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７月15日㈬ 12：30 ザ クラウンパレス新阪急高知
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発

第2458回 例会報告／令和２年７月１日

次週

表

天候

◇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。
いよいよ始まりました。
腕時計も新調しました。
国際ロータリー2670地
区高知東ＲＣ2020−2021
年度会長、1961年12月20
日生まれの竹村克彦、58歳です。どうぞよろ
しくお願いいたします。
年度の初日の例会ということで、区切りの
よいタイミングで、今日はこの１年お世話に
なります北岡守男ガバナー補佐にもご出席い
ただいております。ようこそいらっしゃいま
した。１年間よろしくお願いいたします。米
山奨学生のフィエンちゃんもお出でています。
嬉しいことに、今日３人の新しい仲間をお
迎えすることになっています。昨年度の前川
会長と増強の福岡委員長のご努力に敬意を表
したいと思います。
会長の年度が始まるにあたり、ここ１ヵ月
あまりめちゃくちゃ緊張しておりました。こ
の緊張は、会長の重責を真剣に感じていると
捉えて、その緊張を味わいつつ、１年間忘れ
ることなく続けていくべきだというふうに、
昨日ようやくその心境に至りました。今日は、
緊張をちょっと楽しもうと思っていますが、
カミカミの状態で楽しむ余裕がありません。

７月22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」
早瀬 源慶 会員

晴

何とぞよろしくお願いいたします。
この会長の職をいただいたとき、何よりプ
レッシャーになったのが毎回の会長挨拶です。
昨年の前川会長の完璧な挨拶を拝見する度に、
重みがどんどん増していました。素養のない
ものが格好をつけてやるのは、非常に格好悪
いし滑稽だと思います。無いものは無いなり
に、しかし一生懸命対応すれば、多分、応援
もしていただけるだろうし、また貴重な叱責
もいただけるんじゃないかと思って、一生懸
命努めてまいりたいと思っています。皆さま、
１年間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
高知第Ⅰ分区ガバナー補佐
北岡守男氏（高知中央ＲＣ）
米山記念奨学生 レ・ティ・フィエンさん
◇高知第Ⅰ分区・
北岡守男ガバナー補佐就任挨拶
皆さん、こんにちは。
2020−2021年度高知第Ⅰ
分区のガバナー補佐を務
めさせていただきます、
高知中央ＲＣの北岡でご
ざいます。本来ならば、
昨年度中に各クラブを回ってご挨拶をさせて
いただくのが常のようですが、新型コロナウ
イルスの影響で、本日になりましたことをお
許しいただきたいと思います。
私は1995年にロータリークラブに入会して、
25年がたとうとしています。甚だ勉強不足で
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ガバナー補佐の仕事が十分に務められるかど
うか分かりませんが、勉強しながら頑張って
務めていきますので、よろしくお願いいたし
ます。
高知東ＲＣは、私ども中央ＲＣのスポンサ
ークラブですし、今年はＩＭも東クラブで開
催していただくということで、いの一番にご
挨拶にまいりました。
竹村会長とは数年前に長期交換留学生の問
題をどうするかということで、議論させてい
ただいたことがあります。大変しっかりした
考えをお持ちで、自分の意見もしっかり述べ
られる、素晴らしい方だと思っています。竹
村会長ならＩＭをお任せしても大丈夫だと確
信していますので、よろしくお願いいたしま
す。
新型コロナウイルスの影響で、クラブ運営
も厳しい１年になると思いますが、高知東Ｒ
Ｃの皆さんが一致団結して、よりよい年度に
なることをお願いしまして、甚だ簡単ですが
ガバナー補佐就任の挨拶といたします。今日
はよろしくお願いします。
◇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。
◇新入会員紹介
氏
名 田中伸樹
生年月日 昭和44年６月18日
職
業 ㈱サイラタウン
代表取締役
配 偶 者 まみ
趣
味
専任アドバイザー 西森良文会員
田中伸樹氏挨拶
窪田満里子の後任の田中と申します。き
ちっと役割を果たして頑張っていきたいと思
います。どうぞよろしくお願いいたします。
氏
名 水谷直人
生年月日 昭和52年９月22日
職
業 東海東京証券㈱
支店長
配 偶 者 明日香
趣
味 息子と遊ぶ事
専任アドバイザー 松岡英雄会員
水谷直人氏挨拶
高知東ＲＣは歴史が非常にあるということ
を、前もって聞いています。以前、東京シテ

ィ日本橋ＲＣに約２年間在籍していましたの
で、何となく分かってきたつもりですが、ま
だまだ若輩者ですので、失礼のないようにい
ろいろ教えていただきたいと思います。何と
ぞよろしくお願いします。
氏
名 森田倫光
生年月日 昭和51年６月29日
職
業 ㈲旭自動車工業
代表取締役
配 偶 者 三恵子
趣
味 日曜大工
専任アドバイザー 永野正将会員
森田倫光氏挨拶
多くの先輩にお誘いをいただきまして、入
会を決意いたしました。地域社会のためにな
る団体だと教えられていますので、全力で取
り組んでまいりたいと思います。全くの新入
会員ですので、右も左も分かりません。ご指
導、ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げま
す。
◇７月の会員祝日（敬称略）
会員誕生日
野志 征生
西森 良文
配偶者誕生日
松﨑 範子
永野 美佐
松本 功子
岡﨑千夏子
家庭記念日
水谷 直人
入会記念日
松岡 英雄
猿田 隆夫
松井 洋介
松本 隆之
鬼頭 愼一
寺尾 正生
西森 良文
浦田 健治
西森やよい
◇会 長 報 告
例会前の理事会で総会資料の確認、年度当
初の決定事項を承認いただきました。
◇幹 事 報 告
７月一杯は、現在のように例会行事が終
わった後、お弁当をお配りする形で実施し
ます。
７月の例会出欠表の提出をお願いします。
来週、再来週は委員会計画発表です。
今期から、週報が２週遅れで発行されるこ
とになります。これに関しては、前期の理
事会で承認されていますのでご報告します。
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◇竹村克彦会長クラブ運営方針発表
まず、今期のテーマは「積極果敢に楽しみ
ましょう」としました。楽しい環境が整えば
心が前向きになる。心が前向きであれば行動
も積極的になるであろう。といういろいろな
相乗効果を期待する意味で「楽しみましょ
う」というキーワードにしました。その上、
「積極果敢に」とした理由は、最初は積極的
にという言葉でしたけれど、新型コロナウイ
ルス感染拡大の影響で例会が取り消しになっ
ている最中、この状況に打ち勝つという意思
を何とか示したいということで「積極的に」
から「積極果敢に」という強い言葉に変えて
あります。
このように、基本的には和気藹々としたク
ラブのイメージはそのままですけれども、今
おかれている状況を踏まえて、私の中で、こ
の言葉を選んだという流れをご理解いただい
て、１年間のテーマとさせていただきます。
基本的な部分を申し上げますと、このクラ
ブの伝統を守ってまいりたいという思いがあ
ります。但し、伝統という言葉が指し示すも
のというのは非常に曖昧です。もうちょっと
具体的に申し上げますと、私はこの１年間、
会長としてクラブを代表いたしますが、会長
としての意思決定には、今までのクラブの歩
みやそれによってある現在の状況はまずは優
先させたいという考えです。もちろん、前例
のないことに対して一存では決めることはな
く、皆さまのご意見を踏まえて、民主的に対
応してまいりたいと考えております。
早速、今年度は新型コロナウイルス感染拡
大の影響によって、前例のない状況による判
断が迫られることが多いと覚悟しておりま
す。原則として、お示ししたいのは、いずれ
この状況もかつての日常に戻るという認識を
持ちたいと考えております。つまり、全く同
じとはいきませんでしょうけども、１年前の
状況に、ひょっとしたら来年、あるいは再来
年には元に戻るんじゃないかという思いで、
今は過ごしていきたいと思っています。
それまでの間、クラブ全体の事業も今まで
どおりとはいきません。例会の運営はしばら
く、このスタイルか、コストやいろんな工夫
が必要であろうと考えています。当然、クラ

ブの根幹である予算執行についても、今まで
どおりとはならないと思っています。しか
し、現時点では徐々に改善されていってる状
況です。そういったものを信じ、いずれ元に
戻るんだということを念頭に置きながら、現
状を変えないという中での取り決めをしてい
きたいと考えています。
今日、お越しいただいている北岡ガバナー
補佐に関係することですが、10月の創立夜間
例会には、計画段階では篠原ガバナーが公式
訪問としてお出でて、創立記念を互いに祝っ
ていただく予定でした。今のところ、篠原ガ
バナー公式訪問も夜間例会に出席と聞いてい
ます。コロナの第２波といったものがない限
りは、予定どおり進むだろうと思っています。
また、同じく北岡ガバナー補佐主催のＩＭ
も感染拡大の予防策を徹底しながら、今まで
どおりとは全くいかないにしても、開催方法
を工夫しながら進めてまいりたいと考えてお
ります。皆さまのご協力をぜひよろしくお願
いしたいと思います。
クラブの例会も含めて、いずれの会につい
ても、今後のコロナの影響でどのような開催
になるか、今時点では分かりません。最悪の
場合、オンラインの例会やガバナー公式訪
問、そういったことも想定される中でありま
す。ですから、そういったものに対応できる
オンラインの体制も、逐次整備していきたい
ということに対して、会員の皆さまの一層の
ご協力もお願いしたいと思っております。
前川前会長同様、イレギュラーな年度を預
かることになりました。力不足は最初から懸
念しておりましたけれども、さらに追い打ち
を掛けられたような状況です。ロータリーの
環境に身を置いたときから、多くのことを学
んでまいりました。ある意味、私にとって集
大成であると申し上げたいところではあるん
ですが、さらに鍛えられ、研さんの年度とな
るように思っております。とはいえ、悲観し
ておってもいきません。楽しみましょうと言
った本人が暗い顔をしていてはいけないと思
います。どんなときも、明るい道筋を見いだ
して前向きに、前傾姿勢でこの１年を楽しみ
たいと考えています。どうか１年間、よろし
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くお願いいたします。

◇出席率報告
総数 出席 欠席

メイク
アップ

HC出席率 出席率

0

88.24％ 93.75％

0

5

84.62％

100％

0

7

78.85％

100％

７月１日

−3

51 45

3

６月17日

−3

52 44

６月24日

−4

52 41

北岡守男ガバナー補佐（中央ＲＣ） 新型コ
ロナウイルスの影響で難しい運営の１年にな
ると思いますが、竹村会長のもと団結して頑
張ってください。ＩＭもよろしくお願いしま
す。
竹村克彦 いよいよ始まりました。１年間
よろしくお願いいたします。
西森やよい いよいよ新年度が始まりまし
た。１年間どうぞよろしくお願い申し上げま
す。入会して13年になりました。
前川美智子 竹村会長、西森やよい幹事、
１年間楽しんでください。本日より入会の田
中さん、森田さん、水谷さん、これからよろ
しくお願いします。昨年度、会計・松野さ
ん、本日の会計報告お世話になりました。あ
りがとうございます。
岡本淳一 竹村会長、西森幹事、順調なス
タートおめでとうございます。
中平真理子 とうとう前に座ることになり
ました。１年間よろしくお願いいたします。
福岡満喜子 前川前会長、岡本前幹事、１
年間お世話になりありがとうございました。
竹村会長、西森やよい幹事、よろしくお願い
いたします。

柳澤光秋 最終例会欠席のお詫び。
西森良文 入会祝いお礼。誕生日祝いお礼。
30代で入会しましたが、早いもので53になり
ます。
永野正将 妻の誕生日祝いありがとうござ
います。
岡﨑勇樹 妻の誕生祝いありがとうござい
ます。
松﨑郷輔 家庭記念日お礼。
松本隆之 入会記念日、妻の誕生日祝いの
お礼です。そろそろパーッとやりたくなって
おります。
猿田隆夫 入会何年か忘れています。
松井洋介 入会記念祝いをいただきありが
とうございました。今日でちょうど入会１年
生から２年生に進級できました。これからよ
ろしくお願いします。
浦田健治 入会記念のお祝いありがとうご
ざいました。
松岡英雄 入会記念お礼。
寺尾正生 入会記念のお祝いありがとうご
ざいました。今年前半はコロナを含め体調を
崩して欠席が続き申し訳ありませんでした。
田中伸樹 前任の窪田が大分以前より交代
交代と言っていましたが、やっとこの日が来
ました。不慣れなことばかりですが、いろい
ろご指導よろしくお願いします。
水谷直人 入会させていただいて早々にあ
りがとうございます。家庭記念日のお祝いの
お礼。
◇早退 １件
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◇臨時総会
議長 ただ今より臨時総会を始めます。なお
本日、会員数45名の出席をいただいておりま
す。出席率88.24％、定足数17名なので、定
款で45名の３分の２以上、30名以上の賛成が
必要です。
本総会は、クラブ細則第４条、第３節の会
員総数の３分の１以上の出席を満たしており、
成立いたします。
早速審議に入らせていただきます。
まず第１号議案、2019−2020年度決算報告
について、前年度会計の松野会員にお願いし
たいと思います。松野会員、よろしくお願い
いたします。
松野会計
報告

2019−2020年度

高知東ＲＣ決算

議長 松野会員ありがとうございました。
続きまして、監査報告に移ります。監査報
告は前年度監査、北村 裕さんよりお願いし
たいと思います。北村さん、よろしくお願い
します。
監査報告 ６月24日、11時から監査を行いま
した。監査の結果、本会計処理は適切かつ正
確であることを確認いたしましたので、ご報
告します。
議長 北村さん、ありがとうございました。
それでは、決算並びに監査報告について、
何かご質問はございませんか。
浦田会員 この度のコロナの影響で、支出額
が少なくなって次期繰越金が460万あるのに
もかかわらず、ニコニコ箱からなぜ100万円
振り替えるのでしょうか。それをお答えいた
だきたいんですが。
議長 昨年度幹事・岡本会員よろしくお願い
します。
岡本前幹事 繰越金、ニコニコから予算が
120万で、決算で100万円振り替えたというの
は、期の初めから、実は手持ち現金といいま

すか、お金の方が、期が始まりましたら人頭
分担金というのがあるんですけど、それを事
務局が払うときにお金がなくて１ヵ月とか伸
ばしてた分があるんです。そういうのもあり
まして、本来でしたら、会も少なくて繰越金
が増えるというのもありますけど、それを十
分に手持ち現金を増やすために100万を振り
替えさせていただきました。
これも、もちろん理事会の方でも話をしま
して、いくらの金額を振り替えたらいいかと
いうのを精査した結果、100万円という形で
振り替えさせていただいています。
浦田会員 すみません、それ理由になってな
いと思うんですけど。お金がその時点での、
最初はあれでも後は、１年間の決算ですから、
こういう会計っていうのは普通あり得ないと
思いますが。
岡本前幹事 それはどういうことでしょう。
予算は120万で立ててまして、実質100万の振
り替えをするということは、当初からある程
度の計画はしてたっていうことで。
浦田会員 計画は、通常の予算を執行して足
りなくなるだろうということでの振り替え予
定だと思うんですが、今回は、大幅な余剰と
いうことですから、この振り替え、特別会計
からの振り替えってのは、以前から申し上げ
てるとおり健全なことではないんですよね。
ですから、この度は全く振り替える必要はな
いということは、各理事の方も認識しなけれ
ばいけないんじゃないかなと思います。以上
です。
岡本前幹事 ありがとうございます。浦田さ
んのご意見というのも、もちろん話をしまし
て、それで決めたのが100万円の振り替えで
ございます。最終的に理事会で決定しての予
算決定ですので、そこら辺はご理解いただき
たいなと思います。以上です。
議長 よろしいでしょうか。他に、決算並び
に監査報告について、ご質問があれば挙手を
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お願いします。
ないようでしたら、採決に移ります。2019
−2020年度決算報告に賛成の方は拍手をお願
いいたします。

れ理事会承認まで進んでおりましたところで
すので、昨年度の岡本幹事にご説明の方をお
願いしたいと思います。

（承認の拍手）

岡本前幹事 高知東ＲＣ定款及び細則の変更
についての説明

議長 ありがとうございました。第１号議案
については満場一致で可決いたしました。
続いて第２号議案、2020−2021年度予算
（案）の審議に移ります。西森幹事、説明を
お願いいたします。

議長 岡本前幹事、ありがとうございました。
何か質問はございませんでしょうか。
ないようですので採決いたします。高知東
ＲＣ定款及び細則の変更に賛成の方は拍手を
お願いします。

西森幹事

（承認の拍手）

2020−2021年度予算（案）を説明

議長 西森幹事ありがとうございました。
この予算（案）につきまして、ご質問はな
いでしょうか。ご質問のある方は挙手をお願
いします。
よろしいでしょうか。ないようですので採
決に移ります。2020−2021年度予算（案）に
賛成の方は拍手をお願いします。
（承認の拍手）
議長 ありがとうございました。満場一致で
可決いたしました。
続きまして、第３号議案、高知東ＲＣ定款
及び細則の変更についての審議に移ります。
これにつきましては、昨年度、その準備をさ

議長 ありがとうございます。満場一致で可
決いたしました。
これで、議案は全て終了しましたが、先ほ
ど、予算のときにも西森幹事が申し上げまし
たとおり、今年度は昨年度の後半に引き続き、
コロナの影響を非常に受けております。いろ
んな部分で予定がくるくる変わったりする可
能性がたくさんあります。そのことを踏まえ
て、いろんな意見をいただきながら、１番そ
の時、その時でよりよい形に進めてまいりた
いと思いますので、皆さまのご協力、ご理解、
その他よろしくお願いしたいと思います。
以上で、総会を終わりたいと思います。皆さ
ん、お疲れ様でした。

国際ロータリー第2670地区ガバナーエレクト事務所開設のお知らせ
〒787−0029 高知県四万十市中村小姓町46 中村商工会館２Ｆ
ＴＥＬ：０８８０−３１−０１７１
ＦＡＸ：０８８０−３１−０１７２
E-mail：nakamura@rid2670gov.info
ＵＲＬ：http://rid2670gov.info/
執務時間：９時〜16時（休日：土・日・祝祭日）
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他クラブ変更事項
香川地区事務所（旧ロータリー財団事務所）移転
◇財団委員会 ◇国際奉仕委員会（長期交換・短期交換・国際ファンド）
新住所：〒760−0008 香川県高松市中野町20−４ 栗林コーポ１Ｆ
（2020−21年度ガバナー事務所内）
ＴＥＬ：087−873−2225
ＦＡＸ：087−873−2211
E-mail：財団委員会 trt-oﬃce@rid2670.com
国際奉仕委員会 yep-oﬃce@rid2670.com
高松グリーンロータリークラブ 例会会場変更
高松国際ホテル 〒760−0080 香川県高松市木太町2191−１
ＴＥＬ：087−831−1511
松山北ロータリークラブ 例会変更
実施期間：2020年７月〜12月末まで（予定）
例会曜日：月曜日／点鐘12時30分 ※当面の間、夜間例会の開催はしない予定です。
例会回数：実施期間中は、月２回（第１週、第３週）とする。
※ガバナー補佐クラブ協議会（8/31）および、ガバナー公式訪問例会（9/14）は、決定された
日程で開催とする。

例 会 場：伊予鉄会館

〒790−0004 愛媛県松山市大街道3−1−1
ＴＥＬ：089−948−3456
ＵＲＬ：https://www.iyotetsu.co.jp/kaikan/

松山南ロータリークラブ 例会変更
例会曜日：木曜日→水曜日 ※９月３日は「ガバナー公式訪問例会」により木曜開催となります。
例会回数：月３回（点鐘12時30分：第１週、第２週）
（点鐘18時30分：第３週）
例 会 場：８月末まで：㈱松山三越８階サロンレストラン
９月より ：ＡＮＡクラウンプラザホテル松山
〒790−8520 愛媛県松山市一番町3−2−1
ＴＥＬ：089−933−5511 ㈹
ＵＲＬ：https://www.anacpmatsuyama.com/
ビジターフィー：2,000円→2,500円に変更
大洲ロータリークラブ 例会変更
第１・第３水曜日 点鐘18時30分
第２・第４水曜日 点鐘12時10分

例会場：ウエストリバーにし川
例会場：大洲市民会館２階第１会議室

八幡浜ロータリークラブ 例会変更
例会日を毎月第１、第２、第３火曜日とする。
第１・第２火曜日 点鐘12時10分 例会場：八幡浜商工会館５階大ホール
第３火曜日
点鐘18時30分 例会場：浜味館あたご
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■高知東ＲＣ当面の日程
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㈭
高知西ＲＣ
７月10日㈮
高知ロイヤルＲＣ
７月14日㈫
高知北ＲＣ
７月20日㈪
高知ロイヤルＲＣ
７月21日㈫
高知北ＲＣ
７月27日㈪
高知ＲＣ
８月11日㈫
高知ロイヤルＲＣ
８月11日㈫
高知南ＲＣ
８月13日㈭
高知中央ＲＣ ８月13日㈭
高知西ＲＣ
８月14日㈮
高知北ＲＣ
８月17日㈪
高知北ＲＣ
８月24日㈪
高知南ＲＣ
８月27日㈭
高知中央ＲＣ ８月27日㈭

出航夜間例会
第一夜間例会
年初夜間例会
ロータリー休日
ロータリー休日
前会長幹事慰労夜間例会
休会（盆休み）
休会（盆休み）
休会（盆休み）
休会（盆休み）
休会（盆休み）
休会（盆休み）
創立記念夜間例会
夜間例会
夜間例会

● ニコニコ箱 ●
ニコニコ

チビニコ

合

計

先週まで

円

円

円

７月１日

186,000円

639円

186,639円

今期の累計

186,000円

639円

186,639円

●会長／竹村克彦 ●幹事／西森やよい ●雑誌会報委員／小比賀和弘・関 淑公・永野正将
●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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