 ● 野志征生　入会のお祝い、妻の誕生祝いを
いただきありがとうございます。未だ会社
で、会合出席が認められてなく、ご迷惑をお
かけしますがよろしくお願いいたします。
 ● 岡﨑勇樹　入会記念、結婚記念ありがとう
ございます。本日で親睦委員長の務めが終わ
ります。東ＲＣの皆さまには、ご迷惑をおか
けしたことお許しください。１年間本当にあ
りがとうございました。
 ● 小笠原貴美子　後半はほとんどお役に立て
ることができませんでした。
 ● ＳＡＡ一同　いろいろとあった１年ですが、
皆さまのご協力のもと、何とか最後まで務め
させていただきました。ありがとうございま
した。
◇早退　２件

◎親睦委員会（発表：岡﨑勇樹）
・夜間例会は３回
　創立記念夜間例会
　　2019.10. 9  参加48名
　忘年夜間例会
　　2019.12.18  参加58名
　観梅夜間例会

　　2020. 2. 5  参加45名
・親睦ゴルフ大会　2019. 9.29　参加14名
・東酔会２回
　　2019. 8.21　参加21名
　　2020. 1.22　参加22名
・麻雀大会　2020. 1.15　参加９名
・歓送迎会及び祝賀会
　　2019. 7.24　参加26名
　　2019.10.16　参加25名
　　2020. 2.26　参加38名
・新型コロナウイルスの関係で８ＲＣ合同夜
間例会、野外レクレーション、第２回親睦
ゴルフ大会は中止、最終夜間例会は昼間の
例会に変更。
・水曜会の大丸前のバザー手伝い  2020. 1.12
◎出席委員会（発表：佐野博三）
　今期は、３月１日からコロナウイルスの関
係で例会は中止になりましたが、それ以外で
は、ホームクラブへの出席優先、ホームクラ

ブ欠席の場合は、メイキ
ャップをお願いすること
を中心に、当クラブの伝
統である100％出席を守
りました。

◎ロータリー情報委員会（発表：石川　健）
・新会員の松井洋介会員
　に𠮷永光男会員、広瀬
　雅彦会員に松本隆之会
　員をアドバイザーとし
　て選任
・2019年10月22日に入会

３年から５年未満の会員を対象に、浦田会
員を講師としてクラブ運営に関する勉強会
を、また、初めてだと思いますが、親睦ゴ
ルフも開催
・国際ロータリーの運営管理の状況等、
「ロータリーの友」の記事から抜粋し、ニ
コニコ箱を通じて皆さんに伝えた。
・ロータリーに関する書籍を購入
・猿田会員提供による千種会のＣＤのダビン
グを10本行い、皆さんに提供
◎会計（発表：松野宏司）
　久松さんの後を継いで、後半から役をお引
き受けしました。コロナの影響で十分な活動

◇前川美智子会長謝辞
　先週に引き続き、各委
員会の活動報告お疲れ様
でした。そして、各委員
長並びに委員の皆さま、
１年間本当にありがとう
ございました。

　先ほど、ご挨拶でも申し上げましたとお
り、思いもかけない後半ではありましたが、
何とか無事に、本日退任の日を迎えることが
できました。これもひとえに、会員の皆さま
の優しく温かい支えのお陰と、心よりお礼申
し上げます。
　そして、水曜会の皆さまにもお世話になり
ました。特に福岡さんには、私が会長に就任
する際、心細いからと無理を言って水曜会の
会長を引き受けていただきました。この１年、
とても心強い存在でした。数々のアドバイス、
フォローをいただきありがとうございました。
そして、事務局の河野さん、１年間のサポー
ト本当にご苦労様でした。
　最後に忘れてはならないパートナー、一昨
年の12月になだめすかして幹事を引き受けて
いただいた岡本幹事。岡本幹事にはお礼の前
に、お詫びと訂正をしなければなりません。
　年度最初の例会挨拶で「２人とも未熟な上
に天然で、弥次喜多道中の１年になるのでは」

とお話しました。でも天然は私だけでした。
この１年、幹事としてさまざまな段取りや進
行をつつがなくこなし、天然の私を支え、今
日の最終例会まで導いていただきました。最
高の幹事です。最終日になってしまいました
が、年度初めの「２人とも天然」発言を訂正
し、お詫びと心からの感謝を申し上げます。
　さて、クラブ初の女性会長として、女性な
らではの何かを残せたかと振り返れば、何も
思い当たりません。でも、私にとっては素晴
らしい１年でした。改めて、会員の皆さまの
心の広さ、温かさを実感し高知東ＲＣに入会
して、本当に良かったと心から思います。そ
の上、この素晴らしいクラブの会長までさせ
ていただき、本当に果報者だと思っています。
　重ねて、全ての皆さまに感謝申し上げます
とともに、今後はまた一会員として、大好き
なこのクラブでロータリーライフを楽しみた
いと思います。１年間本当にありがとうござ
いました。
◇岡本淳一幹事謝辞

　１年間、ありがとうご
ざいました。あっという
間の１年でした。長い間
の休会の後、出てきて２
回で終わるというのは寂
しくもあり、嬉しくもあ



◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
八田さん、ありがとうご
ざいます。
　本来なら「こんばんは」
で始まる最終例会のはず
でしたが、時節柄、こう

したイレギュラーな形ではあっても、皆さま
にお集まりいただいて、最終例会ができるこ
とはありがたいことだと思います。
　先週、入交パスト会長のご逝去をお伝えし、
黙とうをしていただきましたが、お名前を間
違えてお伝えしました。入交英雄（ふさお）
パスト会長です。大変失礼いたしました。先
週、奥さまから新聞掲載へのお礼のお電話が
あり、会員の皆さんにくれぐれもよろしくお
伝えくださいとのことです。また、お香典、
お花はご辞退されていますので、併せてご報
告します。
　「クラブ創立から51年目という新たな半世
紀のスタートを、初の女性会長で」というパ
スト会長のご指名を受け、無謀にも大切な年
度の会長をお引き受けしました。それから１
年、実績もない、確たる見識も持ち合わせて
いない私が、こうやって何とか無事に最終夜
間例会の挨拶をさせていただけるのも、皆さ
まのご支援・ご協力があってこそと、心から
感謝申し上げます。

　年度初め「歴史をつなぎ、クラブの絆を深
め、ロータリーライフを楽しみましょう！」
というテーマを掲げさせていただきました。
このテーマは、半世紀にわたって培われてき
た高知東ロータリークラブの素晴らしさを受
け継ぎ、誰もが居心地の良い楽しいクラブを
次につなぎたいという、私自身の素直な思い
そのものでした。この１年の大役を終える今、
その思いはますます強くなりました。
　振り返ってみますと、今年度は後半に入っ
て新型コロナウイルスの出現により、当クラ
ブがホストを務めることになっていた８ＲＣ
合同夜間例会の中止をはじめ、３ヵ月余りに
わたって例会が休会になるなど、思いもかけ
ない展開となりました。そして、昨年末には
久松パスト会長が亡くなられました。この最
終例会の場で、あの穏やかな笑顔を拝見でき
ないことは残念でなりません。改めてご冥福
をお祈りいたします。
　さて、今月30日は、高知では「輪抜け様」
として親しまれている「夏越し（なごし）の
大祓い」です。神社の中にしつらえた茅の輪
をくぐって、半年間に溜まった疲れや病、穢
れを落とし、残りの半年を無事に過ごせるこ
とを願う祭りです。毎年、輪抜け様の日には
雨が降ると言われていますが、今年はぜひ足
を運んで、今年度に起こった災いをすべて祓
い、７月からは例年のように例会が無事に開
かれますよう、また、会員の皆さまが毎回、
健やかな笑顔で集い、ロータリーライフを楽
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しめますようお祈りしてきたいと思っていま
す。
　最後に、皆さまの大いなる寛容と温かい笑
顔に支えられ、貴重な経験をさせていただい
たことに、改めて心から感謝を申し上げます。
　本日は、先週に引き続き委員会報告と退会
者の挨拶、次年度への引き継ぎセレモニーを
行います。長時間になりますが、最後までど
うぞよろしくお願いいたします。
◇来訪ロータリアン及びお客さま
　◎米山記念奨学生　レ・ティ・フィエンさん
◇北村　裕会員退会挨拶

　26日に開かれる四国銀
行の株主総会で退任する
ことになりました。それ
に伴い、東ＲＣも退会と
なります。皆さんには大
変お世話になりありがと

うございました。
　思い起こせば平成27年、５年前ですが、入
会させていただき、何も知らない中でいろん
なことを教えていただきました。本当にあり
がとうございます。
　１年目は親睦委員会で、この場所でソング
リーダーをして「おいらの船は300トン」を
歌った覚えがあります。３年目、レクリエー
ションで西条のビール工場に行きました。
ビール工場へ行ったのに日本酒ばかりを飲ん
で、記憶をなくしたこともありました。また、
柳澤先生がガバナーを務めた折、柳澤先生は
じめ、前田さん、故久松さん等々から薫陶を
いただきながら菜園場の居酒屋で酒を飲んだ
ことでした。
　そんなこんなで、ほんとに楽しく有意義な
５年間を過ごさせていただきました。この場
をお借りしまして感謝申し上げます。
　退会というのは残念ですが、我々サラリー
マンの世界では、後進に道を譲るというのは
厳しい掟で、これを破ることはできません。
後進は７月８日から出席すると思いますが、
五百蔵誠一君といって、土佐高、神戸大学を
へて入行。現在60歳、将来の頭取候補の１人
だと思います。
　彼とは少し縁があって、観音寺支店長、東
京支店長、そして今回の東ＲＣ、いずれも彼
が私の後任で、３回目の引き継ぎになります。

非常に有能で人当たりもよく、お酒も飲めま
す。ゴルフもできます。ぜひ、皆さんのご厚
意をいただければと思います。
　最後になりますが、本当に５年間、皆さん
にはお引き回しいただき、楽しい思いをさせ
ていただきました。今後も、どこかで見かけ
たら声をかけていただければと思います。あ
りがとうございました。
◇窪田満里子会員退会挨拶

　私は、2004年に入会し
て16年目になります。い
ろんな経験をさせていた
だき、本当にありがとう
ございました。あっと言
う間の16年間でした。

　本来なら昨年、息子と引き継ぎをして、ハ
ワイの国際大会へ行ってお終いにしようと考
えていたんですが、コロナの影響でハワイに
も行けず、こういう形になってしまいました。
皆さんには本当にいろいろとよくしていただ
きまして、厚くお礼申し上げます。
　振り返ってみますと、入って間もないころ、
柳澤先生から卓話のストップがあったり、そ
のときのことを表現したことを、猿田先生に
白浪５人女の原稿に載せられたときは、いく
ら私でもあっと思いました。どうしようかな
と思ったことです。また、一昨年まで米山の
地区委員を務めさせていただきまして、本当
にこれは私にとって財産になりました。とて
も優秀な留学生に恵まれまして、楽しい交流
を持てたということは素晴らしいことでした。
　７月より、私の娘の旦那さんと交代します。
彼は少しプライドが高くて、私とよく諍いを
しますが、人間そのものはすごく素直で、バ
カ正直な人です。少し口は悪いので、皆さん
の力で一人前のよき経営者に育てていただけ
るよう、よろしくお願いいたします。時々は、
私も顔見せをして、「保険の窪田さん」とお
声を掛けていただけたらありがたいと思いま
す。本当にどうもお世話になりました。あり
がとうございました。
◇八田聡子会員退会挨拶
　３月で既に退会した身でありながら、今日
は前川会長と岡本幹事のご好意で、このよう
なお時間をいただけることになり、のこのこ
とまいった次第であります。

　高知県は人が温かくて、
おもてなし精神に溢れて
いて、特に私のようなよ
そ者に対してものすごく
よくしてくださる土地柄
だということで、高知県

への転勤を経験してる者からは、よく高知に
帰りたい、帰りたいという話を聞きます。その
気持ちが、今の私にはとてもよく分かりま
す。本当にいい土地だったなと実感をしてい
るところであります。
　クラブにおきましては、三愛石油から初代
・藤田が入会させていただきまして、その後、
渡、池田、八田と繋げてきたタスキを無事に
私の次の代に渡すことができ、今少し安堵し
ているところです。次に入会する高橋のこと

も、ぜひ可愛がってやってください。
　最後に皆さんに直接お会いしてご挨拶でき
て、本当に良かったです。まさかのソングリ
ーダーまでさせていただき、思い残すことは
ありません。今まで、本当にお世話になりま
した。ありがとうございました。
◇大川内孝典さん、後藤典行さん、永野健生
さん、お三方とはお電話でお話をして、皆さ
まによろしくということを承っています。特
に永野健生さんは、「７月からの復帰を予定
していたのですが、病気療養ということで、
在籍中には、皆さんに大変よくしていただき
感謝をしています。今後も高知東ＲＣが末永
く続きますことを心より願っています」とコ
メントをいただいています。

はできていませんが、会
計として金銭面を精査し
ました。
　クラブ予算を定期的に
チェックし、クラブ口座
の出入金を精査し、適正

な処理を行った。徴収漏れもありません。決
算書は監査も終わり、来週の臨時総会で皆さ
んにお配りします。
ご協力ありがとうございました。
◎ロータリー奉仕プロジェクト研究会

（発表：西森やよい）
・第１回・４月24日　20
　名参加。第２回・７月
　17日　20名参加
　４、５名のグループに
分かれ、地域の課題やロ

ータリアンとしての奉仕のあり方など事業提
案をした。個別の発言もあり、ロータリーク
ラブにおける職業奉仕、社会奉仕についての
理想、会員相互の親睦を深めつつ取り組みを
進める方法について、熱い思いを聞いた。
・５月、６月に財団委員のエレクト会を開催
　奉仕プロジェクト委員会で蓄積された事業
提案の棚卸しを行い、資料にまとめた。
　交通安全の取組事業に関し、６月25日、次
期ロータリー財団委員長と私で高知県警交通
企画課と相談を行い、結果を第２回奉仕プロ
ジェクト研究会で報告し、自動車を安全に乗
ろう事業の企画・立案を行った。
・2020年２月15日に開催されたＩＭにおい
て、奉仕プロジェクト研究会においての報
告発表を行った。

り複雑な心境です。自分ではまだ完全燃焼し
ていない中で、先ほど前川会長からねぎらい
の言葉をいただいて、本当に嬉しく思います。
１年間、突っ走ってきた甲斐があったと思い
ます。
　２年半前、前川さんから幹事のお話をいた
だいた後、副幹事の時代は松本幹事の背中を
追いかけながら、幹事の仕事を覚える１年で
した。幹事になってからのこれまでは、前川
会長はお忙しいので、できる仕事は早めにこ
なしていこう、なるべく負担にならないよう
にするには、どのように努めたらいいかを心
がけながらやってきました。その中で、力に
なってくれたのは事務局の河野さんです。１
日に何回も電話をしてロータリーとはどうい
うものか、この委員会はどうなっているのか
等々、細かく教えていただき、いいアドバイ
スをいただきました。
　幹事は11時半に会場に来ますが、既にＳＡ
Ａの方が、しっかり会場設営をしている。親
睦委員会は、来訪者の受け入れ準備をしてい
る。本当に心強く思いました。ＳＡＡの皆さ
ん、親睦委員会の皆さん、本当にありがとう
ございました。このようにサポートしてくだ
さるメンバーがいて、１年間安定して例会の
運営ができました。
　本来であればできなかった経験を幹事とい
う役割をいただいて経験させてもらったの
は、本当に嬉しく思います。ロータリーに深
く関わることで、ロータリーへの愛情も大き
くなりましたし、これから自分のやれること
も、より一層見つけていこうと思います。
　先ほど、前川会長がご自分のことを天然だ
とおっしゃっていましたが、全くそうではな
く私は「フォローの人」だと思います。いろ
いろなところでの手助けや心優しい補佐をい
ただいて、本当に居心地のいい幹事職でした。
皆さんのお陰です。ありがとうございました。
◇福岡満喜子水曜会会長挨拶

　昨年７月、岡本幹事の
奥さま・千春様が幹事に
なってくださりスタート
しました。本会からは寄
付もいただき、有効に使
わせていただきました。

バザーのときには、早朝から準備、警備、後

片付けなどお手伝いいただき、本当に助かり
ました。また、夜間例会などにもお招きいた
だき、共に楽しい時間を過ごしたことはいい
思い出です。
　３月以降は思うような活動はできませんで
したが、７月からは、会長の寺村みゆきさん、
幹事の永野雅子さんにバトンをつなぎます。
１年間本当にお世話になりありがとうござい
ました。
◇ピアノ伴奏の小笠原貴美子先生にお礼をお
渡ししました。
◇事務局の河野さんにお礼をお渡ししました。
◇寺尾直前会長、松本直前幹事より前川会
長、岡本幹事に記念バッチ贈呈
◇前川会長、岡本幹事より竹村次期会長、西
森次期幹事に引き継ぎバッチをお渡ししま
した。
◇竹村克彦次年度会長挨拶

　前川会長、岡本幹事、
１年間お疲れ様でした。
見習って、これから先の
１年を務めさせていただ
きます。また、今年度の
委員長の皆さまも、ご活

躍の場を途中から削がれた感じで心残りのと
ころもあろうかと思いますが、大変お疲れ様
でした。
　コロナの影響で例会が取り消しになり、そ
の分、荷が軽くなったと捕らわれがちですが、
イレギュラーの中で、前川会長、岡本幹事は、
たくさんの苦渋の決断をされています。例年
のとおりにこなしていくよりも、かなり大変
だったのではないかと思います。今はまだコ
ロナは終息していません。アフターコロナに
はほど遠いと思います。まだまだコロナの真
っ最中、あるいはウイズコロナと言われるよ
うに、このまましばらく付き合っていく運命
にあると思っていますので、それに対応する
べく判断していきたいと考えています。
　次年度の会長方針については、来週の第一
例会で説明させていただきますが、テーマは
「積極果敢に楽しもう」としました。コロナ
と対峙するということもあって「果敢に」を
付け加えて、より強いイメージを押し出した
いと思っています。いずれにしても、楽しみ
の中から積極的な動きが生まれるということ

を、会長のテーマとして謳い込んであります
ので、どうぞよろしくお願いいたします。
　幹事の西森やよいさんには、既にいろんな
ところで苦労していただいて、次年度への準
備を整えていただいています。また、委員長
を受けていただいた役員の皆さま方、１年間
ご苦労をおかけしますが、よろしくお願いい
たします。皆さんのお力をお借りして、１年
間頑張ります。どうぞよろしくお願いいたし
ます。
◇西森やよい次期幹事挨拶

　先ほど来、皆さんから
お話がありますとおり、
コロナという未知のもの
に向かっていかなければ
ならない状況で、先が読
めないことばかりです。

先が読めない中で、どういうふうにするのか、
とりあえず前年を踏襲しておくのか、何か新
しいことを打ち出していくのか、常に手探り
だと思います。
　そのような中で、竹村次期会長からは「積

極果敢に楽しみましょう」という力強いテー
マを出していただきました。幹事は、会長が
実現したい目的を遂げられるように手配をし
て、下支えをするのが役割だと考えています。
そのような抱負は持っていたのですが、何し
ろスケジュールが全て乱れていて、例年どお
りにいかない中、皆さまに次年度に向けた準
備のお願い等々、早速ご迷惑をおかけしてい
ると思います。ですが、非常に驚いているの
は、委員会計画の集まりが非常に良かったこ
とです。きっちりと皆さんが守ってください
ました。例年にないことで、私はそれが揃っ
ていると集計したとき、これは大変なことに
なったと。お前もきっちりやれという強い叱
咤激励を受けていると感じたことでした。
　このように、皆さま方からの力強いお支え
を受けて、私自身、この及ばない力で一生懸
命会長をお支えして、それによって会員の皆
さまから今まで受けた恩を少しでもお返しで
きるように、その思いで努めさせていただき
ます。次年度、どうぞよろしくお願い申し上
げます。

◇出席率報告

 ● 前川美智子　全ての会員の皆さま、小笠原
先生、河野さん、黒岩さんをはじめザ・クラ
ウンパレス新阪急高知スタッフの皆さん、１
年間大変お世話になり、本当にありがとうご
ざいました。お陰様で、充実した幸せな１年
でした。心より感謝いたします。岡本幹事、
水曜会福岡会長、１年半にわたり多大なサポ
ートをしてくださり、感謝しています。心か
らありがとうございました。そして、次年度
竹村会長、西森やよい幹事、７月よりよろし
くお願いいたします。　　　　　
 ● 岡本淳一　１年間、幹事という大きな仕事
を任せていただきありがとうございました。
充実した１年でした。　
 ● 竹村克彦　前川会長、岡本幹事、お疲れ様
でした。見習って頑張ります。　　
 ● 西森やよい　前川会長、岡本幹事、１年間
本当にお世話になりました。皆さま、次年度
はどうぞよろしくお願い申し上げます。　
 ● 北村　裕　５年間ありがとうございました。
来週も監査報告のため、弁当をいただきにま
いります。
 ● 八田聡子　前川会長、岡本幹事、退会が決
まった３月から今日までの間、いろいろとご
配慮いただき感謝申し上げます。１年間の会
長職、幹事職、お疲れ様でした。高知東ＲＣ
のますますのご発展を祈念しております。
〈追伸〉エクラという雑誌に料理研究家の有
元葉子さんの紹介で、「榧工房かやの森」の
記事が掲載されています。前川ご夫妻の写真
が出ています。ｗｅｂでも見られますので、
ぜひご覧ください。
 ● 窪田満里子　本当にお世話になりました。
また息子のご指導よろしくお願いします。今

後ともよろしくお願いします。
 ● 髙橋卓弥　前川会長、岡本幹事、１年間お
疲れ様でした！
 ● 鬼田知明　親睦委員会の皆さま、本年度は
ご迷惑をかけ申し訳ございませんでした。八
田さん、ソングリーダーありがとうございま
した。
 ● 土居祐三　前川さん、淳ちゃん、１年間お
世話になりありがとうございました。竹村さ
ん、やよいさん、１年間お世話になります。
よろしくお願いします。八田しゃん、本当に
退会したんですか？全く違和感ないねぇ。
 ● 西森良文　窪田さん、北村さん、八田さん、
お疲れ様でした。寂しくなります。前川会長、
岡本幹事、１年間ありがとうございました。
 ● 福岡満喜子　窪田さん、長い間お世話にな
りました。たまには、例会に遊びにきてくだ
さい。八田さん、わざわざ東京から退会のご
挨拶に来てくださり、指揮をしてくださり、
ありがとうございました。女性会員が少なく
なり残念です。
 ● 中平真理子　先日、前川さんに再オープン
するお店でお世話になりました。会長、幹事
はじめ皆さま１年間お疲れ様でした。窪田さ
ん、寂しくなります。
 ● 野志征生　入会のお祝い、妻の誕生祝いを
いただきありがとうございます。未だ会社
で、会合出席が認められてなく、ご迷惑をお
かけしますがよろしくお願いいたします。
 ● 岡﨑勇樹　入会記念、結婚記念ありがとう
ございます。本日で親睦委員長の務めが終わ
ります。東ＲＣの皆さまには、ご迷惑をおか
けしたことお許しください。１年間本当にあ
りがとうございました。
 ● 小笠原貴美子　後半はほとんどお役に立て
ることができませんでした。
 ● ＳＡＡ一同　いろいろとあった１年ですが、
皆さまのご協力のもと、何とか最後まで務め
させていただきました。ありがとうございま
した。
◇早退　２件

◎親睦委員会（発表：岡﨑勇樹）
・夜間例会は３回
　創立記念夜間例会
　　2019.10. 9  参加48名
　忘年夜間例会
　　2019.12.18  参加58名
　観梅夜間例会

　　2020. 2. 5  参加45名
・親睦ゴルフ大会　2019. 9.29　参加14名
・東酔会２回
　　2019. 8.21　参加21名
　　2020. 1.22　参加22名
・麻雀大会　2020. 1.15　参加９名
・歓送迎会及び祝賀会
　　2019. 7.24　参加26名
　　2019.10.16　参加25名
　　2020. 2.26　参加38名
・新型コロナウイルスの関係で８ＲＣ合同夜
間例会、野外レクレーション、第２回親睦
ゴルフ大会は中止、最終夜間例会は昼間の
例会に変更。
・水曜会の大丸前のバザー手伝い  2020. 1.12
◎出席委員会（発表：佐野博三）
　今期は、３月１日からコロナウイルスの関
係で例会は中止になりましたが、それ以外で
は、ホームクラブへの出席優先、ホームクラ

ブ欠席の場合は、メイキ
ャップをお願いすること
を中心に、当クラブの伝
統である100％出席を守
りました。

◎ロータリー情報委員会（発表：石川　健）
・新会員の松井洋介会員
　に𠮷永光男会員、広瀬
　雅彦会員に松本隆之会
　員をアドバイザーとし
　て選任
・2019年10月22日に入会

３年から５年未満の会員を対象に、浦田会
員を講師としてクラブ運営に関する勉強会
を、また、初めてだと思いますが、親睦ゴ
ルフも開催
・国際ロータリーの運営管理の状況等、
「ロータリーの友」の記事から抜粋し、ニ
コニコ箱を通じて皆さんに伝えた。
・ロータリーに関する書籍を購入
・猿田会員提供による千種会のＣＤのダビン
グを10本行い、皆さんに提供
◎会計（発表：松野宏司）
　久松さんの後を継いで、後半から役をお引
き受けしました。コロナの影響で十分な活動

◇前川美智子会長謝辞
　先週に引き続き、各委
員会の活動報告お疲れ様
でした。そして、各委員
長並びに委員の皆さま、
１年間本当にありがとう
ございました。

　先ほど、ご挨拶でも申し上げましたとお
り、思いもかけない後半ではありましたが、
何とか無事に、本日退任の日を迎えることが
できました。これもひとえに、会員の皆さま
の優しく温かい支えのお陰と、心よりお礼申
し上げます。
　そして、水曜会の皆さまにもお世話になり
ました。特に福岡さんには、私が会長に就任
する際、心細いからと無理を言って水曜会の
会長を引き受けていただきました。この１年、
とても心強い存在でした。数々のアドバイス、
フォローをいただきありがとうございました。
そして、事務局の河野さん、１年間のサポー
ト本当にご苦労様でした。
　最後に忘れてはならないパートナー、一昨
年の12月になだめすかして幹事を引き受けて
いただいた岡本幹事。岡本幹事にはお礼の前
に、お詫びと訂正をしなければなりません。
　年度最初の例会挨拶で「２人とも未熟な上
に天然で、弥次喜多道中の１年になるのでは」

とお話しました。でも天然は私だけでした。
この１年、幹事としてさまざまな段取りや進
行をつつがなくこなし、天然の私を支え、今
日の最終例会まで導いていただきました。最
高の幹事です。最終日になってしまいました
が、年度初めの「２人とも天然」発言を訂正
し、お詫びと心からの感謝を申し上げます。
　さて、クラブ初の女性会長として、女性な
らではの何かを残せたかと振り返れば、何も
思い当たりません。でも、私にとっては素晴
らしい１年でした。改めて、会員の皆さまの
心の広さ、温かさを実感し高知東ＲＣに入会
して、本当に良かったと心から思います。そ
の上、この素晴らしいクラブの会長までさせ
ていただき、本当に果報者だと思っています。
　重ねて、全ての皆さまに感謝申し上げます
とともに、今後はまた一会員として、大好き
なこのクラブでロータリーライフを楽しみた
いと思います。１年間本当にありがとうござ
いました。
◇岡本淳一幹事謝辞

　１年間、ありがとうご
ざいました。あっという
間の１年でした。長い間
の休会の後、出てきて２
回で終わるというのは寂
しくもあり、嬉しくもあ



◇委員会活動実績報告・２

◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
八田さん、ありがとうご
ざいます。
　本来なら「こんばんは」
で始まる最終例会のはず
でしたが、時節柄、こう

したイレギュラーな形ではあっても、皆さま
にお集まりいただいて、最終例会ができるこ
とはありがたいことだと思います。
　先週、入交パスト会長のご逝去をお伝えし、
黙とうをしていただきましたが、お名前を間
違えてお伝えしました。入交英雄（ふさお）
パスト会長です。大変失礼いたしました。先
週、奥さまから新聞掲載へのお礼のお電話が
あり、会員の皆さんにくれぐれもよろしくお
伝えくださいとのことです。また、お香典、
お花はご辞退されていますので、併せてご報
告します。
　「クラブ創立から51年目という新たな半世
紀のスタートを、初の女性会長で」というパ
スト会長のご指名を受け、無謀にも大切な年
度の会長をお引き受けしました。それから１
年、実績もない、確たる見識も持ち合わせて
いない私が、こうやって何とか無事に最終夜
間例会の挨拶をさせていただけるのも、皆さ
まのご支援・ご協力があってこそと、心から
感謝申し上げます。

　年度初め「歴史をつなぎ、クラブの絆を深
め、ロータリーライフを楽しみましょう！」
というテーマを掲げさせていただきました。
このテーマは、半世紀にわたって培われてき
た高知東ロータリークラブの素晴らしさを受
け継ぎ、誰もが居心地の良い楽しいクラブを
次につなぎたいという、私自身の素直な思い
そのものでした。この１年の大役を終える今、
その思いはますます強くなりました。
　振り返ってみますと、今年度は後半に入っ
て新型コロナウイルスの出現により、当クラ
ブがホストを務めることになっていた８ＲＣ
合同夜間例会の中止をはじめ、３ヵ月余りに
わたって例会が休会になるなど、思いもかけ
ない展開となりました。そして、昨年末には
久松パスト会長が亡くなられました。この最
終例会の場で、あの穏やかな笑顔を拝見でき
ないことは残念でなりません。改めてご冥福
をお祈りいたします。
　さて、今月30日は、高知では「輪抜け様」
として親しまれている「夏越し（なごし）の
大祓い」です。神社の中にしつらえた茅の輪
をくぐって、半年間に溜まった疲れや病、穢
れを落とし、残りの半年を無事に過ごせるこ
とを願う祭りです。毎年、輪抜け様の日には
雨が降ると言われていますが、今年はぜひ足
を運んで、今年度に起こった災いをすべて祓
い、７月からは例年のように例会が無事に開
かれますよう、また、会員の皆さまが毎回、
健やかな笑顔で集い、ロータリーライフを楽
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しめますようお祈りしてきたいと思っていま
す。
　最後に、皆さまの大いなる寛容と温かい笑
顔に支えられ、貴重な経験をさせていただい
たことに、改めて心から感謝を申し上げます。
　本日は、先週に引き続き委員会報告と退会
者の挨拶、次年度への引き継ぎセレモニーを
行います。長時間になりますが、最後までど
うぞよろしくお願いいたします。
◇来訪ロータリアン及びお客さま
　◎米山記念奨学生　レ・ティ・フィエンさん
◇北村　裕会員退会挨拶

　26日に開かれる四国銀
行の株主総会で退任する
ことになりました。それ
に伴い、東ＲＣも退会と
なります。皆さんには大
変お世話になりありがと

うございました。
　思い起こせば平成27年、５年前ですが、入
会させていただき、何も知らない中でいろん
なことを教えていただきました。本当にあり
がとうございます。
　１年目は親睦委員会で、この場所でソング
リーダーをして「おいらの船は300トン」を
歌った覚えがあります。３年目、レクリエー
ションで西条のビール工場に行きました。
ビール工場へ行ったのに日本酒ばかりを飲ん
で、記憶をなくしたこともありました。また、
柳澤先生がガバナーを務めた折、柳澤先生は
じめ、前田さん、故久松さん等々から薫陶を
いただきながら菜園場の居酒屋で酒を飲んだ
ことでした。
　そんなこんなで、ほんとに楽しく有意義な
５年間を過ごさせていただきました。この場
をお借りしまして感謝申し上げます。
　退会というのは残念ですが、我々サラリー
マンの世界では、後進に道を譲るというのは
厳しい掟で、これを破ることはできません。
後進は７月８日から出席すると思いますが、
五百蔵誠一君といって、土佐高、神戸大学を
へて入行。現在60歳、将来の頭取候補の１人
だと思います。
　彼とは少し縁があって、観音寺支店長、東
京支店長、そして今回の東ＲＣ、いずれも彼
が私の後任で、３回目の引き継ぎになります。

非常に有能で人当たりもよく、お酒も飲めま
す。ゴルフもできます。ぜひ、皆さんのご厚
意をいただければと思います。
　最後になりますが、本当に５年間、皆さん
にはお引き回しいただき、楽しい思いをさせ
ていただきました。今後も、どこかで見かけ
たら声をかけていただければと思います。あ
りがとうございました。
◇窪田満里子会員退会挨拶

　私は、2004年に入会し
て16年目になります。い
ろんな経験をさせていた
だき、本当にありがとう
ございました。あっと言
う間の16年間でした。

　本来なら昨年、息子と引き継ぎをして、ハ
ワイの国際大会へ行ってお終いにしようと考
えていたんですが、コロナの影響でハワイに
も行けず、こういう形になってしまいました。
皆さんには本当にいろいろとよくしていただ
きまして、厚くお礼申し上げます。
　振り返ってみますと、入って間もないころ、
柳澤先生から卓話のストップがあったり、そ
のときのことを表現したことを、猿田先生に
白浪５人女の原稿に載せられたときは、いく
ら私でもあっと思いました。どうしようかな
と思ったことです。また、一昨年まで米山の
地区委員を務めさせていただきまして、本当
にこれは私にとって財産になりました。とて
も優秀な留学生に恵まれまして、楽しい交流
を持てたということは素晴らしいことでした。
　７月より、私の娘の旦那さんと交代します。
彼は少しプライドが高くて、私とよく諍いを
しますが、人間そのものはすごく素直で、バ
カ正直な人です。少し口は悪いので、皆さん
の力で一人前のよき経営者に育てていただけ
るよう、よろしくお願いいたします。時々は、
私も顔見せをして、「保険の窪田さん」とお
声を掛けていただけたらありがたいと思いま
す。本当にどうもお世話になりました。あり
がとうございました。
◇八田聡子会員退会挨拶
　３月で既に退会した身でありながら、今日
は前川会長と岡本幹事のご好意で、このよう
なお時間をいただけることになり、のこのこ
とまいった次第であります。

　高知県は人が温かくて、
おもてなし精神に溢れて
いて、特に私のようなよ
そ者に対してものすごく
よくしてくださる土地柄
だということで、高知県

への転勤を経験してる者からは、よく高知に
帰りたい、帰りたいという話を聞きます。その
気持ちが、今の私にはとてもよく分かりま
す。本当にいい土地だったなと実感をしてい
るところであります。
　クラブにおきましては、三愛石油から初代
・藤田が入会させていただきまして、その後、
渡、池田、八田と繋げてきたタスキを無事に
私の次の代に渡すことができ、今少し安堵し
ているところです。次に入会する高橋のこと

も、ぜひ可愛がってやってください。
　最後に皆さんに直接お会いしてご挨拶でき
て、本当に良かったです。まさかのソングリ
ーダーまでさせていただき、思い残すことは
ありません。今まで、本当にお世話になりま
した。ありがとうございました。
◇大川内孝典さん、後藤典行さん、永野健生
さん、お三方とはお電話でお話をして、皆さ
まによろしくということを承っています。特
に永野健生さんは、「７月からの復帰を予定
していたのですが、病気療養ということで、
在籍中には、皆さんに大変よくしていただき
感謝をしています。今後も高知東ＲＣが末永
く続きますことを心より願っています」とコ
メントをいただいています。

はできていませんが、会
計として金銭面を精査し
ました。
　クラブ予算を定期的に
チェックし、クラブ口座
の出入金を精査し、適正

な処理を行った。徴収漏れもありません。決
算書は監査も終わり、来週の臨時総会で皆さ
んにお配りします。
ご協力ありがとうございました。
◎ロータリー奉仕プロジェクト研究会

（発表：西森やよい）
・第１回・４月24日　20
　名参加。第２回・７月
　17日　20名参加
　４、５名のグループに
分かれ、地域の課題やロ

ータリアンとしての奉仕のあり方など事業提
案をした。個別の発言もあり、ロータリーク
ラブにおける職業奉仕、社会奉仕についての
理想、会員相互の親睦を深めつつ取り組みを
進める方法について、熱い思いを聞いた。
・５月、６月に財団委員のエレクト会を開催
　奉仕プロジェクト委員会で蓄積された事業
提案の棚卸しを行い、資料にまとめた。
　交通安全の取組事業に関し、６月25日、次
期ロータリー財団委員長と私で高知県警交通
企画課と相談を行い、結果を第２回奉仕プロ
ジェクト研究会で報告し、自動車を安全に乗
ろう事業の企画・立案を行った。
・2020年２月15日に開催されたＩＭにおい
て、奉仕プロジェクト研究会においての報
告発表を行った。

り複雑な心境です。自分ではまだ完全燃焼し
ていない中で、先ほど前川会長からねぎらい
の言葉をいただいて、本当に嬉しく思います。
１年間、突っ走ってきた甲斐があったと思い
ます。
　２年半前、前川さんから幹事のお話をいた
だいた後、副幹事の時代は松本幹事の背中を
追いかけながら、幹事の仕事を覚える１年で
した。幹事になってからのこれまでは、前川
会長はお忙しいので、できる仕事は早めにこ
なしていこう、なるべく負担にならないよう
にするには、どのように努めたらいいかを心
がけながらやってきました。その中で、力に
なってくれたのは事務局の河野さんです。１
日に何回も電話をしてロータリーとはどうい
うものか、この委員会はどうなっているのか
等々、細かく教えていただき、いいアドバイ
スをいただきました。
　幹事は11時半に会場に来ますが、既にＳＡ
Ａの方が、しっかり会場設営をしている。親
睦委員会は、来訪者の受け入れ準備をしてい
る。本当に心強く思いました。ＳＡＡの皆さ
ん、親睦委員会の皆さん、本当にありがとう
ございました。このようにサポートしてくだ
さるメンバーがいて、１年間安定して例会の
運営ができました。
　本来であればできなかった経験を幹事とい
う役割をいただいて経験させてもらったの
は、本当に嬉しく思います。ロータリーに深
く関わることで、ロータリーへの愛情も大き
くなりましたし、これから自分のやれること
も、より一層見つけていこうと思います。
　先ほど、前川会長がご自分のことを天然だ
とおっしゃっていましたが、全くそうではな
く私は「フォローの人」だと思います。いろ
いろなところでの手助けや心優しい補佐をい
ただいて、本当に居心地のいい幹事職でした。
皆さんのお陰です。ありがとうございました。
◇福岡満喜子水曜会会長挨拶

　昨年７月、岡本幹事の
奥さま・千春様が幹事に
なってくださりスタート
しました。本会からは寄
付もいただき、有効に使
わせていただきました。

バザーのときには、早朝から準備、警備、後

片付けなどお手伝いいただき、本当に助かり
ました。また、夜間例会などにもお招きいた
だき、共に楽しい時間を過ごしたことはいい
思い出です。
　３月以降は思うような活動はできませんで
したが、７月からは、会長の寺村みゆきさん、
幹事の永野雅子さんにバトンをつなぎます。
１年間本当にお世話になりありがとうござい
ました。
◇ピアノ伴奏の小笠原貴美子先生にお礼をお
渡ししました。
◇事務局の河野さんにお礼をお渡ししました。
◇寺尾直前会長、松本直前幹事より前川会
長、岡本幹事に記念バッチ贈呈
◇前川会長、岡本幹事より竹村次期会長、西
森次期幹事に引き継ぎバッチをお渡ししま
した。
◇竹村克彦次年度会長挨拶

　前川会長、岡本幹事、
１年間お疲れ様でした。
見習って、これから先の
１年を務めさせていただ
きます。また、今年度の
委員長の皆さまも、ご活

躍の場を途中から削がれた感じで心残りのと
ころもあろうかと思いますが、大変お疲れ様
でした。
　コロナの影響で例会が取り消しになり、そ
の分、荷が軽くなったと捕らわれがちですが、
イレギュラーの中で、前川会長、岡本幹事は、
たくさんの苦渋の決断をされています。例年
のとおりにこなしていくよりも、かなり大変
だったのではないかと思います。今はまだコ
ロナは終息していません。アフターコロナに
はほど遠いと思います。まだまだコロナの真
っ最中、あるいはウイズコロナと言われるよ
うに、このまましばらく付き合っていく運命
にあると思っていますので、それに対応する
べく判断していきたいと考えています。
　次年度の会長方針については、来週の第一
例会で説明させていただきますが、テーマは
「積極果敢に楽しもう」としました。コロナ
と対峙するということもあって「果敢に」を
付け加えて、より強いイメージを押し出した
いと思っています。いずれにしても、楽しみ
の中から積極的な動きが生まれるということ

を、会長のテーマとして謳い込んであります
ので、どうぞよろしくお願いいたします。
　幹事の西森やよいさんには、既にいろんな
ところで苦労していただいて、次年度への準
備を整えていただいています。また、委員長
を受けていただいた役員の皆さま方、１年間
ご苦労をおかけしますが、よろしくお願いい
たします。皆さんのお力をお借りして、１年
間頑張ります。どうぞよろしくお願いいたし
ます。
◇西森やよい次期幹事挨拶

　先ほど来、皆さんから
お話がありますとおり、
コロナという未知のもの
に向かっていかなければ
ならない状況で、先が読
めないことばかりです。

先が読めない中で、どういうふうにするのか、
とりあえず前年を踏襲しておくのか、何か新
しいことを打ち出していくのか、常に手探り
だと思います。
　そのような中で、竹村次期会長からは「積

極果敢に楽しみましょう」という力強いテー
マを出していただきました。幹事は、会長が
実現したい目的を遂げられるように手配をし
て、下支えをするのが役割だと考えています。
そのような抱負は持っていたのですが、何し
ろスケジュールが全て乱れていて、例年どお
りにいかない中、皆さまに次年度に向けた準
備のお願い等々、早速ご迷惑をおかけしてい
ると思います。ですが、非常に驚いているの
は、委員会計画の集まりが非常に良かったこ
とです。きっちりと皆さんが守ってください
ました。例年にないことで、私はそれが揃っ
ていると集計したとき、これは大変なことに
なったと。お前もきっちりやれという強い叱
咤激励を受けていると感じたことでした。
　このように、皆さま方からの力強いお支え
を受けて、私自身、この及ばない力で一生懸
命会長をお支えして、それによって会員の皆
さまから今まで受けた恩を少しでもお返しで
きるように、その思いで努めさせていただき
ます。次年度、どうぞよろしくお願い申し上
げます。

◇出席率報告

 ● 前川美智子　全ての会員の皆さま、小笠原
先生、河野さん、黒岩さんをはじめザ・クラ
ウンパレス新阪急高知スタッフの皆さん、１
年間大変お世話になり、本当にありがとうご
ざいました。お陰様で、充実した幸せな１年
でした。心より感謝いたします。岡本幹事、
水曜会福岡会長、１年半にわたり多大なサポ
ートをしてくださり、感謝しています。心か
らありがとうございました。そして、次年度
竹村会長、西森やよい幹事、７月よりよろし
くお願いいたします。　　　　　
 ● 岡本淳一　１年間、幹事という大きな仕事
を任せていただきありがとうございました。
充実した１年でした。　
 ● 竹村克彦　前川会長、岡本幹事、お疲れ様
でした。見習って頑張ります。　　
 ● 西森やよい　前川会長、岡本幹事、１年間
本当にお世話になりました。皆さま、次年度
はどうぞよろしくお願い申し上げます。　
 ● 北村　裕　５年間ありがとうございました。
来週も監査報告のため、弁当をいただきにま
いります。
 ● 八田聡子　前川会長、岡本幹事、退会が決
まった３月から今日までの間、いろいろとご
配慮いただき感謝申し上げます。１年間の会
長職、幹事職、お疲れ様でした。高知東ＲＣ
のますますのご発展を祈念しております。
〈追伸〉エクラという雑誌に料理研究家の有
元葉子さんの紹介で、「榧工房かやの森」の
記事が掲載されています。前川ご夫妻の写真
が出ています。ｗｅｂでも見られますので、
ぜひご覧ください。
 ● 窪田満里子　本当にお世話になりました。
また息子のご指導よろしくお願いします。今

後ともよろしくお願いします。
 ● 髙橋卓弥　前川会長、岡本幹事、１年間お
疲れ様でした！
 ● 鬼田知明　親睦委員会の皆さま、本年度は
ご迷惑をかけ申し訳ございませんでした。八
田さん、ソングリーダーありがとうございま
した。
 ● 土居祐三　前川さん、淳ちゃん、１年間お
世話になりありがとうございました。竹村さ
ん、やよいさん、１年間お世話になります。
よろしくお願いします。八田しゃん、本当に
退会したんですか？全く違和感ないねぇ。
 ● 西森良文　窪田さん、北村さん、八田さん、
お疲れ様でした。寂しくなります。前川会長、
岡本幹事、１年間ありがとうございました。
 ● 福岡満喜子　窪田さん、長い間お世話にな
りました。たまには、例会に遊びにきてくだ
さい。八田さん、わざわざ東京から退会のご
挨拶に来てくださり、指揮をしてくださり、
ありがとうございました。女性会員が少なく
なり残念です。
 ● 中平真理子　先日、前川さんに再オープン
するお店でお世話になりました。会長、幹事
はじめ皆さま１年間お疲れ様でした。窪田さ
ん、寂しくなります。
 ● 野志征生　入会のお祝い、妻の誕生祝いを
いただきありがとうございます。未だ会社
で、会合出席が認められてなく、ご迷惑をお
かけしますがよろしくお願いいたします。
 ● 岡﨑勇樹　入会記念、結婚記念ありがとう
ございます。本日で親睦委員長の務めが終わ
ります。東ＲＣの皆さまには、ご迷惑をおか
けしたことお許しください。１年間本当にあ
りがとうございました。
 ● 小笠原貴美子　後半はほとんどお役に立て
ることができませんでした。
 ● ＳＡＡ一同　いろいろとあった１年ですが、
皆さまのご協力のもと、何とか最後まで務め
させていただきました。ありがとうございま
した。
◇早退　２件

◎親睦委員会（発表：岡﨑勇樹）
・夜間例会は３回
　創立記念夜間例会
　　2019.10. 9  参加48名
　忘年夜間例会
　　2019.12.18  参加58名
　観梅夜間例会

　　2020. 2. 5  参加45名
・親睦ゴルフ大会　2019. 9.29　参加14名
・東酔会２回
　　2019. 8.21　参加21名
　　2020. 1.22　参加22名
・麻雀大会　2020. 1.15　参加９名
・歓送迎会及び祝賀会
　　2019. 7.24　参加26名
　　2019.10.16　参加25名
　　2020. 2.26　参加38名
・新型コロナウイルスの関係で８ＲＣ合同夜
間例会、野外レクレーション、第２回親睦
ゴルフ大会は中止、最終夜間例会は昼間の
例会に変更。
・水曜会の大丸前のバザー手伝い  2020. 1.12
◎出席委員会（発表：佐野博三）
　今期は、３月１日からコロナウイルスの関
係で例会は中止になりましたが、それ以外で
は、ホームクラブへの出席優先、ホームクラ

ブ欠席の場合は、メイキ
ャップをお願いすること
を中心に、当クラブの伝
統である100％出席を守
りました。

◎ロータリー情報委員会（発表：石川　健）
・新会員の松井洋介会員
　に𠮷永光男会員、広瀬
　雅彦会員に松本隆之会
　員をアドバイザーとし
　て選任
・2019年10月22日に入会

３年から５年未満の会員を対象に、浦田会
員を講師としてクラブ運営に関する勉強会
を、また、初めてだと思いますが、親睦ゴ
ルフも開催
・国際ロータリーの運営管理の状況等、
「ロータリーの友」の記事から抜粋し、ニ
コニコ箱を通じて皆さんに伝えた。
・ロータリーに関する書籍を購入
・猿田会員提供による千種会のＣＤのダビン
グを10本行い、皆さんに提供
◎会計（発表：松野宏司）
　久松さんの後を継いで、後半から役をお引
き受けしました。コロナの影響で十分な活動

◇前川美智子会長謝辞
　先週に引き続き、各委
員会の活動報告お疲れ様
でした。そして、各委員
長並びに委員の皆さま、
１年間本当にありがとう
ございました。

　先ほど、ご挨拶でも申し上げましたとお
り、思いもかけない後半ではありましたが、
何とか無事に、本日退任の日を迎えることが
できました。これもひとえに、会員の皆さま
の優しく温かい支えのお陰と、心よりお礼申
し上げます。
　そして、水曜会の皆さまにもお世話になり
ました。特に福岡さんには、私が会長に就任
する際、心細いからと無理を言って水曜会の
会長を引き受けていただきました。この１年、
とても心強い存在でした。数々のアドバイス、
フォローをいただきありがとうございました。
そして、事務局の河野さん、１年間のサポー
ト本当にご苦労様でした。
　最後に忘れてはならないパートナー、一昨
年の12月になだめすかして幹事を引き受けて
いただいた岡本幹事。岡本幹事にはお礼の前
に、お詫びと訂正をしなければなりません。
　年度最初の例会挨拶で「２人とも未熟な上
に天然で、弥次喜多道中の１年になるのでは」

とお話しました。でも天然は私だけでした。
この１年、幹事としてさまざまな段取りや進
行をつつがなくこなし、天然の私を支え、今
日の最終例会まで導いていただきました。最
高の幹事です。最終日になってしまいました
が、年度初めの「２人とも天然」発言を訂正
し、お詫びと心からの感謝を申し上げます。
　さて、クラブ初の女性会長として、女性な
らではの何かを残せたかと振り返れば、何も
思い当たりません。でも、私にとっては素晴
らしい１年でした。改めて、会員の皆さまの
心の広さ、温かさを実感し高知東ＲＣに入会
して、本当に良かったと心から思います。そ
の上、この素晴らしいクラブの会長までさせ
ていただき、本当に果報者だと思っています。
　重ねて、全ての皆さまに感謝申し上げます
とともに、今後はまた一会員として、大好き
なこのクラブでロータリーライフを楽しみた
いと思います。１年間本当にありがとうござ
いました。
◇岡本淳一幹事謝辞

　１年間、ありがとうご
ざいました。あっという
間の１年でした。長い間
の休会の後、出てきて２
回で終わるというのは寂
しくもあり、嬉しくもあ



◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
八田さん、ありがとうご
ざいます。
　本来なら「こんばんは」
で始まる最終例会のはず
でしたが、時節柄、こう

したイレギュラーな形ではあっても、皆さま
にお集まりいただいて、最終例会ができるこ
とはありがたいことだと思います。
　先週、入交パスト会長のご逝去をお伝えし、
黙とうをしていただきましたが、お名前を間
違えてお伝えしました。入交英雄（ふさお）
パスト会長です。大変失礼いたしました。先
週、奥さまから新聞掲載へのお礼のお電話が
あり、会員の皆さんにくれぐれもよろしくお
伝えくださいとのことです。また、お香典、
お花はご辞退されていますので、併せてご報
告します。
　「クラブ創立から51年目という新たな半世
紀のスタートを、初の女性会長で」というパ
スト会長のご指名を受け、無謀にも大切な年
度の会長をお引き受けしました。それから１
年、実績もない、確たる見識も持ち合わせて
いない私が、こうやって何とか無事に最終夜
間例会の挨拶をさせていただけるのも、皆さ
まのご支援・ご協力があってこそと、心から
感謝申し上げます。

　年度初め「歴史をつなぎ、クラブの絆を深
め、ロータリーライフを楽しみましょう！」
というテーマを掲げさせていただきました。
このテーマは、半世紀にわたって培われてき
た高知東ロータリークラブの素晴らしさを受
け継ぎ、誰もが居心地の良い楽しいクラブを
次につなぎたいという、私自身の素直な思い
そのものでした。この１年の大役を終える今、
その思いはますます強くなりました。
　振り返ってみますと、今年度は後半に入っ
て新型コロナウイルスの出現により、当クラ
ブがホストを務めることになっていた８ＲＣ
合同夜間例会の中止をはじめ、３ヵ月余りに
わたって例会が休会になるなど、思いもかけ
ない展開となりました。そして、昨年末には
久松パスト会長が亡くなられました。この最
終例会の場で、あの穏やかな笑顔を拝見でき
ないことは残念でなりません。改めてご冥福
をお祈りいたします。
　さて、今月30日は、高知では「輪抜け様」
として親しまれている「夏越し（なごし）の
大祓い」です。神社の中にしつらえた茅の輪
をくぐって、半年間に溜まった疲れや病、穢
れを落とし、残りの半年を無事に過ごせるこ
とを願う祭りです。毎年、輪抜け様の日には
雨が降ると言われていますが、今年はぜひ足
を運んで、今年度に起こった災いをすべて祓
い、７月からは例年のように例会が無事に開
かれますよう、また、会員の皆さまが毎回、
健やかな笑顔で集い、ロータリーライフを楽
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しめますようお祈りしてきたいと思っていま
す。
　最後に、皆さまの大いなる寛容と温かい笑
顔に支えられ、貴重な経験をさせていただい
たことに、改めて心から感謝を申し上げます。
　本日は、先週に引き続き委員会報告と退会
者の挨拶、次年度への引き継ぎセレモニーを
行います。長時間になりますが、最後までど
うぞよろしくお願いいたします。
◇来訪ロータリアン及びお客さま
　◎米山記念奨学生　レ・ティ・フィエンさん
◇北村　裕会員退会挨拶

　26日に開かれる四国銀
行の株主総会で退任する
ことになりました。それ
に伴い、東ＲＣも退会と
なります。皆さんには大
変お世話になりありがと

うございました。
　思い起こせば平成27年、５年前ですが、入
会させていただき、何も知らない中でいろん
なことを教えていただきました。本当にあり
がとうございます。
　１年目は親睦委員会で、この場所でソング
リーダーをして「おいらの船は300トン」を
歌った覚えがあります。３年目、レクリエー
ションで西条のビール工場に行きました。
ビール工場へ行ったのに日本酒ばかりを飲ん
で、記憶をなくしたこともありました。また、
柳澤先生がガバナーを務めた折、柳澤先生は
じめ、前田さん、故久松さん等々から薫陶を
いただきながら菜園場の居酒屋で酒を飲んだ
ことでした。
　そんなこんなで、ほんとに楽しく有意義な
５年間を過ごさせていただきました。この場
をお借りしまして感謝申し上げます。
　退会というのは残念ですが、我々サラリー
マンの世界では、後進に道を譲るというのは
厳しい掟で、これを破ることはできません。
後進は７月８日から出席すると思いますが、
五百蔵誠一君といって、土佐高、神戸大学を
へて入行。現在60歳、将来の頭取候補の１人
だと思います。
　彼とは少し縁があって、観音寺支店長、東
京支店長、そして今回の東ＲＣ、いずれも彼
が私の後任で、３回目の引き継ぎになります。

非常に有能で人当たりもよく、お酒も飲めま
す。ゴルフもできます。ぜひ、皆さんのご厚
意をいただければと思います。
　最後になりますが、本当に５年間、皆さん
にはお引き回しいただき、楽しい思いをさせ
ていただきました。今後も、どこかで見かけ
たら声をかけていただければと思います。あ
りがとうございました。
◇窪田満里子会員退会挨拶

　私は、2004年に入会し
て16年目になります。い
ろんな経験をさせていた
だき、本当にありがとう
ございました。あっと言
う間の16年間でした。

　本来なら昨年、息子と引き継ぎをして、ハ
ワイの国際大会へ行ってお終いにしようと考
えていたんですが、コロナの影響でハワイに
も行けず、こういう形になってしまいました。
皆さんには本当にいろいろとよくしていただ
きまして、厚くお礼申し上げます。
　振り返ってみますと、入って間もないころ、
柳澤先生から卓話のストップがあったり、そ
のときのことを表現したことを、猿田先生に
白浪５人女の原稿に載せられたときは、いく
ら私でもあっと思いました。どうしようかな
と思ったことです。また、一昨年まで米山の
地区委員を務めさせていただきまして、本当
にこれは私にとって財産になりました。とて
も優秀な留学生に恵まれまして、楽しい交流
を持てたということは素晴らしいことでした。
　７月より、私の娘の旦那さんと交代します。
彼は少しプライドが高くて、私とよく諍いを
しますが、人間そのものはすごく素直で、バ
カ正直な人です。少し口は悪いので、皆さん
の力で一人前のよき経営者に育てていただけ
るよう、よろしくお願いいたします。時々は、
私も顔見せをして、「保険の窪田さん」とお
声を掛けていただけたらありがたいと思いま
す。本当にどうもお世話になりました。あり
がとうございました。
◇八田聡子会員退会挨拶
　３月で既に退会した身でありながら、今日
は前川会長と岡本幹事のご好意で、このよう
なお時間をいただけることになり、のこのこ
とまいった次第であります。

　高知県は人が温かくて、
おもてなし精神に溢れて
いて、特に私のようなよ
そ者に対してものすごく
よくしてくださる土地柄
だということで、高知県

への転勤を経験してる者からは、よく高知に
帰りたい、帰りたいという話を聞きます。その
気持ちが、今の私にはとてもよく分かりま
す。本当にいい土地だったなと実感をしてい
るところであります。
　クラブにおきましては、三愛石油から初代
・藤田が入会させていただきまして、その後、
渡、池田、八田と繋げてきたタスキを無事に
私の次の代に渡すことができ、今少し安堵し
ているところです。次に入会する高橋のこと

も、ぜひ可愛がってやってください。
　最後に皆さんに直接お会いしてご挨拶でき
て、本当に良かったです。まさかのソングリ
ーダーまでさせていただき、思い残すことは
ありません。今まで、本当にお世話になりま
した。ありがとうございました。
◇大川内孝典さん、後藤典行さん、永野健生
さん、お三方とはお電話でお話をして、皆さ
まによろしくということを承っています。特
に永野健生さんは、「７月からの復帰を予定
していたのですが、病気療養ということで、
在籍中には、皆さんに大変よくしていただき
感謝をしています。今後も高知東ＲＣが末永
く続きますことを心より願っています」とコ
メントをいただいています。

はできていませんが、会
計として金銭面を精査し
ました。
　クラブ予算を定期的に
チェックし、クラブ口座
の出入金を精査し、適正

な処理を行った。徴収漏れもありません。決
算書は監査も終わり、来週の臨時総会で皆さ
んにお配りします。
ご協力ありがとうございました。
◎ロータリー奉仕プロジェクト研究会

（発表：西森やよい）
・第１回・４月24日　20
　名参加。第２回・７月
　17日　20名参加
　４、５名のグループに
分かれ、地域の課題やロ

ータリアンとしての奉仕のあり方など事業提
案をした。個別の発言もあり、ロータリーク
ラブにおける職業奉仕、社会奉仕についての
理想、会員相互の親睦を深めつつ取り組みを
進める方法について、熱い思いを聞いた。
・５月、６月に財団委員のエレクト会を開催
　奉仕プロジェクト委員会で蓄積された事業
提案の棚卸しを行い、資料にまとめた。
　交通安全の取組事業に関し、６月25日、次
期ロータリー財団委員長と私で高知県警交通
企画課と相談を行い、結果を第２回奉仕プロ
ジェクト研究会で報告し、自動車を安全に乗
ろう事業の企画・立案を行った。
・2020年２月15日に開催されたＩＭにおい
て、奉仕プロジェクト研究会においての報
告発表を行った。

り複雑な心境です。自分ではまだ完全燃焼し
ていない中で、先ほど前川会長からねぎらい
の言葉をいただいて、本当に嬉しく思います。
１年間、突っ走ってきた甲斐があったと思い
ます。
　２年半前、前川さんから幹事のお話をいた
だいた後、副幹事の時代は松本幹事の背中を
追いかけながら、幹事の仕事を覚える１年で
した。幹事になってからのこれまでは、前川
会長はお忙しいので、できる仕事は早めにこ
なしていこう、なるべく負担にならないよう
にするには、どのように努めたらいいかを心
がけながらやってきました。その中で、力に
なってくれたのは事務局の河野さんです。１
日に何回も電話をしてロータリーとはどうい
うものか、この委員会はどうなっているのか
等々、細かく教えていただき、いいアドバイ
スをいただきました。
　幹事は11時半に会場に来ますが、既にＳＡ
Ａの方が、しっかり会場設営をしている。親
睦委員会は、来訪者の受け入れ準備をしてい
る。本当に心強く思いました。ＳＡＡの皆さ
ん、親睦委員会の皆さん、本当にありがとう
ございました。このようにサポートしてくだ
さるメンバーがいて、１年間安定して例会の
運営ができました。
　本来であればできなかった経験を幹事とい
う役割をいただいて経験させてもらったの
は、本当に嬉しく思います。ロータリーに深
く関わることで、ロータリーへの愛情も大き
くなりましたし、これから自分のやれること
も、より一層見つけていこうと思います。
　先ほど、前川会長がご自分のことを天然だ
とおっしゃっていましたが、全くそうではな
く私は「フォローの人」だと思います。いろ
いろなところでの手助けや心優しい補佐をい
ただいて、本当に居心地のいい幹事職でした。
皆さんのお陰です。ありがとうございました。
◇福岡満喜子水曜会会長挨拶

　昨年７月、岡本幹事の
奥さま・千春様が幹事に
なってくださりスタート
しました。本会からは寄
付もいただき、有効に使
わせていただきました。

バザーのときには、早朝から準備、警備、後

片付けなどお手伝いいただき、本当に助かり
ました。また、夜間例会などにもお招きいた
だき、共に楽しい時間を過ごしたことはいい
思い出です。
　３月以降は思うような活動はできませんで
したが、７月からは、会長の寺村みゆきさん、
幹事の永野雅子さんにバトンをつなぎます。
１年間本当にお世話になりありがとうござい
ました。
◇ピアノ伴奏の小笠原貴美子先生にお礼をお
渡ししました。
◇事務局の河野さんにお礼をお渡ししました。
◇寺尾直前会長、松本直前幹事より前川会
長、岡本幹事に記念バッチ贈呈
◇前川会長、岡本幹事より竹村次期会長、西
森次期幹事に引き継ぎバッチをお渡ししま
した。
◇竹村克彦次年度会長挨拶

　前川会長、岡本幹事、
１年間お疲れ様でした。
見習って、これから先の
１年を務めさせていただ
きます。また、今年度の
委員長の皆さまも、ご活

躍の場を途中から削がれた感じで心残りのと
ころもあろうかと思いますが、大変お疲れ様
でした。
　コロナの影響で例会が取り消しになり、そ
の分、荷が軽くなったと捕らわれがちですが、
イレギュラーの中で、前川会長、岡本幹事は、
たくさんの苦渋の決断をされています。例年
のとおりにこなしていくよりも、かなり大変
だったのではないかと思います。今はまだコ
ロナは終息していません。アフターコロナに
はほど遠いと思います。まだまだコロナの真
っ最中、あるいはウイズコロナと言われるよ
うに、このまましばらく付き合っていく運命
にあると思っていますので、それに対応する
べく判断していきたいと考えています。
　次年度の会長方針については、来週の第一
例会で説明させていただきますが、テーマは
「積極果敢に楽しもう」としました。コロナ
と対峙するということもあって「果敢に」を
付け加えて、より強いイメージを押し出した
いと思っています。いずれにしても、楽しみ
の中から積極的な動きが生まれるということ

を、会長のテーマとして謳い込んであります
ので、どうぞよろしくお願いいたします。
　幹事の西森やよいさんには、既にいろんな
ところで苦労していただいて、次年度への準
備を整えていただいています。また、委員長
を受けていただいた役員の皆さま方、１年間
ご苦労をおかけしますが、よろしくお願いい
たします。皆さんのお力をお借りして、１年
間頑張ります。どうぞよろしくお願いいたし
ます。
◇西森やよい次期幹事挨拶

　先ほど来、皆さんから
お話がありますとおり、
コロナという未知のもの
に向かっていかなければ
ならない状況で、先が読
めないことばかりです。

先が読めない中で、どういうふうにするのか、
とりあえず前年を踏襲しておくのか、何か新
しいことを打ち出していくのか、常に手探り
だと思います。
　そのような中で、竹村次期会長からは「積

極果敢に楽しみましょう」という力強いテー
マを出していただきました。幹事は、会長が
実現したい目的を遂げられるように手配をし
て、下支えをするのが役割だと考えています。
そのような抱負は持っていたのですが、何し
ろスケジュールが全て乱れていて、例年どお
りにいかない中、皆さまに次年度に向けた準
備のお願い等々、早速ご迷惑をおかけしてい
ると思います。ですが、非常に驚いているの
は、委員会計画の集まりが非常に良かったこ
とです。きっちりと皆さんが守ってください
ました。例年にないことで、私はそれが揃っ
ていると集計したとき、これは大変なことに
なったと。お前もきっちりやれという強い叱
咤激励を受けていると感じたことでした。
　このように、皆さま方からの力強いお支え
を受けて、私自身、この及ばない力で一生懸
命会長をお支えして、それによって会員の皆
さまから今まで受けた恩を少しでもお返しで
きるように、その思いで努めさせていただき
ます。次年度、どうぞよろしくお願い申し上
げます。

◇出席率報告

 ● 前川美智子　全ての会員の皆さま、小笠原
先生、河野さん、黒岩さんをはじめザ・クラ
ウンパレス新阪急高知スタッフの皆さん、１
年間大変お世話になり、本当にありがとうご
ざいました。お陰様で、充実した幸せな１年
でした。心より感謝いたします。岡本幹事、
水曜会福岡会長、１年半にわたり多大なサポ
ートをしてくださり、感謝しています。心か
らありがとうございました。そして、次年度
竹村会長、西森やよい幹事、７月よりよろし
くお願いいたします。　　　　　
 ● 岡本淳一　１年間、幹事という大きな仕事
を任せていただきありがとうございました。
充実した１年でした。　
 ● 竹村克彦　前川会長、岡本幹事、お疲れ様
でした。見習って頑張ります。　　
 ● 西森やよい　前川会長、岡本幹事、１年間
本当にお世話になりました。皆さま、次年度
はどうぞよろしくお願い申し上げます。　
 ● 北村　裕　５年間ありがとうございました。
来週も監査報告のため、弁当をいただきにま
いります。
 ● 八田聡子　前川会長、岡本幹事、退会が決
まった３月から今日までの間、いろいろとご
配慮いただき感謝申し上げます。１年間の会
長職、幹事職、お疲れ様でした。高知東ＲＣ
のますますのご発展を祈念しております。
〈追伸〉エクラという雑誌に料理研究家の有
元葉子さんの紹介で、「榧工房かやの森」の
記事が掲載されています。前川ご夫妻の写真
が出ています。ｗｅｂでも見られますので、
ぜひご覧ください。
 ● 窪田満里子　本当にお世話になりました。
また息子のご指導よろしくお願いします。今

後ともよろしくお願いします。
 ● 髙橋卓弥　前川会長、岡本幹事、１年間お
疲れ様でした！
 ● 鬼田知明　親睦委員会の皆さま、本年度は
ご迷惑をかけ申し訳ございませんでした。八
田さん、ソングリーダーありがとうございま
した。
 ● 土居祐三　前川さん、淳ちゃん、１年間お
世話になりありがとうございました。竹村さ
ん、やよいさん、１年間お世話になります。
よろしくお願いします。八田しゃん、本当に
退会したんですか？全く違和感ないねぇ。
 ● 西森良文　窪田さん、北村さん、八田さん、
お疲れ様でした。寂しくなります。前川会長、
岡本幹事、１年間ありがとうございました。
 ● 福岡満喜子　窪田さん、長い間お世話にな
りました。たまには、例会に遊びにきてくだ
さい。八田さん、わざわざ東京から退会のご
挨拶に来てくださり、指揮をしてくださり、
ありがとうございました。女性会員が少なく
なり残念です。
 ● 中平真理子　先日、前川さんに再オープン
するお店でお世話になりました。会長、幹事
はじめ皆さま１年間お疲れ様でした。窪田さ
ん、寂しくなります。
 ● 野志征生　入会のお祝い、妻の誕生祝いを
いただきありがとうございます。未だ会社
で、会合出席が認められてなく、ご迷惑をお
かけしますがよろしくお願いいたします。
 ● 岡﨑勇樹　入会記念、結婚記念ありがとう
ございます。本日で親睦委員長の務めが終わ
ります。東ＲＣの皆さまには、ご迷惑をおか
けしたことお許しください。１年間本当にあ
りがとうございました。
 ● 小笠原貴美子　後半はほとんどお役に立て
ることができませんでした。
 ● ＳＡＡ一同　いろいろとあった１年ですが、
皆さまのご協力のもと、何とか最後まで務め
させていただきました。ありがとうございま
した。
◇早退　２件

◎親睦委員会（発表：岡﨑勇樹）
・夜間例会は３回
　創立記念夜間例会
　　2019.10. 9  参加48名
　忘年夜間例会
　　2019.12.18  参加58名
　観梅夜間例会

　　2020. 2. 5  参加45名
・親睦ゴルフ大会　2019. 9.29　参加14名
・東酔会２回
　　2019. 8.21　参加21名
　　2020. 1.22　参加22名
・麻雀大会　2020. 1.15　参加９名
・歓送迎会及び祝賀会
　　2019. 7.24　参加26名
　　2019.10.16　参加25名
　　2020. 2.26　参加38名
・新型コロナウイルスの関係で８ＲＣ合同夜
間例会、野外レクレーション、第２回親睦
ゴルフ大会は中止、最終夜間例会は昼間の
例会に変更。
・水曜会の大丸前のバザー手伝い  2020. 1.12
◎出席委員会（発表：佐野博三）
　今期は、３月１日からコロナウイルスの関
係で例会は中止になりましたが、それ以外で
は、ホームクラブへの出席優先、ホームクラ

ブ欠席の場合は、メイキ
ャップをお願いすること
を中心に、当クラブの伝
統である100％出席を守
りました。

◎ロータリー情報委員会（発表：石川　健）
・新会員の松井洋介会員
　に𠮷永光男会員、広瀬
　雅彦会員に松本隆之会
　員をアドバイザーとし
　て選任
・2019年10月22日に入会

３年から５年未満の会員を対象に、浦田会
員を講師としてクラブ運営に関する勉強会
を、また、初めてだと思いますが、親睦ゴ
ルフも開催
・国際ロータリーの運営管理の状況等、
「ロータリーの友」の記事から抜粋し、ニ
コニコ箱を通じて皆さんに伝えた。
・ロータリーに関する書籍を購入
・猿田会員提供による千種会のＣＤのダビン
グを10本行い、皆さんに提供
◎会計（発表：松野宏司）
　久松さんの後を継いで、後半から役をお引
き受けしました。コロナの影響で十分な活動

◇前川美智子会長謝辞
　先週に引き続き、各委
員会の活動報告お疲れ様
でした。そして、各委員
長並びに委員の皆さま、
１年間本当にありがとう
ございました。

　先ほど、ご挨拶でも申し上げましたとお
り、思いもかけない後半ではありましたが、
何とか無事に、本日退任の日を迎えることが
できました。これもひとえに、会員の皆さま
の優しく温かい支えのお陰と、心よりお礼申
し上げます。
　そして、水曜会の皆さまにもお世話になり
ました。特に福岡さんには、私が会長に就任
する際、心細いからと無理を言って水曜会の
会長を引き受けていただきました。この１年、
とても心強い存在でした。数々のアドバイス、
フォローをいただきありがとうございました。
そして、事務局の河野さん、１年間のサポー
ト本当にご苦労様でした。
　最後に忘れてはならないパートナー、一昨
年の12月になだめすかして幹事を引き受けて
いただいた岡本幹事。岡本幹事にはお礼の前
に、お詫びと訂正をしなければなりません。
　年度最初の例会挨拶で「２人とも未熟な上
に天然で、弥次喜多道中の１年になるのでは」

とお話しました。でも天然は私だけでした。
この１年、幹事としてさまざまな段取りや進
行をつつがなくこなし、天然の私を支え、今
日の最終例会まで導いていただきました。最
高の幹事です。最終日になってしまいました
が、年度初めの「２人とも天然」発言を訂正
し、お詫びと心からの感謝を申し上げます。
　さて、クラブ初の女性会長として、女性な
らではの何かを残せたかと振り返れば、何も
思い当たりません。でも、私にとっては素晴
らしい１年でした。改めて、会員の皆さまの
心の広さ、温かさを実感し高知東ＲＣに入会
して、本当に良かったと心から思います。そ
の上、この素晴らしいクラブの会長までさせ
ていただき、本当に果報者だと思っています。
　重ねて、全ての皆さまに感謝申し上げます
とともに、今後はまた一会員として、大好き
なこのクラブでロータリーライフを楽しみた
いと思います。１年間本当にありがとうござ
いました。
◇岡本淳一幹事謝辞

　１年間、ありがとうご
ざいました。あっという
間の１年でした。長い間
の休会の後、出てきて２
回で終わるというのは寂
しくもあり、嬉しくもあ



◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
八田さん、ありがとうご
ざいます。
　本来なら「こんばんは」
で始まる最終例会のはず
でしたが、時節柄、こう

したイレギュラーな形ではあっても、皆さま
にお集まりいただいて、最終例会ができるこ
とはありがたいことだと思います。
　先週、入交パスト会長のご逝去をお伝えし、
黙とうをしていただきましたが、お名前を間
違えてお伝えしました。入交英雄（ふさお）
パスト会長です。大変失礼いたしました。先
週、奥さまから新聞掲載へのお礼のお電話が
あり、会員の皆さんにくれぐれもよろしくお
伝えくださいとのことです。また、お香典、
お花はご辞退されていますので、併せてご報
告します。
　「クラブ創立から51年目という新たな半世
紀のスタートを、初の女性会長で」というパ
スト会長のご指名を受け、無謀にも大切な年
度の会長をお引き受けしました。それから１
年、実績もない、確たる見識も持ち合わせて
いない私が、こうやって何とか無事に最終夜
間例会の挨拶をさせていただけるのも、皆さ
まのご支援・ご協力があってこそと、心から
感謝申し上げます。

　年度初め「歴史をつなぎ、クラブの絆を深
め、ロータリーライフを楽しみましょう！」
というテーマを掲げさせていただきました。
このテーマは、半世紀にわたって培われてき
た高知東ロータリークラブの素晴らしさを受
け継ぎ、誰もが居心地の良い楽しいクラブを
次につなぎたいという、私自身の素直な思い
そのものでした。この１年の大役を終える今、
その思いはますます強くなりました。
　振り返ってみますと、今年度は後半に入っ
て新型コロナウイルスの出現により、当クラ
ブがホストを務めることになっていた８ＲＣ
合同夜間例会の中止をはじめ、３ヵ月余りに
わたって例会が休会になるなど、思いもかけ
ない展開となりました。そして、昨年末には
久松パスト会長が亡くなられました。この最
終例会の場で、あの穏やかな笑顔を拝見でき
ないことは残念でなりません。改めてご冥福
をお祈りいたします。
　さて、今月30日は、高知では「輪抜け様」
として親しまれている「夏越し（なごし）の
大祓い」です。神社の中にしつらえた茅の輪
をくぐって、半年間に溜まった疲れや病、穢
れを落とし、残りの半年を無事に過ごせるこ
とを願う祭りです。毎年、輪抜け様の日には
雨が降ると言われていますが、今年はぜひ足
を運んで、今年度に起こった災いをすべて祓
い、７月からは例年のように例会が無事に開
かれますよう、また、会員の皆さまが毎回、
健やかな笑顔で集い、ロータリーライフを楽
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しめますようお祈りしてきたいと思っていま
す。
　最後に、皆さまの大いなる寛容と温かい笑
顔に支えられ、貴重な経験をさせていただい
たことに、改めて心から感謝を申し上げます。
　本日は、先週に引き続き委員会報告と退会
者の挨拶、次年度への引き継ぎセレモニーを
行います。長時間になりますが、最後までど
うぞよろしくお願いいたします。
◇来訪ロータリアン及びお客さま
　◎米山記念奨学生　レ・ティ・フィエンさん
◇北村　裕会員退会挨拶

　26日に開かれる四国銀
行の株主総会で退任する
ことになりました。それ
に伴い、東ＲＣも退会と
なります。皆さんには大
変お世話になりありがと

うございました。
　思い起こせば平成27年、５年前ですが、入
会させていただき、何も知らない中でいろん
なことを教えていただきました。本当にあり
がとうございます。
　１年目は親睦委員会で、この場所でソング
リーダーをして「おいらの船は300トン」を
歌った覚えがあります。３年目、レクリエー
ションで西条のビール工場に行きました。
ビール工場へ行ったのに日本酒ばかりを飲ん
で、記憶をなくしたこともありました。また、
柳澤先生がガバナーを務めた折、柳澤先生は
じめ、前田さん、故久松さん等々から薫陶を
いただきながら菜園場の居酒屋で酒を飲んだ
ことでした。
　そんなこんなで、ほんとに楽しく有意義な
５年間を過ごさせていただきました。この場
をお借りしまして感謝申し上げます。
　退会というのは残念ですが、我々サラリー
マンの世界では、後進に道を譲るというのは
厳しい掟で、これを破ることはできません。
後進は７月８日から出席すると思いますが、
五百蔵誠一君といって、土佐高、神戸大学を
へて入行。現在60歳、将来の頭取候補の１人
だと思います。
　彼とは少し縁があって、観音寺支店長、東
京支店長、そして今回の東ＲＣ、いずれも彼
が私の後任で、３回目の引き継ぎになります。

非常に有能で人当たりもよく、お酒も飲めま
す。ゴルフもできます。ぜひ、皆さんのご厚
意をいただければと思います。
　最後になりますが、本当に５年間、皆さん
にはお引き回しいただき、楽しい思いをさせ
ていただきました。今後も、どこかで見かけ
たら声をかけていただければと思います。あ
りがとうございました。
◇窪田満里子会員退会挨拶

　私は、2004年に入会し
て16年目になります。い
ろんな経験をさせていた
だき、本当にありがとう
ございました。あっと言
う間の16年間でした。

　本来なら昨年、息子と引き継ぎをして、ハ
ワイの国際大会へ行ってお終いにしようと考
えていたんですが、コロナの影響でハワイに
も行けず、こういう形になってしまいました。
皆さんには本当にいろいろとよくしていただ
きまして、厚くお礼申し上げます。
　振り返ってみますと、入って間もないころ、
柳澤先生から卓話のストップがあったり、そ
のときのことを表現したことを、猿田先生に
白浪５人女の原稿に載せられたときは、いく
ら私でもあっと思いました。どうしようかな
と思ったことです。また、一昨年まで米山の
地区委員を務めさせていただきまして、本当
にこれは私にとって財産になりました。とて
も優秀な留学生に恵まれまして、楽しい交流
を持てたということは素晴らしいことでした。
　７月より、私の娘の旦那さんと交代します。
彼は少しプライドが高くて、私とよく諍いを
しますが、人間そのものはすごく素直で、バ
カ正直な人です。少し口は悪いので、皆さん
の力で一人前のよき経営者に育てていただけ
るよう、よろしくお願いいたします。時々は、
私も顔見せをして、「保険の窪田さん」とお
声を掛けていただけたらありがたいと思いま
す。本当にどうもお世話になりました。あり
がとうございました。
◇八田聡子会員退会挨拶
　３月で既に退会した身でありながら、今日
は前川会長と岡本幹事のご好意で、このよう
なお時間をいただけることになり、のこのこ
とまいった次第であります。

　高知県は人が温かくて、
おもてなし精神に溢れて
いて、特に私のようなよ
そ者に対してものすごく
よくしてくださる土地柄
だということで、高知県

への転勤を経験してる者からは、よく高知に
帰りたい、帰りたいという話を聞きます。その
気持ちが、今の私にはとてもよく分かりま
す。本当にいい土地だったなと実感をしてい
るところであります。
　クラブにおきましては、三愛石油から初代
・藤田が入会させていただきまして、その後、
渡、池田、八田と繋げてきたタスキを無事に
私の次の代に渡すことができ、今少し安堵し
ているところです。次に入会する高橋のこと

も、ぜひ可愛がってやってください。
　最後に皆さんに直接お会いしてご挨拶でき
て、本当に良かったです。まさかのソングリ
ーダーまでさせていただき、思い残すことは
ありません。今まで、本当にお世話になりま
した。ありがとうございました。
◇大川内孝典さん、後藤典行さん、永野健生
さん、お三方とはお電話でお話をして、皆さ
まによろしくということを承っています。特
に永野健生さんは、「７月からの復帰を予定
していたのですが、病気療養ということで、
在籍中には、皆さんに大変よくしていただき
感謝をしています。今後も高知東ＲＣが末永
く続きますことを心より願っています」とコ
メントをいただいています。

はできていませんが、会
計として金銭面を精査し
ました。
　クラブ予算を定期的に
チェックし、クラブ口座
の出入金を精査し、適正

な処理を行った。徴収漏れもありません。決
算書は監査も終わり、来週の臨時総会で皆さ
んにお配りします。
ご協力ありがとうございました。
◎ロータリー奉仕プロジェクト研究会

（発表：西森やよい）
・第１回・４月24日　20
　名参加。第２回・７月
　17日　20名参加
　４、５名のグループに
分かれ、地域の課題やロ

ータリアンとしての奉仕のあり方など事業提
案をした。個別の発言もあり、ロータリーク
ラブにおける職業奉仕、社会奉仕についての
理想、会員相互の親睦を深めつつ取り組みを
進める方法について、熱い思いを聞いた。
・５月、６月に財団委員のエレクト会を開催
　奉仕プロジェクト委員会で蓄積された事業
提案の棚卸しを行い、資料にまとめた。
　交通安全の取組事業に関し、６月25日、次
期ロータリー財団委員長と私で高知県警交通
企画課と相談を行い、結果を第２回奉仕プロ
ジェクト研究会で報告し、自動車を安全に乗
ろう事業の企画・立案を行った。
・2020年２月15日に開催されたＩＭにおい
て、奉仕プロジェクト研究会においての報
告発表を行った。

り複雑な心境です。自分ではまだ完全燃焼し
ていない中で、先ほど前川会長からねぎらい
の言葉をいただいて、本当に嬉しく思います。
１年間、突っ走ってきた甲斐があったと思い
ます。
　２年半前、前川さんから幹事のお話をいた
だいた後、副幹事の時代は松本幹事の背中を
追いかけながら、幹事の仕事を覚える１年で
した。幹事になってからのこれまでは、前川
会長はお忙しいので、できる仕事は早めにこ
なしていこう、なるべく負担にならないよう
にするには、どのように努めたらいいかを心
がけながらやってきました。その中で、力に
なってくれたのは事務局の河野さんです。１
日に何回も電話をしてロータリーとはどうい
うものか、この委員会はどうなっているのか
等々、細かく教えていただき、いいアドバイ
スをいただきました。
　幹事は11時半に会場に来ますが、既にＳＡ
Ａの方が、しっかり会場設営をしている。親
睦委員会は、来訪者の受け入れ準備をしてい
る。本当に心強く思いました。ＳＡＡの皆さ
ん、親睦委員会の皆さん、本当にありがとう
ございました。このようにサポートしてくだ
さるメンバーがいて、１年間安定して例会の
運営ができました。
　本来であればできなかった経験を幹事とい
う役割をいただいて経験させてもらったの
は、本当に嬉しく思います。ロータリーに深
く関わることで、ロータリーへの愛情も大き
くなりましたし、これから自分のやれること
も、より一層見つけていこうと思います。
　先ほど、前川会長がご自分のことを天然だ
とおっしゃっていましたが、全くそうではな
く私は「フォローの人」だと思います。いろ
いろなところでの手助けや心優しい補佐をい
ただいて、本当に居心地のいい幹事職でした。
皆さんのお陰です。ありがとうございました。
◇福岡満喜子水曜会会長挨拶

　昨年７月、岡本幹事の
奥さま・千春様が幹事に
なってくださりスタート
しました。本会からは寄
付もいただき、有効に使
わせていただきました。

バザーのときには、早朝から準備、警備、後

片付けなどお手伝いいただき、本当に助かり
ました。また、夜間例会などにもお招きいた
だき、共に楽しい時間を過ごしたことはいい
思い出です。
　３月以降は思うような活動はできませんで
したが、７月からは、会長の寺村みゆきさん、
幹事の永野雅子さんにバトンをつなぎます。
１年間本当にお世話になりありがとうござい
ました。
◇ピアノ伴奏の小笠原貴美子先生にお礼をお
渡ししました。
◇事務局の河野さんにお礼をお渡ししました。
◇寺尾直前会長、松本直前幹事より前川会
長、岡本幹事に記念バッチ贈呈
◇前川会長、岡本幹事より竹村次期会長、西
森次期幹事に引き継ぎバッチをお渡ししま
した。
◇竹村克彦次年度会長挨拶

　前川会長、岡本幹事、
１年間お疲れ様でした。
見習って、これから先の
１年を務めさせていただ
きます。また、今年度の
委員長の皆さまも、ご活

躍の場を途中から削がれた感じで心残りのと
ころもあろうかと思いますが、大変お疲れ様
でした。
　コロナの影響で例会が取り消しになり、そ
の分、荷が軽くなったと捕らわれがちですが、
イレギュラーの中で、前川会長、岡本幹事は、
たくさんの苦渋の決断をされています。例年
のとおりにこなしていくよりも、かなり大変
だったのではないかと思います。今はまだコ
ロナは終息していません。アフターコロナに
はほど遠いと思います。まだまだコロナの真
っ最中、あるいはウイズコロナと言われるよ
うに、このまましばらく付き合っていく運命
にあると思っていますので、それに対応する
べく判断していきたいと考えています。
　次年度の会長方針については、来週の第一
例会で説明させていただきますが、テーマは
「積極果敢に楽しもう」としました。コロナ
と対峙するということもあって「果敢に」を
付け加えて、より強いイメージを押し出した
いと思っています。いずれにしても、楽しみ
の中から積極的な動きが生まれるということ

を、会長のテーマとして謳い込んであります
ので、どうぞよろしくお願いいたします。
　幹事の西森やよいさんには、既にいろんな
ところで苦労していただいて、次年度への準
備を整えていただいています。また、委員長
を受けていただいた役員の皆さま方、１年間
ご苦労をおかけしますが、よろしくお願いい
たします。皆さんのお力をお借りして、１年
間頑張ります。どうぞよろしくお願いいたし
ます。
◇西森やよい次期幹事挨拶

　先ほど来、皆さんから
お話がありますとおり、
コロナという未知のもの
に向かっていかなければ
ならない状況で、先が読
めないことばかりです。

先が読めない中で、どういうふうにするのか、
とりあえず前年を踏襲しておくのか、何か新
しいことを打ち出していくのか、常に手探り
だと思います。
　そのような中で、竹村次期会長からは「積

極果敢に楽しみましょう」という力強いテー
マを出していただきました。幹事は、会長が
実現したい目的を遂げられるように手配をし
て、下支えをするのが役割だと考えています。
そのような抱負は持っていたのですが、何し
ろスケジュールが全て乱れていて、例年どお
りにいかない中、皆さまに次年度に向けた準
備のお願い等々、早速ご迷惑をおかけしてい
ると思います。ですが、非常に驚いているの
は、委員会計画の集まりが非常に良かったこ
とです。きっちりと皆さんが守ってください
ました。例年にないことで、私はそれが揃っ
ていると集計したとき、これは大変なことに
なったと。お前もきっちりやれという強い叱
咤激励を受けていると感じたことでした。
　このように、皆さま方からの力強いお支え
を受けて、私自身、この及ばない力で一生懸
命会長をお支えして、それによって会員の皆
さまから今まで受けた恩を少しでもお返しで
きるように、その思いで努めさせていただき
ます。次年度、どうぞよろしくお願い申し上
げます。

◇出席率報告

 ● 前川美智子　全ての会員の皆さま、小笠原
先生、河野さん、黒岩さんをはじめザ・クラ
ウンパレス新阪急高知スタッフの皆さん、１
年間大変お世話になり、本当にありがとうご
ざいました。お陰様で、充実した幸せな１年
でした。心より感謝いたします。岡本幹事、
水曜会福岡会長、１年半にわたり多大なサポ
ートをしてくださり、感謝しています。心か
らありがとうございました。そして、次年度
竹村会長、西森やよい幹事、７月よりよろし
くお願いいたします。　　　　　
 ● 岡本淳一　１年間、幹事という大きな仕事
を任せていただきありがとうございました。
充実した１年でした。　
 ● 竹村克彦　前川会長、岡本幹事、お疲れ様
でした。見習って頑張ります。　　
 ● 西森やよい　前川会長、岡本幹事、１年間
本当にお世話になりました。皆さま、次年度
はどうぞよろしくお願い申し上げます。　
 ● 北村　裕　５年間ありがとうございました。
来週も監査報告のため、弁当をいただきにま
いります。
 ● 八田聡子　前川会長、岡本幹事、退会が決
まった３月から今日までの間、いろいろとご
配慮いただき感謝申し上げます。１年間の会
長職、幹事職、お疲れ様でした。高知東ＲＣ
のますますのご発展を祈念しております。
〈追伸〉エクラという雑誌に料理研究家の有
元葉子さんの紹介で、「榧工房かやの森」の
記事が掲載されています。前川ご夫妻の写真
が出ています。ｗｅｂでも見られますので、
ぜひご覧ください。
 ● 窪田満里子　本当にお世話になりました。
また息子のご指導よろしくお願いします。今

後ともよろしくお願いします。
 ● 髙橋卓弥　前川会長、岡本幹事、１年間お
疲れ様でした！
 ● 鬼田知明　親睦委員会の皆さま、本年度は
ご迷惑をかけ申し訳ございませんでした。八
田さん、ソングリーダーありがとうございま
した。
 ● 土居祐三　前川さん、淳ちゃん、１年間お
世話になりありがとうございました。竹村さ
ん、やよいさん、１年間お世話になります。
よろしくお願いします。八田しゃん、本当に
退会したんですか？全く違和感ないねぇ。
 ● 西森良文　窪田さん、北村さん、八田さん、
お疲れ様でした。寂しくなります。前川会長、
岡本幹事、１年間ありがとうございました。
 ● 福岡満喜子　窪田さん、長い間お世話にな
りました。たまには、例会に遊びにきてくだ
さい。八田さん、わざわざ東京から退会のご
挨拶に来てくださり、指揮をしてくださり、
ありがとうございました。女性会員が少なく
なり残念です。
 ● 中平真理子　先日、前川さんに再オープン
するお店でお世話になりました。会長、幹事
はじめ皆さま１年間お疲れ様でした。窪田さ
ん、寂しくなります。
 ● 野志征生　入会のお祝い、妻の誕生祝いを
いただきありがとうございます。未だ会社
で、会合出席が認められてなく、ご迷惑をお
かけしますがよろしくお願いいたします。
 ● 岡﨑勇樹　入会記念、結婚記念ありがとう
ございます。本日で親睦委員長の務めが終わ
ります。東ＲＣの皆さまには、ご迷惑をおか
けしたことお許しください。１年間本当にあ
りがとうございました。
 ● 小笠原貴美子　後半はほとんどお役に立て
ることができませんでした。
 ● ＳＡＡ一同　いろいろとあった１年ですが、
皆さまのご協力のもと、何とか最後まで務め
させていただきました。ありがとうございま
した。
◇早退　２件

◎親睦委員会（発表：岡﨑勇樹）
・夜間例会は３回
　創立記念夜間例会
　　2019.10. 9  参加48名
　忘年夜間例会
　　2019.12.18  参加58名
　観梅夜間例会

　　2020. 2. 5  参加45名
・親睦ゴルフ大会　2019. 9.29　参加14名
・東酔会２回
　　2019. 8.21　参加21名
　　2020. 1.22　参加22名
・麻雀大会　2020. 1.15　参加９名
・歓送迎会及び祝賀会
　　2019. 7.24　参加26名
　　2019.10.16　参加25名
　　2020. 2.26　参加38名
・新型コロナウイルスの関係で８ＲＣ合同夜
間例会、野外レクレーション、第２回親睦
ゴルフ大会は中止、最終夜間例会は昼間の
例会に変更。
・水曜会の大丸前のバザー手伝い  2020. 1.12
◎出席委員会（発表：佐野博三）
　今期は、３月１日からコロナウイルスの関
係で例会は中止になりましたが、それ以外で
は、ホームクラブへの出席優先、ホームクラ

ブ欠席の場合は、メイキ
ャップをお願いすること
を中心に、当クラブの伝
統である100％出席を守
りました。

◎ロータリー情報委員会（発表：石川　健）
・新会員の松井洋介会員
　に𠮷永光男会員、広瀬
　雅彦会員に松本隆之会
　員をアドバイザーとし
　て選任
・2019年10月22日に入会

３年から５年未満の会員を対象に、浦田会
員を講師としてクラブ運営に関する勉強会
を、また、初めてだと思いますが、親睦ゴ
ルフも開催
・国際ロータリーの運営管理の状況等、
「ロータリーの友」の記事から抜粋し、ニ
コニコ箱を通じて皆さんに伝えた。
・ロータリーに関する書籍を購入
・猿田会員提供による千種会のＣＤのダビン
グを10本行い、皆さんに提供
◎会計（発表：松野宏司）
　久松さんの後を継いで、後半から役をお引
き受けしました。コロナの影響で十分な活動

◇前川美智子会長謝辞
　先週に引き続き、各委
員会の活動報告お疲れ様
でした。そして、各委員
長並びに委員の皆さま、
１年間本当にありがとう
ございました。

　先ほど、ご挨拶でも申し上げましたとお
り、思いもかけない後半ではありましたが、
何とか無事に、本日退任の日を迎えることが
できました。これもひとえに、会員の皆さま
の優しく温かい支えのお陰と、心よりお礼申
し上げます。
　そして、水曜会の皆さまにもお世話になり
ました。特に福岡さんには、私が会長に就任
する際、心細いからと無理を言って水曜会の
会長を引き受けていただきました。この１年、
とても心強い存在でした。数々のアドバイス、
フォローをいただきありがとうございました。
そして、事務局の河野さん、１年間のサポー
ト本当にご苦労様でした。
　最後に忘れてはならないパートナー、一昨
年の12月になだめすかして幹事を引き受けて
いただいた岡本幹事。岡本幹事にはお礼の前
に、お詫びと訂正をしなければなりません。
　年度最初の例会挨拶で「２人とも未熟な上
に天然で、弥次喜多道中の１年になるのでは」

とお話しました。でも天然は私だけでした。
この１年、幹事としてさまざまな段取りや進
行をつつがなくこなし、天然の私を支え、今
日の最終例会まで導いていただきました。最
高の幹事です。最終日になってしまいました
が、年度初めの「２人とも天然」発言を訂正
し、お詫びと心からの感謝を申し上げます。
　さて、クラブ初の女性会長として、女性な
らではの何かを残せたかと振り返れば、何も
思い当たりません。でも、私にとっては素晴
らしい１年でした。改めて、会員の皆さまの
心の広さ、温かさを実感し高知東ＲＣに入会
して、本当に良かったと心から思います。そ
の上、この素晴らしいクラブの会長までさせ
ていただき、本当に果報者だと思っています。
　重ねて、全ての皆さまに感謝申し上げます
とともに、今後はまた一会員として、大好き
なこのクラブでロータリーライフを楽しみた
いと思います。１年間本当にありがとうござ
いました。
◇岡本淳一幹事謝辞

　１年間、ありがとうご
ざいました。あっという
間の１年でした。長い間
の休会の後、出てきて２
回で終わるというのは寂
しくもあり、嬉しくもあ



◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
八田さん、ありがとうご
ざいます。
　本来なら「こんばんは」
で始まる最終例会のはず
でしたが、時節柄、こう

したイレギュラーな形ではあっても、皆さま
にお集まりいただいて、最終例会ができるこ
とはありがたいことだと思います。
　先週、入交パスト会長のご逝去をお伝えし、
黙とうをしていただきましたが、お名前を間
違えてお伝えしました。入交英雄（ふさお）
パスト会長です。大変失礼いたしました。先
週、奥さまから新聞掲載へのお礼のお電話が
あり、会員の皆さんにくれぐれもよろしくお
伝えくださいとのことです。また、お香典、
お花はご辞退されていますので、併せてご報
告します。
　「クラブ創立から51年目という新たな半世
紀のスタートを、初の女性会長で」というパ
スト会長のご指名を受け、無謀にも大切な年
度の会長をお引き受けしました。それから１
年、実績もない、確たる見識も持ち合わせて
いない私が、こうやって何とか無事に最終夜
間例会の挨拶をさせていただけるのも、皆さ
まのご支援・ご協力があってこそと、心から
感謝申し上げます。

　年度初め「歴史をつなぎ、クラブの絆を深
め、ロータリーライフを楽しみましょう！」
というテーマを掲げさせていただきました。
このテーマは、半世紀にわたって培われてき
た高知東ロータリークラブの素晴らしさを受
け継ぎ、誰もが居心地の良い楽しいクラブを
次につなぎたいという、私自身の素直な思い
そのものでした。この１年の大役を終える今、
その思いはますます強くなりました。
　振り返ってみますと、今年度は後半に入っ
て新型コロナウイルスの出現により、当クラ
ブがホストを務めることになっていた８ＲＣ
合同夜間例会の中止をはじめ、３ヵ月余りに
わたって例会が休会になるなど、思いもかけ
ない展開となりました。そして、昨年末には
久松パスト会長が亡くなられました。この最
終例会の場で、あの穏やかな笑顔を拝見でき
ないことは残念でなりません。改めてご冥福
をお祈りいたします。
　さて、今月30日は、高知では「輪抜け様」
として親しまれている「夏越し（なごし）の
大祓い」です。神社の中にしつらえた茅の輪
をくぐって、半年間に溜まった疲れや病、穢
れを落とし、残りの半年を無事に過ごせるこ
とを願う祭りです。毎年、輪抜け様の日には
雨が降ると言われていますが、今年はぜひ足
を運んで、今年度に起こった災いをすべて祓
い、７月からは例年のように例会が無事に開
かれますよう、また、会員の皆さまが毎回、
健やかな笑顔で集い、ロータリーライフを楽
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しめますようお祈りしてきたいと思っていま
す。
　最後に、皆さまの大いなる寛容と温かい笑
顔に支えられ、貴重な経験をさせていただい
たことに、改めて心から感謝を申し上げます。
　本日は、先週に引き続き委員会報告と退会
者の挨拶、次年度への引き継ぎセレモニーを
行います。長時間になりますが、最後までど
うぞよろしくお願いいたします。
◇来訪ロータリアン及びお客さま
　◎米山記念奨学生　レ・ティ・フィエンさん
◇北村　裕会員退会挨拶

　26日に開かれる四国銀
行の株主総会で退任する
ことになりました。それ
に伴い、東ＲＣも退会と
なります。皆さんには大
変お世話になりありがと

うございました。
　思い起こせば平成27年、５年前ですが、入
会させていただき、何も知らない中でいろん
なことを教えていただきました。本当にあり
がとうございます。
　１年目は親睦委員会で、この場所でソング
リーダーをして「おいらの船は300トン」を
歌った覚えがあります。３年目、レクリエー
ションで西条のビール工場に行きました。
ビール工場へ行ったのに日本酒ばかりを飲ん
で、記憶をなくしたこともありました。また、
柳澤先生がガバナーを務めた折、柳澤先生は
じめ、前田さん、故久松さん等々から薫陶を
いただきながら菜園場の居酒屋で酒を飲んだ
ことでした。
　そんなこんなで、ほんとに楽しく有意義な
５年間を過ごさせていただきました。この場
をお借りしまして感謝申し上げます。
　退会というのは残念ですが、我々サラリー
マンの世界では、後進に道を譲るというのは
厳しい掟で、これを破ることはできません。
後進は７月８日から出席すると思いますが、
五百蔵誠一君といって、土佐高、神戸大学を
へて入行。現在60歳、将来の頭取候補の１人
だと思います。
　彼とは少し縁があって、観音寺支店長、東
京支店長、そして今回の東ＲＣ、いずれも彼
が私の後任で、３回目の引き継ぎになります。

非常に有能で人当たりもよく、お酒も飲めま
す。ゴルフもできます。ぜひ、皆さんのご厚
意をいただければと思います。
　最後になりますが、本当に５年間、皆さん
にはお引き回しいただき、楽しい思いをさせ
ていただきました。今後も、どこかで見かけ
たら声をかけていただければと思います。あ
りがとうございました。
◇窪田満里子会員退会挨拶

　私は、2004年に入会し
て16年目になります。い
ろんな経験をさせていた
だき、本当にありがとう
ございました。あっと言
う間の16年間でした。

　本来なら昨年、息子と引き継ぎをして、ハ
ワイの国際大会へ行ってお終いにしようと考
えていたんですが、コロナの影響でハワイに
も行けず、こういう形になってしまいました。
皆さんには本当にいろいろとよくしていただ
きまして、厚くお礼申し上げます。
　振り返ってみますと、入って間もないころ、
柳澤先生から卓話のストップがあったり、そ
のときのことを表現したことを、猿田先生に
白浪５人女の原稿に載せられたときは、いく
ら私でもあっと思いました。どうしようかな
と思ったことです。また、一昨年まで米山の
地区委員を務めさせていただきまして、本当
にこれは私にとって財産になりました。とて
も優秀な留学生に恵まれまして、楽しい交流
を持てたということは素晴らしいことでした。
　７月より、私の娘の旦那さんと交代します。
彼は少しプライドが高くて、私とよく諍いを
しますが、人間そのものはすごく素直で、バ
カ正直な人です。少し口は悪いので、皆さん
の力で一人前のよき経営者に育てていただけ
るよう、よろしくお願いいたします。時々は、
私も顔見せをして、「保険の窪田さん」とお
声を掛けていただけたらありがたいと思いま
す。本当にどうもお世話になりました。あり
がとうございました。
◇八田聡子会員退会挨拶
　３月で既に退会した身でありながら、今日
は前川会長と岡本幹事のご好意で、このよう
なお時間をいただけることになり、のこのこ
とまいった次第であります。

　高知県は人が温かくて、
おもてなし精神に溢れて
いて、特に私のようなよ
そ者に対してものすごく
よくしてくださる土地柄
だということで、高知県

への転勤を経験してる者からは、よく高知に
帰りたい、帰りたいという話を聞きます。その
気持ちが、今の私にはとてもよく分かりま
す。本当にいい土地だったなと実感をしてい
るところであります。
　クラブにおきましては、三愛石油から初代
・藤田が入会させていただきまして、その後、
渡、池田、八田と繋げてきたタスキを無事に
私の次の代に渡すことができ、今少し安堵し
ているところです。次に入会する高橋のこと

も、ぜひ可愛がってやってください。
　最後に皆さんに直接お会いしてご挨拶でき
て、本当に良かったです。まさかのソングリ
ーダーまでさせていただき、思い残すことは
ありません。今まで、本当にお世話になりま
した。ありがとうございました。
◇大川内孝典さん、後藤典行さん、永野健生
さん、お三方とはお電話でお話をして、皆さ
まによろしくということを承っています。特
に永野健生さんは、「７月からの復帰を予定
していたのですが、病気療養ということで、
在籍中には、皆さんに大変よくしていただき
感謝をしています。今後も高知東ＲＣが末永
く続きますことを心より願っています」とコ
メントをいただいています。

はできていませんが、会
計として金銭面を精査し
ました。
　クラブ予算を定期的に
チェックし、クラブ口座
の出入金を精査し、適正

な処理を行った。徴収漏れもありません。決
算書は監査も終わり、来週の臨時総会で皆さ
んにお配りします。
ご協力ありがとうございました。
◎ロータリー奉仕プロジェクト研究会

（発表：西森やよい）
・第１回・４月24日　20
　名参加。第２回・７月
　17日　20名参加
　４、５名のグループに
分かれ、地域の課題やロ

ータリアンとしての奉仕のあり方など事業提
案をした。個別の発言もあり、ロータリーク
ラブにおける職業奉仕、社会奉仕についての
理想、会員相互の親睦を深めつつ取り組みを
進める方法について、熱い思いを聞いた。
・５月、６月に財団委員のエレクト会を開催
　奉仕プロジェクト委員会で蓄積された事業
提案の棚卸しを行い、資料にまとめた。
　交通安全の取組事業に関し、６月25日、次
期ロータリー財団委員長と私で高知県警交通
企画課と相談を行い、結果を第２回奉仕プロ
ジェクト研究会で報告し、自動車を安全に乗
ろう事業の企画・立案を行った。
・2020年２月15日に開催されたＩＭにおい
て、奉仕プロジェクト研究会においての報
告発表を行った。

り複雑な心境です。自分ではまだ完全燃焼し
ていない中で、先ほど前川会長からねぎらい
の言葉をいただいて、本当に嬉しく思います。
１年間、突っ走ってきた甲斐があったと思い
ます。
　２年半前、前川さんから幹事のお話をいた
だいた後、副幹事の時代は松本幹事の背中を
追いかけながら、幹事の仕事を覚える１年で
した。幹事になってからのこれまでは、前川
会長はお忙しいので、できる仕事は早めにこ
なしていこう、なるべく負担にならないよう
にするには、どのように努めたらいいかを心
がけながらやってきました。その中で、力に
なってくれたのは事務局の河野さんです。１
日に何回も電話をしてロータリーとはどうい
うものか、この委員会はどうなっているのか
等々、細かく教えていただき、いいアドバイ
スをいただきました。
　幹事は11時半に会場に来ますが、既にＳＡ
Ａの方が、しっかり会場設営をしている。親
睦委員会は、来訪者の受け入れ準備をしてい
る。本当に心強く思いました。ＳＡＡの皆さ
ん、親睦委員会の皆さん、本当にありがとう
ございました。このようにサポートしてくだ
さるメンバーがいて、１年間安定して例会の
運営ができました。
　本来であればできなかった経験を幹事とい
う役割をいただいて経験させてもらったの
は、本当に嬉しく思います。ロータリーに深
く関わることで、ロータリーへの愛情も大き
くなりましたし、これから自分のやれること
も、より一層見つけていこうと思います。
　先ほど、前川会長がご自分のことを天然だ
とおっしゃっていましたが、全くそうではな
く私は「フォローの人」だと思います。いろ
いろなところでの手助けや心優しい補佐をい
ただいて、本当に居心地のいい幹事職でした。
皆さんのお陰です。ありがとうございました。
◇福岡満喜子水曜会会長挨拶

　昨年７月、岡本幹事の
奥さま・千春様が幹事に
なってくださりスタート
しました。本会からは寄
付もいただき、有効に使
わせていただきました。

バザーのときには、早朝から準備、警備、後

片付けなどお手伝いいただき、本当に助かり
ました。また、夜間例会などにもお招きいた
だき、共に楽しい時間を過ごしたことはいい
思い出です。
　３月以降は思うような活動はできませんで
したが、７月からは、会長の寺村みゆきさん、
幹事の永野雅子さんにバトンをつなぎます。
１年間本当にお世話になりありがとうござい
ました。
◇ピアノ伴奏の小笠原貴美子先生にお礼をお
渡ししました。
◇事務局の河野さんにお礼をお渡ししました。
◇寺尾直前会長、松本直前幹事より前川会
長、岡本幹事に記念バッチ贈呈
◇前川会長、岡本幹事より竹村次期会長、西
森次期幹事に引き継ぎバッチをお渡ししま
した。
◇竹村克彦次年度会長挨拶

　前川会長、岡本幹事、
１年間お疲れ様でした。
見習って、これから先の
１年を務めさせていただ
きます。また、今年度の
委員長の皆さまも、ご活

躍の場を途中から削がれた感じで心残りのと
ころもあろうかと思いますが、大変お疲れ様
でした。
　コロナの影響で例会が取り消しになり、そ
の分、荷が軽くなったと捕らわれがちですが、
イレギュラーの中で、前川会長、岡本幹事は、
たくさんの苦渋の決断をされています。例年
のとおりにこなしていくよりも、かなり大変
だったのではないかと思います。今はまだコ
ロナは終息していません。アフターコロナに
はほど遠いと思います。まだまだコロナの真
っ最中、あるいはウイズコロナと言われるよ
うに、このまましばらく付き合っていく運命
にあると思っていますので、それに対応する
べく判断していきたいと考えています。
　次年度の会長方針については、来週の第一
例会で説明させていただきますが、テーマは
「積極果敢に楽しもう」としました。コロナ
と対峙するということもあって「果敢に」を
付け加えて、より強いイメージを押し出した
いと思っています。いずれにしても、楽しみ
の中から積極的な動きが生まれるということ

を、会長のテーマとして謳い込んであります
ので、どうぞよろしくお願いいたします。
　幹事の西森やよいさんには、既にいろんな
ところで苦労していただいて、次年度への準
備を整えていただいています。また、委員長
を受けていただいた役員の皆さま方、１年間
ご苦労をおかけしますが、よろしくお願いい
たします。皆さんのお力をお借りして、１年
間頑張ります。どうぞよろしくお願いいたし
ます。
◇西森やよい次期幹事挨拶

　先ほど来、皆さんから
お話がありますとおり、
コロナという未知のもの
に向かっていかなければ
ならない状況で、先が読
めないことばかりです。

先が読めない中で、どういうふうにするのか、
とりあえず前年を踏襲しておくのか、何か新
しいことを打ち出していくのか、常に手探り
だと思います。
　そのような中で、竹村次期会長からは「積

極果敢に楽しみましょう」という力強いテー
マを出していただきました。幹事は、会長が
実現したい目的を遂げられるように手配をし
て、下支えをするのが役割だと考えています。
そのような抱負は持っていたのですが、何し
ろスケジュールが全て乱れていて、例年どお
りにいかない中、皆さまに次年度に向けた準
備のお願い等々、早速ご迷惑をおかけしてい
ると思います。ですが、非常に驚いているの
は、委員会計画の集まりが非常に良かったこ
とです。きっちりと皆さんが守ってください
ました。例年にないことで、私はそれが揃っ
ていると集計したとき、これは大変なことに
なったと。お前もきっちりやれという強い叱
咤激励を受けていると感じたことでした。
　このように、皆さま方からの力強いお支え
を受けて、私自身、この及ばない力で一生懸
命会長をお支えして、それによって会員の皆
さまから今まで受けた恩を少しでもお返しで
きるように、その思いで努めさせていただき
ます。次年度、どうぞよろしくお願い申し上
げます。

◇出席率報告

 ● 前川美智子　全ての会員の皆さま、小笠原
先生、河野さん、黒岩さんをはじめザ・クラ
ウンパレス新阪急高知スタッフの皆さん、１
年間大変お世話になり、本当にありがとうご
ざいました。お陰様で、充実した幸せな１年
でした。心より感謝いたします。岡本幹事、
水曜会福岡会長、１年半にわたり多大なサポ
ートをしてくださり、感謝しています。心か
らありがとうございました。そして、次年度
竹村会長、西森やよい幹事、７月よりよろし
くお願いいたします。　　　　　
 ● 岡本淳一　１年間、幹事という大きな仕事
を任せていただきありがとうございました。
充実した１年でした。　
 ● 竹村克彦　前川会長、岡本幹事、お疲れ様
でした。見習って頑張ります。　　
 ● 西森やよい　前川会長、岡本幹事、１年間
本当にお世話になりました。皆さま、次年度
はどうぞよろしくお願い申し上げます。　
 ● 北村　裕　５年間ありがとうございました。
来週も監査報告のため、弁当をいただきにま
いります。
 ● 八田聡子　前川会長、岡本幹事、退会が決
まった３月から今日までの間、いろいろとご
配慮いただき感謝申し上げます。１年間の会
長職、幹事職、お疲れ様でした。高知東ＲＣ
のますますのご発展を祈念しております。
〈追伸〉エクラという雑誌に料理研究家の有
元葉子さんの紹介で、「榧工房かやの森」の
記事が掲載されています。前川ご夫妻の写真
が出ています。ｗｅｂでも見られますので、
ぜひご覧ください。
 ● 窪田満里子　本当にお世話になりました。
また息子のご指導よろしくお願いします。今

後ともよろしくお願いします。
 ● 髙橋卓弥　前川会長、岡本幹事、１年間お
疲れ様でした！
 ● 鬼田知明　親睦委員会の皆さま、本年度は
ご迷惑をかけ申し訳ございませんでした。八
田さん、ソングリーダーありがとうございま
した。
 ● 土居祐三　前川さん、淳ちゃん、１年間お
世話になりありがとうございました。竹村さ
ん、やよいさん、１年間お世話になります。
よろしくお願いします。八田しゃん、本当に
退会したんですか？全く違和感ないねぇ。
 ● 西森良文　窪田さん、北村さん、八田さん、
お疲れ様でした。寂しくなります。前川会長、
岡本幹事、１年間ありがとうございました。
 ● 福岡満喜子　窪田さん、長い間お世話にな
りました。たまには、例会に遊びにきてくだ
さい。八田さん、わざわざ東京から退会のご
挨拶に来てくださり、指揮をしてくださり、
ありがとうございました。女性会員が少なく
なり残念です。
 ● 中平真理子　先日、前川さんに再オープン
するお店でお世話になりました。会長、幹事
はじめ皆さま１年間お疲れ様でした。窪田さ
ん、寂しくなります。
 ● 野志征生　入会のお祝い、妻の誕生祝いを
いただきありがとうございます。未だ会社
で、会合出席が認められてなく、ご迷惑をお
かけしますがよろしくお願いいたします。
 ● 岡﨑勇樹　入会記念、結婚記念ありがとう
ございます。本日で親睦委員長の務めが終わ
ります。東ＲＣの皆さまには、ご迷惑をおか
けしたことお許しください。１年間本当にあ
りがとうございました。
 ● 小笠原貴美子　後半はほとんどお役に立て
ることができませんでした。
 ● ＳＡＡ一同　いろいろとあった１年ですが、
皆さまのご協力のもと、何とか最後まで務め
させていただきました。ありがとうございま
した。
◇早退　２件

◎親睦委員会（発表：岡﨑勇樹）
・夜間例会は３回
　創立記念夜間例会
　　2019.10. 9  参加48名
　忘年夜間例会
　　2019.12.18  参加58名
　観梅夜間例会

　　2020. 2. 5  参加45名
・親睦ゴルフ大会　2019. 9.29　参加14名
・東酔会２回
　　2019. 8.21　参加21名
　　2020. 1.22　参加22名
・麻雀大会　2020. 1.15　参加９名
・歓送迎会及び祝賀会
　　2019. 7.24　参加26名
　　2019.10.16　参加25名
　　2020. 2.26　参加38名
・新型コロナウイルスの関係で８ＲＣ合同夜
間例会、野外レクレーション、第２回親睦
ゴルフ大会は中止、最終夜間例会は昼間の
例会に変更。
・水曜会の大丸前のバザー手伝い  2020. 1.12
◎出席委員会（発表：佐野博三）
　今期は、３月１日からコロナウイルスの関
係で例会は中止になりましたが、それ以外で
は、ホームクラブへの出席優先、ホームクラ

ブ欠席の場合は、メイキ
ャップをお願いすること
を中心に、当クラブの伝
統である100％出席を守
りました。

◎ロータリー情報委員会（発表：石川　健）
・新会員の松井洋介会員
　に𠮷永光男会員、広瀬
　雅彦会員に松本隆之会
　員をアドバイザーとし
　て選任
・2019年10月22日に入会

３年から５年未満の会員を対象に、浦田会
員を講師としてクラブ運営に関する勉強会
を、また、初めてだと思いますが、親睦ゴ
ルフも開催
・国際ロータリーの運営管理の状況等、
「ロータリーの友」の記事から抜粋し、ニ
コニコ箱を通じて皆さんに伝えた。
・ロータリーに関する書籍を購入
・猿田会員提供による千種会のＣＤのダビン
グを10本行い、皆さんに提供
◎会計（発表：松野宏司）
　久松さんの後を継いで、後半から役をお引
き受けしました。コロナの影響で十分な活動

◇前川美智子会長謝辞
　先週に引き続き、各委
員会の活動報告お疲れ様
でした。そして、各委員
長並びに委員の皆さま、
１年間本当にありがとう
ございました。

　先ほど、ご挨拶でも申し上げましたとお
り、思いもかけない後半ではありましたが、
何とか無事に、本日退任の日を迎えることが
できました。これもひとえに、会員の皆さま
の優しく温かい支えのお陰と、心よりお礼申
し上げます。
　そして、水曜会の皆さまにもお世話になり
ました。特に福岡さんには、私が会長に就任
する際、心細いからと無理を言って水曜会の
会長を引き受けていただきました。この１年、
とても心強い存在でした。数々のアドバイス、
フォローをいただきありがとうございました。
そして、事務局の河野さん、１年間のサポー
ト本当にご苦労様でした。
　最後に忘れてはならないパートナー、一昨
年の12月になだめすかして幹事を引き受けて
いただいた岡本幹事。岡本幹事にはお礼の前
に、お詫びと訂正をしなければなりません。
　年度最初の例会挨拶で「２人とも未熟な上
に天然で、弥次喜多道中の１年になるのでは」

とお話しました。でも天然は私だけでした。
この１年、幹事としてさまざまな段取りや進
行をつつがなくこなし、天然の私を支え、今
日の最終例会まで導いていただきました。最
高の幹事です。最終日になってしまいました
が、年度初めの「２人とも天然」発言を訂正
し、お詫びと心からの感謝を申し上げます。
　さて、クラブ初の女性会長として、女性な
らではの何かを残せたかと振り返れば、何も
思い当たりません。でも、私にとっては素晴
らしい１年でした。改めて、会員の皆さまの
心の広さ、温かさを実感し高知東ＲＣに入会
して、本当に良かったと心から思います。そ
の上、この素晴らしいクラブの会長までさせ
ていただき、本当に果報者だと思っています。
　重ねて、全ての皆さまに感謝申し上げます
とともに、今後はまた一会員として、大好き
なこのクラブでロータリーライフを楽しみた
いと思います。１年間本当にありがとうござ
いました。
◇岡本淳一幹事謝辞

　１年間、ありがとうご
ざいました。あっという
間の１年でした。長い間
の休会の後、出てきて２
回で終わるというのは寂
しくもあり、嬉しくもあ



◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
八田さん、ありがとうご
ざいます。
　本来なら「こんばんは」
で始まる最終例会のはず
でしたが、時節柄、こう

したイレギュラーな形ではあっても、皆さま
にお集まりいただいて、最終例会ができるこ
とはありがたいことだと思います。
　先週、入交パスト会長のご逝去をお伝えし、
黙とうをしていただきましたが、お名前を間
違えてお伝えしました。入交英雄（ふさお）
パスト会長です。大変失礼いたしました。先
週、奥さまから新聞掲載へのお礼のお電話が
あり、会員の皆さんにくれぐれもよろしくお
伝えくださいとのことです。また、お香典、
お花はご辞退されていますので、併せてご報
告します。
　「クラブ創立から51年目という新たな半世
紀のスタートを、初の女性会長で」というパ
スト会長のご指名を受け、無謀にも大切な年
度の会長をお引き受けしました。それから１
年、実績もない、確たる見識も持ち合わせて
いない私が、こうやって何とか無事に最終夜
間例会の挨拶をさせていただけるのも、皆さ
まのご支援・ご協力があってこそと、心から
感謝申し上げます。

　年度初め「歴史をつなぎ、クラブの絆を深
め、ロータリーライフを楽しみましょう！」
というテーマを掲げさせていただきました。
このテーマは、半世紀にわたって培われてき
た高知東ロータリークラブの素晴らしさを受
け継ぎ、誰もが居心地の良い楽しいクラブを
次につなぎたいという、私自身の素直な思い
そのものでした。この１年の大役を終える今、
その思いはますます強くなりました。
　振り返ってみますと、今年度は後半に入っ
て新型コロナウイルスの出現により、当クラ
ブがホストを務めることになっていた８ＲＣ
合同夜間例会の中止をはじめ、３ヵ月余りに
わたって例会が休会になるなど、思いもかけ
ない展開となりました。そして、昨年末には
久松パスト会長が亡くなられました。この最
終例会の場で、あの穏やかな笑顔を拝見でき
ないことは残念でなりません。改めてご冥福
をお祈りいたします。
　さて、今月30日は、高知では「輪抜け様」
として親しまれている「夏越し（なごし）の
大祓い」です。神社の中にしつらえた茅の輪
をくぐって、半年間に溜まった疲れや病、穢
れを落とし、残りの半年を無事に過ごせるこ
とを願う祭りです。毎年、輪抜け様の日には
雨が降ると言われていますが、今年はぜひ足
を運んで、今年度に起こった災いをすべて祓
い、７月からは例年のように例会が無事に開
かれますよう、また、会員の皆さまが毎回、
健やかな笑顔で集い、ロータリーライフを楽
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しめますようお祈りしてきたいと思っていま
す。
　最後に、皆さまの大いなる寛容と温かい笑
顔に支えられ、貴重な経験をさせていただい
たことに、改めて心から感謝を申し上げます。
　本日は、先週に引き続き委員会報告と退会
者の挨拶、次年度への引き継ぎセレモニーを
行います。長時間になりますが、最後までど
うぞよろしくお願いいたします。
◇来訪ロータリアン及びお客さま
　◎米山記念奨学生　レ・ティ・フィエンさん
◇北村　裕会員退会挨拶

　26日に開かれる四国銀
行の株主総会で退任する
ことになりました。それ
に伴い、東ＲＣも退会と
なります。皆さんには大
変お世話になりありがと

うございました。
　思い起こせば平成27年、５年前ですが、入
会させていただき、何も知らない中でいろん
なことを教えていただきました。本当にあり
がとうございます。
　１年目は親睦委員会で、この場所でソング
リーダーをして「おいらの船は300トン」を
歌った覚えがあります。３年目、レクリエー
ションで西条のビール工場に行きました。
ビール工場へ行ったのに日本酒ばかりを飲ん
で、記憶をなくしたこともありました。また、
柳澤先生がガバナーを務めた折、柳澤先生は
じめ、前田さん、故久松さん等々から薫陶を
いただきながら菜園場の居酒屋で酒を飲んだ
ことでした。
　そんなこんなで、ほんとに楽しく有意義な
５年間を過ごさせていただきました。この場
をお借りしまして感謝申し上げます。
　退会というのは残念ですが、我々サラリー
マンの世界では、後進に道を譲るというのは
厳しい掟で、これを破ることはできません。
後進は７月８日から出席すると思いますが、
五百蔵誠一君といって、土佐高、神戸大学を
へて入行。現在60歳、将来の頭取候補の１人
だと思います。
　彼とは少し縁があって、観音寺支店長、東
京支店長、そして今回の東ＲＣ、いずれも彼
が私の後任で、３回目の引き継ぎになります。

非常に有能で人当たりもよく、お酒も飲めま
す。ゴルフもできます。ぜひ、皆さんのご厚
意をいただければと思います。
　最後になりますが、本当に５年間、皆さん
にはお引き回しいただき、楽しい思いをさせ
ていただきました。今後も、どこかで見かけ
たら声をかけていただければと思います。あ
りがとうございました。
◇窪田満里子会員退会挨拶

　私は、2004年に入会し
て16年目になります。い
ろんな経験をさせていた
だき、本当にありがとう
ございました。あっと言
う間の16年間でした。

　本来なら昨年、息子と引き継ぎをして、ハ
ワイの国際大会へ行ってお終いにしようと考
えていたんですが、コロナの影響でハワイに
も行けず、こういう形になってしまいました。
皆さんには本当にいろいろとよくしていただ
きまして、厚くお礼申し上げます。
　振り返ってみますと、入って間もないころ、
柳澤先生から卓話のストップがあったり、そ
のときのことを表現したことを、猿田先生に
白浪５人女の原稿に載せられたときは、いく
ら私でもあっと思いました。どうしようかな
と思ったことです。また、一昨年まで米山の
地区委員を務めさせていただきまして、本当
にこれは私にとって財産になりました。とて
も優秀な留学生に恵まれまして、楽しい交流
を持てたということは素晴らしいことでした。
　７月より、私の娘の旦那さんと交代します。
彼は少しプライドが高くて、私とよく諍いを
しますが、人間そのものはすごく素直で、バ
カ正直な人です。少し口は悪いので、皆さん
の力で一人前のよき経営者に育てていただけ
るよう、よろしくお願いいたします。時々は、
私も顔見せをして、「保険の窪田さん」とお
声を掛けていただけたらありがたいと思いま
す。本当にどうもお世話になりました。あり
がとうございました。
◇八田聡子会員退会挨拶
　３月で既に退会した身でありながら、今日
は前川会長と岡本幹事のご好意で、このよう
なお時間をいただけることになり、のこのこ
とまいった次第であります。

　高知県は人が温かくて、
おもてなし精神に溢れて
いて、特に私のようなよ
そ者に対してものすごく
よくしてくださる土地柄
だということで、高知県

への転勤を経験してる者からは、よく高知に
帰りたい、帰りたいという話を聞きます。その
気持ちが、今の私にはとてもよく分かりま
す。本当にいい土地だったなと実感をしてい
るところであります。
　クラブにおきましては、三愛石油から初代
・藤田が入会させていただきまして、その後、
渡、池田、八田と繋げてきたタスキを無事に
私の次の代に渡すことができ、今少し安堵し
ているところです。次に入会する高橋のこと

も、ぜひ可愛がってやってください。
　最後に皆さんに直接お会いしてご挨拶でき
て、本当に良かったです。まさかのソングリ
ーダーまでさせていただき、思い残すことは
ありません。今まで、本当にお世話になりま
した。ありがとうございました。
◇大川内孝典さん、後藤典行さん、永野健生
さん、お三方とはお電話でお話をして、皆さ
まによろしくということを承っています。特
に永野健生さんは、「７月からの復帰を予定
していたのですが、病気療養ということで、
在籍中には、皆さんに大変よくしていただき
感謝をしています。今後も高知東ＲＣが末永
く続きますことを心より願っています」とコ
メントをいただいています。

はできていませんが、会
計として金銭面を精査し
ました。
　クラブ予算を定期的に
チェックし、クラブ口座
の出入金を精査し、適正

な処理を行った。徴収漏れもありません。決
算書は監査も終わり、来週の臨時総会で皆さ
んにお配りします。
ご協力ありがとうございました。
◎ロータリー奉仕プロジェクト研究会

（発表：西森やよい）
・第１回・４月24日　20
　名参加。第２回・７月
　17日　20名参加
　４、５名のグループに
分かれ、地域の課題やロ

ータリアンとしての奉仕のあり方など事業提
案をした。個別の発言もあり、ロータリーク
ラブにおける職業奉仕、社会奉仕についての
理想、会員相互の親睦を深めつつ取り組みを
進める方法について、熱い思いを聞いた。
・５月、６月に財団委員のエレクト会を開催
　奉仕プロジェクト委員会で蓄積された事業
提案の棚卸しを行い、資料にまとめた。
　交通安全の取組事業に関し、６月25日、次
期ロータリー財団委員長と私で高知県警交通
企画課と相談を行い、結果を第２回奉仕プロ
ジェクト研究会で報告し、自動車を安全に乗
ろう事業の企画・立案を行った。
・2020年２月15日に開催されたＩＭにおい
て、奉仕プロジェクト研究会においての報
告発表を行った。

り複雑な心境です。自分ではまだ完全燃焼し
ていない中で、先ほど前川会長からねぎらい
の言葉をいただいて、本当に嬉しく思います。
１年間、突っ走ってきた甲斐があったと思い
ます。
　２年半前、前川さんから幹事のお話をいた
だいた後、副幹事の時代は松本幹事の背中を
追いかけながら、幹事の仕事を覚える１年で
した。幹事になってからのこれまでは、前川
会長はお忙しいので、できる仕事は早めにこ
なしていこう、なるべく負担にならないよう
にするには、どのように努めたらいいかを心
がけながらやってきました。その中で、力に
なってくれたのは事務局の河野さんです。１
日に何回も電話をしてロータリーとはどうい
うものか、この委員会はどうなっているのか
等々、細かく教えていただき、いいアドバイ
スをいただきました。
　幹事は11時半に会場に来ますが、既にＳＡ
Ａの方が、しっかり会場設営をしている。親
睦委員会は、来訪者の受け入れ準備をしてい
る。本当に心強く思いました。ＳＡＡの皆さ
ん、親睦委員会の皆さん、本当にありがとう
ございました。このようにサポートしてくだ
さるメンバーがいて、１年間安定して例会の
運営ができました。
　本来であればできなかった経験を幹事とい
う役割をいただいて経験させてもらったの
は、本当に嬉しく思います。ロータリーに深
く関わることで、ロータリーへの愛情も大き
くなりましたし、これから自分のやれること
も、より一層見つけていこうと思います。
　先ほど、前川会長がご自分のことを天然だ
とおっしゃっていましたが、全くそうではな
く私は「フォローの人」だと思います。いろ
いろなところでの手助けや心優しい補佐をい
ただいて、本当に居心地のいい幹事職でした。
皆さんのお陰です。ありがとうございました。
◇福岡満喜子水曜会会長挨拶

　昨年７月、岡本幹事の
奥さま・千春様が幹事に
なってくださりスタート
しました。本会からは寄
付もいただき、有効に使
わせていただきました。

バザーのときには、早朝から準備、警備、後

片付けなどお手伝いいただき、本当に助かり
ました。また、夜間例会などにもお招きいた
だき、共に楽しい時間を過ごしたことはいい
思い出です。
　３月以降は思うような活動はできませんで
したが、７月からは、会長の寺村みゆきさん、
幹事の永野雅子さんにバトンをつなぎます。
１年間本当にお世話になりありがとうござい
ました。
◇ピアノ伴奏の小笠原貴美子先生にお礼をお
渡ししました。
◇事務局の河野さんにお礼をお渡ししました。
◇寺尾直前会長、松本直前幹事より前川会
長、岡本幹事に記念バッチ贈呈
◇前川会長、岡本幹事より竹村次期会長、西
森次期幹事に引き継ぎバッチをお渡ししま
した。
◇竹村克彦次年度会長挨拶

　前川会長、岡本幹事、
１年間お疲れ様でした。
見習って、これから先の
１年を務めさせていただ
きます。また、今年度の
委員長の皆さまも、ご活

躍の場を途中から削がれた感じで心残りのと
ころもあろうかと思いますが、大変お疲れ様
でした。
　コロナの影響で例会が取り消しになり、そ
の分、荷が軽くなったと捕らわれがちですが、
イレギュラーの中で、前川会長、岡本幹事は、
たくさんの苦渋の決断をされています。例年
のとおりにこなしていくよりも、かなり大変
だったのではないかと思います。今はまだコ
ロナは終息していません。アフターコロナに
はほど遠いと思います。まだまだコロナの真
っ最中、あるいはウイズコロナと言われるよ
うに、このまましばらく付き合っていく運命
にあると思っていますので、それに対応する
べく判断していきたいと考えています。
　次年度の会長方針については、来週の第一
例会で説明させていただきますが、テーマは
「積極果敢に楽しもう」としました。コロナ
と対峙するということもあって「果敢に」を
付け加えて、より強いイメージを押し出した
いと思っています。いずれにしても、楽しみ
の中から積極的な動きが生まれるということ

を、会長のテーマとして謳い込んであります
ので、どうぞよろしくお願いいたします。
　幹事の西森やよいさんには、既にいろんな
ところで苦労していただいて、次年度への準
備を整えていただいています。また、委員長
を受けていただいた役員の皆さま方、１年間
ご苦労をおかけしますが、よろしくお願いい
たします。皆さんのお力をお借りして、１年
間頑張ります。どうぞよろしくお願いいたし
ます。
◇西森やよい次期幹事挨拶

　先ほど来、皆さんから
お話がありますとおり、
コロナという未知のもの
に向かっていかなければ
ならない状況で、先が読
めないことばかりです。

先が読めない中で、どういうふうにするのか、
とりあえず前年を踏襲しておくのか、何か新
しいことを打ち出していくのか、常に手探り
だと思います。
　そのような中で、竹村次期会長からは「積

極果敢に楽しみましょう」という力強いテー
マを出していただきました。幹事は、会長が
実現したい目的を遂げられるように手配をし
て、下支えをするのが役割だと考えています。
そのような抱負は持っていたのですが、何し
ろスケジュールが全て乱れていて、例年どお
りにいかない中、皆さまに次年度に向けた準
備のお願い等々、早速ご迷惑をおかけしてい
ると思います。ですが、非常に驚いているの
は、委員会計画の集まりが非常に良かったこ
とです。きっちりと皆さんが守ってください
ました。例年にないことで、私はそれが揃っ
ていると集計したとき、これは大変なことに
なったと。お前もきっちりやれという強い叱
咤激励を受けていると感じたことでした。
　このように、皆さま方からの力強いお支え
を受けて、私自身、この及ばない力で一生懸
命会長をお支えして、それによって会員の皆
さまから今まで受けた恩を少しでもお返しで
きるように、その思いで努めさせていただき
ます。次年度、どうぞよろしくお願い申し上
げます。

◇出席率報告

 ● 前川美智子　全ての会員の皆さま、小笠原
先生、河野さん、黒岩さんをはじめザ・クラ
ウンパレス新阪急高知スタッフの皆さん、１
年間大変お世話になり、本当にありがとうご
ざいました。お陰様で、充実した幸せな１年
でした。心より感謝いたします。岡本幹事、
水曜会福岡会長、１年半にわたり多大なサポ
ートをしてくださり、感謝しています。心か
らありがとうございました。そして、次年度
竹村会長、西森やよい幹事、７月よりよろし
くお願いいたします。　　　　　
 ● 岡本淳一　１年間、幹事という大きな仕事
を任せていただきありがとうございました。
充実した１年でした。　
 ● 竹村克彦　前川会長、岡本幹事、お疲れ様
でした。見習って頑張ります。　　
 ● 西森やよい　前川会長、岡本幹事、１年間
本当にお世話になりました。皆さま、次年度
はどうぞよろしくお願い申し上げます。　
 ● 北村　裕　５年間ありがとうございました。
来週も監査報告のため、弁当をいただきにま
いります。
 ● 八田聡子　前川会長、岡本幹事、退会が決
まった３月から今日までの間、いろいろとご
配慮いただき感謝申し上げます。１年間の会
長職、幹事職、お疲れ様でした。高知東ＲＣ
のますますのご発展を祈念しております。
〈追伸〉エクラという雑誌に料理研究家の有
元葉子さんの紹介で、「榧工房かやの森」の
記事が掲載されています。前川ご夫妻の写真
が出ています。ｗｅｂでも見られますので、
ぜひご覧ください。
 ● 窪田満里子　本当にお世話になりました。
また息子のご指導よろしくお願いします。今

後ともよろしくお願いします。
 ● 髙橋卓弥　前川会長、岡本幹事、１年間お
疲れ様でした！
 ● 鬼田知明　親睦委員会の皆さま、本年度は
ご迷惑をかけ申し訳ございませんでした。八
田さん、ソングリーダーありがとうございま
した。
 ● 土居祐三　前川さん、淳ちゃん、１年間お
世話になりありがとうございました。竹村さ
ん、やよいさん、１年間お世話になります。
よろしくお願いします。八田しゃん、本当に
退会したんですか？全く違和感ないねぇ。
 ● 西森良文　窪田さん、北村さん、八田さん、
お疲れ様でした。寂しくなります。前川会長、
岡本幹事、１年間ありがとうございました。
 ● 福岡満喜子　窪田さん、長い間お世話にな
りました。たまには、例会に遊びにきてくだ
さい。八田さん、わざわざ東京から退会のご
挨拶に来てくださり、指揮をしてくださり、
ありがとうございました。女性会員が少なく
なり残念です。
 ● 中平真理子　先日、前川さんに再オープン
するお店でお世話になりました。会長、幹事
はじめ皆さま１年間お疲れ様でした。窪田さ
ん、寂しくなります。
 ● 野志征生　入会のお祝い、妻の誕生祝いを
いただきありがとうございます。未だ会社
で、会合出席が認められてなく、ご迷惑をお
かけしますがよろしくお願いいたします。
 ● 岡﨑勇樹　入会記念、結婚記念ありがとう
ございます。本日で親睦委員長の務めが終わ
ります。東ＲＣの皆さまには、ご迷惑をおか
けしたことお許しください。１年間本当にあ
りがとうございました。
 ● 小笠原貴美子　後半はほとんどお役に立て
ることができませんでした。
 ● ＳＡＡ一同　いろいろとあった１年ですが、
皆さまのご協力のもと、何とか最後まで務め
させていただきました。ありがとうございま
した。
◇早退　２件

◎親睦委員会（発表：岡﨑勇樹）
・夜間例会は３回
　創立記念夜間例会
　　2019.10. 9  参加48名
　忘年夜間例会
　　2019.12.18  参加58名
　観梅夜間例会

　　2020. 2. 5  参加45名
・親睦ゴルフ大会　2019. 9.29　参加14名
・東酔会２回
　　2019. 8.21　参加21名
　　2020. 1.22　参加22名
・麻雀大会　2020. 1.15　参加９名
・歓送迎会及び祝賀会
　　2019. 7.24　参加26名
　　2019.10.16　参加25名
　　2020. 2.26　参加38名
・新型コロナウイルスの関係で８ＲＣ合同夜
間例会、野外レクレーション、第２回親睦
ゴルフ大会は中止、最終夜間例会は昼間の
例会に変更。
・水曜会の大丸前のバザー手伝い  2020. 1.12
◎出席委員会（発表：佐野博三）
　今期は、３月１日からコロナウイルスの関
係で例会は中止になりましたが、それ以外で
は、ホームクラブへの出席優先、ホームクラ

ブ欠席の場合は、メイキ
ャップをお願いすること
を中心に、当クラブの伝
統である100％出席を守
りました。

◎ロータリー情報委員会（発表：石川　健）
・新会員の松井洋介会員
　に𠮷永光男会員、広瀬
　雅彦会員に松本隆之会
　員をアドバイザーとし
　て選任
・2019年10月22日に入会

３年から５年未満の会員を対象に、浦田会
員を講師としてクラブ運営に関する勉強会
を、また、初めてだと思いますが、親睦ゴ
ルフも開催
・国際ロータリーの運営管理の状況等、
「ロータリーの友」の記事から抜粋し、ニ
コニコ箱を通じて皆さんに伝えた。
・ロータリーに関する書籍を購入
・猿田会員提供による千種会のＣＤのダビン
グを10本行い、皆さんに提供
◎会計（発表：松野宏司）
　久松さんの後を継いで、後半から役をお引
き受けしました。コロナの影響で十分な活動

◇前川美智子会長謝辞
　先週に引き続き、各委
員会の活動報告お疲れ様
でした。そして、各委員
長並びに委員の皆さま、
１年間本当にありがとう
ございました。

　先ほど、ご挨拶でも申し上げましたとお
り、思いもかけない後半ではありましたが、
何とか無事に、本日退任の日を迎えることが
できました。これもひとえに、会員の皆さま
の優しく温かい支えのお陰と、心よりお礼申
し上げます。
　そして、水曜会の皆さまにもお世話になり
ました。特に福岡さんには、私が会長に就任
する際、心細いからと無理を言って水曜会の
会長を引き受けていただきました。この１年、
とても心強い存在でした。数々のアドバイス、
フォローをいただきありがとうございました。
そして、事務局の河野さん、１年間のサポー
ト本当にご苦労様でした。
　最後に忘れてはならないパートナー、一昨
年の12月になだめすかして幹事を引き受けて
いただいた岡本幹事。岡本幹事にはお礼の前
に、お詫びと訂正をしなければなりません。
　年度最初の例会挨拶で「２人とも未熟な上
に天然で、弥次喜多道中の１年になるのでは」

とお話しました。でも天然は私だけでした。
この１年、幹事としてさまざまな段取りや進
行をつつがなくこなし、天然の私を支え、今
日の最終例会まで導いていただきました。最
高の幹事です。最終日になってしまいました
が、年度初めの「２人とも天然」発言を訂正
し、お詫びと心からの感謝を申し上げます。
　さて、クラブ初の女性会長として、女性な
らではの何かを残せたかと振り返れば、何も
思い当たりません。でも、私にとっては素晴
らしい１年でした。改めて、会員の皆さまの
心の広さ、温かさを実感し高知東ＲＣに入会
して、本当に良かったと心から思います。そ
の上、この素晴らしいクラブの会長までさせ
ていただき、本当に果報者だと思っています。
　重ねて、全ての皆さまに感謝申し上げます
とともに、今後はまた一会員として、大好き
なこのクラブでロータリーライフを楽しみた
いと思います。１年間本当にありがとうござ
いました。
◇岡本淳一幹事謝辞

　１年間、ありがとうご
ざいました。あっという
間の１年でした。長い間
の休会の後、出てきて２
回で終わるというのは寂
しくもあり、嬉しくもあ

６月24日

６月10日

総数
－3 52

出席
41
欠席
3

メイク
アップ HC出席率

78.85％
出席率
93.88％5

例会取り消し



●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

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

■高知東ＲＣ当面の日程
７月８日㈬　各委員会発表
７月15日㈬　各委員会発表
７月29日㈬　役員会
８月５日㈬　定例理事会
８月12日㈬　休会（お盆休み）
８月26日㈬　時間変更例会
　　　　　　　　　（ザ クラウンパレス）
　　　　　　役員会（例会前）

■例会変更のお知らせ
高知中央ＲＣ　７月９日㈭　出航夜間例会
高知西ＲＣ　　７月10日㈮　第一夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　７月14日㈫　年初夜間例会
高知北ＲＣ　　７月20日㈪　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　７月21日㈫　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　７月27日㈪　前会長幹事慰労夜間例会
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