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本日

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〜戦前､戦中、戦後編」
早瀬 源慶 会員

第2459回 例会報告／令和２年７月８日

天候

◇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。
この度の九州地方を中心
とする豪雨災害で被災さ
れた方々にお見舞い申し
上げます。そして、まだ
現在も、信州地方などで
は河川の氾濫等が起こって被害に見舞われて
いる方がいます。被害が最小限に留まること
をお祈りしています。
今年度２回目の例会です。先週、私は、し
ばらくの間スクール形式で例会をしますと表
明しましたが、丸テーブルに戻してはどうか
というアドバイスを多くいただきました。そ
こで、県下を眺めると新型コロナウイルス感
染者がしばらく出ていないという状況や会場
のザ クラウンパレスさんの方からは、アクリ
ル板の衝立をご用意いただけたということで、
前倒しで丸テーブルの例会といたしました。
また、食事の方も通常の時間帯でいただける
ようになり、大方いつもの例会に戻ったので
はないかと思います。やはり、丸テーブルの
方が落ち着いている感じもしますし、例会が
始まるまでの会話も、以前からいうと大分弾
んでいたようには思います。
先週、運営方針発表の際、印刷物を配布し
たためちょっと端折ってしまったことと、３
月以降例会の取り消しの影響で、皆さんへの

次週

７月29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」
森田 倫光 会員

曇

報告の機会もなかったということで、ＲＩ会
長のメッセージと地区ガバナーの方針につい
て、言葉で伝えるべきだと考えて、ここでお
伝えしたいと思います。
ＲＩ会長ホルガー・クナーク氏は、テーマ
を「ロータリーは機会の扉を開く」とされま
した。地区の篠原ガバナーの要約をお借りす
れば、ロータリーは、ロータリーと接してく
れるあらゆる人々に対して、あらゆる機会を
提供する準備があるし、またその機会を利用
してほしいという意味だそうです。あらゆる
ものに扉を開いているよということで、デザ
インも３色の扉が開いているデザインです。
また、篠原徹ガバナーは地区方針として
「行動するロータリーを目指そう 〜基本理
念から新しい流れへ〜」というテーマを掲げ
ています。
お二人とも、ロータリーの中核的な五つの
価値観（親睦・高潔性・多様性・奉仕・リー
ダーシップ）を不変なものとして、指し示し
つつも、ホルガー・クナーク会長にあたって
は「革命的であるべきときは、今なのです」
とまで言って、時代の変化への対応を呼びか
けておられます。ロータリーの長い歴史の中
で守られてきたものがあり、またときどきに
創設され、変更されたものも少なくないと思
います。そして、今後も変わらなければなら
ないこと、変えてはならないことの見極めに
ついて、議論し、切磋琢磨しながら活動する
ことで、ロータリーが社会でより認められる、
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あるいは求められることにつながるのではな
いでしょうか。そんな思いを念頭に、私の運
営方針を書き上げました。
今日は、お二人の仲間をお迎えします。大
変嬉しく思います。
◇新入会員紹介
氏
名 五百蔵誠一
生年月日 昭和34年12月６日
職
業 ㈱四国銀行
常務取締役
配 偶 者 博子
趣
味 ゴルフ、読書
専任アドバイザー 土居祐三会員
五百蔵誠一氏挨拶
前北村取締役監査からは、観音寺支店長、
東京支店長と連続して引き継ぎ、今回、こち
らのロータリーで三つめの引き継ぎになりま
す。私は本店営業部長のとき３年間西ＲＣに
所属していましたが、今回新しく、こちらで
お世話になることになりました。
趣味はゴルフをしたり本を読んだり、お酒
も大好きです。特に鬼田さんのところでワイ
ンの「ようだい」を言うのが好きです。これ
から、よろしくお願いいたします。
氏
名 高橋典子
生年月日 昭和51年12月30日
職
業 三愛石油カスタマ
ーサービス㈱
代表取締役社長
趣
味 旅行
専任アドバイザー 石川 健会員
高橋典子氏挨拶
こちらの会について、前任の八田、前々任
の池田から、非常にいい活動をしているとい
う話を聞いていました。高知を引っ張ってい
る皆さまと一緒に活動できることは、とても
光栄に思っています。
私は社長になるのは初めてで、いろいろな
面で若輩者ではありますが、皆さまと協力し
て高知を盛り立てていければと思っています。
ご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願いいたし
ます。

◇委嘱状伝達
永野正将会員
（2020−21年度
国際奉仕委員会
長期交換小委員
会委員）
◇米山功労者表彰
野町和也会員

◇理事会報告
新型コロナウイルスの関係で、会社の方針
により多人数の会合への出席を停止されて
いる会員については、当クラブとしても出
席免除とすることを決定。
発熱等でコロナ感染が懸念される、不安で
ある等で例会出席を見送った場合、欠席し
た例会の２週間後までに幹事に理由を伝え
ることで、コロナ感染拡大防止や自身の体
調維持の意味もあり、例外的に出席免除の
対象とする。
毎年七河川一斉清掃と年末の防災パトロー
ルは１年間のメイキャップを認めていたが、
今期は七河川一斉清掃は中止となり、年末
パトロールのみとなります。
今後は、オンライ例会も検討し、東ＲＣの
定款、細則に沿って、機器などの設備も整
えた上で、順次お知らせする。皆さんも環
境を整える準備を進めてください。
◇幹 事 報 告
７月のロータリーレートは１ドル107円です。

お詫びと訂正
週報第2412号２ページ、新入会員紹介・水谷直人会員
の生年月日に誤りがありました。
昭和51年となっていますが、正しくは昭和52年です。
お詫びして訂正させていただきます。
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◇委員会活動計画発表・１
◎ＳＡＡ（発表：松岡英雄）
ＳＡＡは会場監督と訳
され、例会場の気品と風
紀を守り秩序正しく運営
されるようにその使命を
発揮できるように設営し
マネージするという大役
です。
会長幹事、各委員会と連携を図り、和やか
に楽しい例会となるように努めたいと思いま
す。
１．例会時の座席配置と食事…ホテルと連携
しながら、会員同士にゆっくりなごやかな
食事ができるように配席と食事内容を考え
る。
２．ソングリーダー…親睦委員会の会員にお
願いする。
３．ビジター…ビジターを歓迎し、リラック
スできるように努める。
４．会員祝日記念…会員誕生日、配偶者誕生
日、家庭記念日、入会記念日にそれぞれ喜
んでいただけるような記念品を用意する。
５．ニコニコ箱・チビニコ箱…会員に自発的
に積極的にご協力いただけますようにお願
いする。
◎職業奉仕委員会（発表：松本隆之）
職業奉仕は、事業及び
専門職務の道徳的水準を
高め、品位ある業務はす
べて尊重されるべきであ
るという認識を深め、あ
らゆる職業に携わる中で、
奉仕の理念を実践していくという目的を持つ
ものであります。個々の会員には、ロータリ
ーの理念に従って自分自身を律し、事業を行
なうこと、自己の手腕を社会の問題やニーズ
に役立てるために、クラブが開発したプロ
ジェクトに応える役割が求められます。
50年を超える歴史と伝統を持つ高知東ロー
タリークラブの個々の会員の強い絆をさらに
深めるべく、竹村会長のもとで、お互いを高
め合うことができるよう、以下のとおり、職
業奉仕の実践に努めて参る所存であります。
１．
「四つのテスト」の推進。毎月第一例会

で唱和する。
２．新入会員に「四つのテスト」の綱領と、
ロータリアンの「職業宣言」を配布する。
３．職業奉仕月間（１月）には、プログラム
委員会と連携して、職場例会を開催する。
４．職業奉仕月間には、プログラム委員会と
協力して、会員もしくは職業奉仕に造詣の
深い講師に卓話を依頼し、職業奉仕につい
て理解を深める機会を提供する。
◎社会奉仕委員会（発表：西村美香）
基本方針
地域の人々の暮らしを
豊かにし、より良い社会
づくりに貢献するために、
ロータリアン一人一人が
『積極果敢に楽しみなが
ら』参加できる事業を計画実行します。
活動計画
例年、７月に開催されていた七河川一斉清
掃は新型コロナウイルスの関係で中止
１．奉仕プロジェクト研究会において、ロー
タリー財団委員会等と協力し、地区補助金
の対象となる奉仕プロジェクト事業を企
画・運営する。
２．地域の社会奉仕活動に貢献している方々
に卓話を依頼し、一人一人が社会奉仕活動
について考えを深める機会となる例会を９
月に開催予定。
３．地域発展及び青少年健全育成のため、12
月に市内繁華街の防犯パトロールを行う。
４．１月に開催される水曜会のバザーを支援
する。
５．四国八十八カ所について例年どおりの支
援を行います。
◎青少年奉仕委員会（発表：𠮷永光男）
2020−21年度のＲＩ会
長テーマ『ロータリーは
機会の扉を開く』をもと
に、青少年達との出会い
の機会を持って、建設的
な指導力を養成し、自己
の完成を図り地域社会の発展に貢献できるよ
う支援していきます。
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１．RYLAセミナー（満20歳以上の男女）
目的は、若い人々の指導者及び善良な市
民としての資質を伸ばす養成セミナー。
（2021年３月18日〜21日、小豆島ふるさ
と村で開催予定）
例年同様２名の受講生の派遣を計画。
２．ローターアクトクラブ（18歳から30歳の
社会人または大学生が会員資格）
会員数：８名 例会場：高知大神宮
目的は個々の専門技術及び指導能力を高
め、それぞれの地域社会のニーズに対す
る理解を深め、活動する機会を提供する。
活動内容「土佐のおきゃく」
「みんなで
よさこいプロジェクト」
「高知海岸パー
トナーシップ」等に参加
提唱クラブは高知西、高知、高知東、高
知北、高知中央
３．インターアクトクラブ（12歳から18歳ま
での中学・高校に在学している者が会員資
格）
土佐中高等学校：会員５名 提唱クラブ
・高知南クラブ
明徳義塾中高等学校：会員82名 提唱ク
ラブ・仁淀クラブ
目的は建設的な指導力を育成し、自己の
完成を図り、他人に対する思いやりと他
人の力になる心構えを奨励し、これを実
践すること。
活動内容「ランドセルをアフガニスタン
に送る事業」
「文化祭で献血」その他を
実施
７月に開催予定だった年次大会はコロナ
の関係で中止。
◎国際奉仕委員会（発表：西森 大）
基本方針
ロータリーの大きな魅
力の一つは､ 世界中のさ
まざまな国、文化、職業
の人びとが集まる多様性
です。奉仕の第４部門で
ある国際奉仕は､人々を助けることを目的と
したロータリークラブのあらゆる活動やプロ
ジェクトに協力することを通じて、他国の人
々とその文化や慣習､ 功績､ 問題に対する認
識を培うことによって､ 国際理解､ 親善､ 平
和を推進するために､ 会員が行う活動からな

るものです｡その一環として青少年の短期・
長期の交換事業による異文化交流の支援まで、
さまざまな活動を行います｡
しかしながら、今期は、新型コロナウイル
スのパンデミック（世界的大流行）の猛威に
より先々の不安と困難な状況が広がる中、世
界各地で多大な負担を強いられています。
事業計画
１．短期交換・長期交換事業について…新型
コロナウイルス世界的流行の影響によりク
ラブ会員及び留学生の安全確保のため、当
該年度事業の中止が決定。
２．書き損じはがきの寄付活動…例年通り、
年末12月の例会において寄付のお願いを告
知し、年明け2021年１月末以降に集計結果
の報告を行う。
３．その他…長期交換事業運営委員会にカウ
ンセラーとして永野会員、委員として島村
会員が出席し、主に2021−2022年度の長期
交換事業について、他クラブの委員と連携
をとりながら事業運営に携わっていく。
◎米山奨学会委員会（発表：中越貴宣）
１．ロータリー米山記念
奨学事業
公益財団法人ロータリ
ー米山奨学会は、日本の
ロータリーが共同で運営
する民間奨学団体である。
米山奨学会では日本で学ぶ外国人留学生に奨
学金を支給し、支援する国際奨学事業を行っ
ている。本事業の使命は、将来、日本と世界
とを結ぶ「架け橋」となって国際社会で活躍
し、ロータリー運動のよき理解者となる人材
を育成することである。
2019年度の奨学生数は868人、事業費は14
億４千万円（2018−19年度決算）と、外国人
留学生を対象とする民間奨学金では国内最大
規模であり、これまでの累計奨学生数は
21,023人（2019年７月現在）
、出身国は世界
129の国と地域に及んでいる。
２．寄付増進
米山奨学会への寄付には「普通寄付」と
「特別寄付」の２種類がある。特別寄付には
表彰制度があり、いずれの寄付も税制上の優
遇措置が受けられる。
⑴普通寄付…会員１人につき6,000円／年
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⑵特別寄付…地区からは１万円×会員数分
の特別寄付の要望があり、当クラブで従
来行っている米山講（５名で講を組み、
１人あたり年間２万円、計10万円を寄
付）への協力を引き続きお願いする。
３．奨学生・学友との交流促進
奨学生または学友（元奨学生）による卓話
を実施する。
４．カウンセラーの補佐
本年度カウンセラーの岡本淳一会員を補佐
する。
◎クラブ奉仕委員会（発表：中平真理子）
ロータリークラブ定款
に、奉仕の第一部門であ
るクラブ奉仕は「クラブ
の機能を充実させるため
に、クラブ内で会員が取
るべき行動に関わるもの
である」とされており、最も基礎的な奉仕活
動です。
ロータリーの発展史が示すように親睦活動
が全ての奉仕の出発点となっていて、親睦か
ら奉仕の理想が生まれる仕組みが例会です。
ロータリーの目的にかなった例会にするた
めに、クラブにふさわしい新会員を募る会員
増強・退会防止、会員選考・職業分類、親睦
の効果を上げるために出席、親睦、雑誌会報
があり、奉仕の理想を高めるためにロータ
リー情報、広報・ＩＴ、プログラムの各委員
会があります。
これらの委員会に目的を理解していただ
き、緊密に連携を図っていきたいと思います
ので、１年間よろしくお願いします。
◎雑誌・会報委員会（発表・小比賀和弘）
事業計画の概要
１．広報・ＩＴ委員会と
協力して例会の記録を
取り、週報を作成。
２．会員相互の理解と親
睦を深め、関係委員会
と連携する。
３．会員からの投稿掲載に努める。
４．
「ロータリーの友」その他ＲＣ出版物を
内外に奨励する。
雑誌について
１．全会員に、読んでもらえるよう喚起する。

２．さまざまな企業に配布し、ＲＣの活動を
理解してもらうキッカケとして活用してい
く。
週報について
１．会員相互の理解を深めるものとして活用
していく。
２．読みやすい編集内容を心がけ、写真等を
多用し、興味を引くよう作成する。
３．コロナの関係で健康、免疫についての記
事を連載していく。
４．表紙のテーマは「協力・協調・笑顔・癒
やし」の絵とし、帯色はグリーン
◎出席委員会（発表：浦田健治）
基本方針
世界のロータリークラ
ブではここ数年来認識の
変化がおこり、原則毎週
の例会開催義務の撤廃や
メイキャップの柔軟化が
図られる等、結果として、例会開催および出
席の重要性が希薄化されてきていることは否
めません。しかし、当クラブは例会と出席の
重要性を再認識し、従来どおり原則毎週例会
を開催をすること。もし出席できない場合
は、前後２週間以内にメイキャップをするこ
とを遵守することとし、その内容を盛り込ん
で細則改定がなされました。
活動計画
・例会での滞在時間、年間ホームクラブへの
出席について、ロータリーの60％ルールを
守るよう促す。
・ホームクラブ欠席の場合は、他クラブへの
出席等メイキャップを促す。
・地区大会やＩＭ、国際大会（来年は台湾で
開催予定）等、ホームクラブ例会以外にも
積極的に参加するよう促す。
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◇出席率報告
総数 出席 欠席
７月８日

−4

53 45

3

６月24日

−4

52 41

0

メイク
アップ

HC出席率 出席率

1

84.91％ 93.88％

7

78.85％

100％

（７月８日例会）

竹村克彦 高橋典子さん、五百蔵誠一さん、
ようこそ高知東ロータリークラブへ！
西森やよい 五百蔵さん、高橋典子さん、
ようこそお越しくださいました。これからも
どうぞよろしくお願いいたします。
西内俊介 五百蔵さん、高橋さん、当クラ
ブへようこそ。53回生の五百蔵さん、英会話
教室への入会もありがとうございます。つい
に、50回生の私の下っ端ができそうです。さ
て、今日で２回目の副幹事、これからも温か
く見守ってください。よろしくお願いいたし
ます。
鬼田知明 名札持ち帰りお詫び。

中越貴宣 米山奨学会のことを勉強しつつ
委員長職を全ういたしますので、１年間よろ
しくお願いします。
前川美智子 五百蔵さん、高橋さん、ご入
会ありがとうございます。これから、高知東
ＲＣでご一緒に楽しみましょう。よろしくお
願いします。
福岡満喜子 本日から、高橋典子さんが入
会します。皆さま、どうぞよろしくお願いい
たします。
森田倫光 先週忘れました。よろしくお願
いいたします。入会時
高橋典子 本日入会いたしました。よろし
くお願いいたします。
野町和也 家庭記念日お礼。
𠮷永光男 ４月、家内誕生日のお礼。委員
会発表をさせていただきました。本年度も𠮷
永光男をよろしくお願いいたします。
◇早退 １件
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香我美町西川花公園

関

３月、東部自動車道香我美インターから北上し、突
き当たりを右に曲がって山北地区に入る。道路傍にミ
カン林が続き暖かい日差しを浴びていた。そして頂上
にある神社の前が西川花公園。写真に出ている通り小
川の向こう側に目に鮮やかな黄色の菜の花が広がり、
小さな丘に色々な色の花を咲かせた木々が見える。
西川花公園は西川地区住民の有志が桜200本、花桃
600本そして50万本の菜の花を植えて６年間丹精に育
てた。
丘に上がると赤、ピンク、ホワイトなどの色の花桃
が可愛らしい花を咲かせ、そして桜は少ないが少しほ
ころび始めていた。家族連れや若い人達が多く和やか
に楽しんでいた。
今、コロナショックが続き、自粛してどこへも行か
ず忍耐の毎日を過ごしているが、４月もまだまだ収ま
らない状況である。
西川花公園を廻って心が癒されたような気持ち良い
一日であった。
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淑公

■高知東ＲＣ当面の日程
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㈭

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

2019−2020年度 慰労会
2020年７月１日㈬

於：ザ クラウンパレス新阪急高知

● ニコニコ箱 ●
ニコニコ

チビニコ

合

計

先週まで

186,000円

639円

186,639円

７月８日

26,500円

0円

26,500円

今期の累計

212,500円

639円

213,139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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