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本日

８月26日㈬ 18：30 ザ クラウンパレス新阪急高知
時

間

変

更

例

次週

会

第2463回 例会報告／令和２年８月５日

天候

９月２日㈬ 12：30 ザ クラウンパレス新阪急高知
会員スピーチ
「オンライン例会とzoom」
広報・
ＩＴ委員会 委員長 武吉 佳月 会員

晴

◇ロータリーソング
「君が代」
「四つのテスト」
◇会 長 挨 拶

はないかと思いますが、新会員をお誘いする
ときには使えません。
そこで「まず入ってみなさい。素晴らしい
方がたくさんおいでますから」と誘ってはい
皆さん、こんにちは。
かがでしょうか。恐らく、このような言葉で
今日は久し振りに西山会
誘われた方が多いのではないでしょうか。そ
員がお出でています。
して「りっぱな方々の行動原理の一つにロー
８月は会員増強、新ク
タリーがあるんだと思っている。それを一緒
ラブ結成推進月間です。
に勉強していこう」というふうに、前向きな
新クラブ結成というテー
言葉は、相手の否定の言葉を遮る効果を含ん
マは少し重いのですが、身近なテーマとして
でいると思っています。
皆さんに心がけていただきたいのは会員増強
そのように理解すれば、他に何か質問され
です。先月入会された水谷さんは、自ら志願
たら「入ってみれば、そのうち分かるよ」と
されてロータリアンになられたと聞いていま
いった言葉が自然に出るのではないでしょう
す。大事なのは東クラブに入りたいと望んで
か。結構いいかげんな誘い文句のようにも思
くれることですが、お察しのとおり、多くの
います。正直、私も入会間もないとき、そん
場合、誘わなければ仲間になるまでには至り
な誘い文句で入ったという話を聞くと、何と
ません。
雑な誘い方なんだと思っていました。
お誘いをするとき、プレッシャーとなる要
ロータリーには、自分の意見を他人に押し
素がロータリーについての説明だと思いま
つけないという考えがあるそうです。つま
す。私も戸惑います。手っ取り早いのは入会
り、浅かろうが深かろうが、自分のロータ
のしおりをポンと渡すことですが、それでは
リー感をまだ入会してない方に押しつけてし
人の心は動かないと思います。ロータリーと
まうのは、ロータリー的ではないと考えても
は何かという設問に対して、多くの先人が
よいのではないでしょうか。その境地に至れ
「一人一人にロータリーがある」などと言っ
ば、ずっと気軽にお誘いできる精神状態にな
ています。100年以上続くロータリーの中で、 れる。私はそう思います。決して雑ではな
語り尽くされているはずなのに、未だに結論
く、いい加減ではない、ロータリーのことを
に至っていないような表現がされるのはなぜ
敢えて深く語らない誘い方、それは、うがっ
でしょうか。そのことについて語り合うこと
た言い方をすれば、勧誘の美学と言えるので
も、ロータリーの理解を深める方法の一つで
はないでしょうか。
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ぜひ、ご自分の周りにいらっしゃる方に、
気軽に声を掛けていただきたいと思います。
私は会長方針にマイロータリーの登録推進
を掲げています。登録をされている方は、ま
だ50％にも達していませんが、東クラブとし
て100％にしていきたいと思っています。ス
マートフォン、インターネットにつながる自
前のパソコンをお持ちの方ならば、誰でも登
録ができます。方法も意外と簡単です。その
証拠に、私ごときでも誰にも手ほどきを受け
ずにできましたので、多分、皆さんも大丈夫
だと思います。マイロータリーに登録するこ
とが目的ではなくて、その先にある情報に接
することが大事です。このごろはＲＩの方針
もめまぐるしく変わっています。入会間もな
い方はなおさらに、ロータリーの情報を手に
入れて、これからのロータリーライフに役立
てて、東ＲＣの発展に寄与していただきたい
と思います。

◇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
◇米山記念奨学生 レ・ティ・フィエンさん
に奨学金をお渡ししました。

◇親睦委員会より
本日の歓送迎会について、県からの宴席自
粛の要請があり、改めて案内をしたところ24
名が参加していただきます。得月樓さんで18
時半からです。１回目の返事と変更のある方
は、至急お申し出ください。
◇８月の会員祝日（敬称略）
会員誕生日
永野 正将
西森
大
岡 今朝男
配偶者誕生日
島村 利栄
浦田比奈子
森田三恵子
早瀬恵美子
家庭記念日
西森やよい
入会記念日
関
淑公
松野 宏司
◇会 長 報 告
先々週と先週の例会でお願いしていた熊本
豪雨への支援金、２万400円は地区を通し
て熊本に送ります。
◇幹事報告
８月のロータリーレートは１ドル105円です。
ガバナー事務所、ガバナーエレクト事務所
は８月11日から15日までお盆休みです。
９月23日のガバナー補佐訪問例会の後、ク
ラブ協議会が行われます。
来週の例会はお盆休みで休会です。
今まで、第３週の例会で次々月の予定表を
ボックスに入れていましたが、今月から試
みとしてＦＡＸで９月の予定を送り、その
時点での出欠を知らせていただくことにし
ました。
本日例会終了後、定例理事会を行います。
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◇会員スピーチ

田中

伸樹 会員

「私の履歴書」

私は、窪田満里子の後任として先月入会さ
せていただきました。出身は神奈川ですが、
生まれは東京です。私は長男で、二つ上に姉
がいます。父は研究職として、電気を通さな
い素材の研究をしていました。会社の近くの
社宅に住み、父は５時過ぎには帰ってきまし
たので、夕方は毎日父と遊んでいた記憶があ
ります。母は薬剤師でした。
父は宮崎の出身で、太宰府天満宮の飛び梅
の左にある橘の木は、祖母の曾おじいちゃん
が植えた木だということです。母の生まれは
満州です。ラストエンペラーである宣統帝溥
儀の弟、愛新覚羅溥傑の奥さんである愛新覚
羅浩は日本人ですが、その方と祖母が大連女
学校で一緒だったと子どものころ聞かされて、
戦争を身近に感じたことでした。
私が５歳のとき、父の仕事の関係でアメリ
カに行きました。小学校１年でしたが、小さ
くても有色人種が嫌いな白人グループがいて、
時々ケンカになります。あるとき、一つ上の
白人の男の子に液体洗剤を掛けられ、死ぬか
と思って家に帰ると母から大丈夫と言われま
した。仕返しに、その子を待ち伏せして洗剤
３箱を掛けました。しばらくすると、そのエ
リアが黄色く枯れ始めて、いじめ返したこと
より、そっちが親に叱られるのではないかと
心配したことでした。
中学校の部活はバドミントン、あまり運動
神経はよくないので強くはありませんでし
た。高校では部活もせず、ただただ遊んでい
ました。大学では、バイクと水泳に燃えてい
ました。バブルのころですので、ドライブや
練習、飲み会等々みんな元気でした。
就職活動では、なかなか内定がもらえず、
ようやくもらえたのが保険の仕事でした。以
来30年近く、会社は４回ぐらい変わっていま
すが、仕事内容は変わらず縁のある仕事だと

思っています。
７年間お世話になった会社では、船の事故
処理が主な仕事でした。あるとき、船が沈ん
で現地調査に行ったのがパプアニューギニア。
街で暴動が起きて我々は避難していたのです
が、警官がやってきて原因はお前だと逮捕さ
れました。掘っ立て小屋の地下の留置場に１
時間ほど入れられました。映画に出てくるよ
うな、下は土で暗い牢屋みたいな所です。何
とか弁護士に助けられましたが、タバコ１箱
か２箱でオーケーだったといわれました。
ようやく彼女もできて結婚となりましたが、
式のためのお金がなくて車を売りました。当
時は東京で仕事をしていましたので、東京と
南国の浜寿司で披露宴をしました。結婚後は、
家にある物、本棚、テレビ台、ＣＤラックな
どを自分で作っていました。この後、離婚し
て高知を離れて、福岡で２年、横浜で２年仕
事をした後、縁あって再婚します。と言って
も、同じ人ともう一度結婚したわけです。
今、子どもはいませんが犬を２匹飼ってい
ます。せっかく四国にいますので、お遍路に
回りました。１年半かけてついに結願。皆さ
んは、88ヵ所に０番札所があることをご存知
ですか。中国の西安にある青龍寺が０番札所
で、ここにも行きました。結構、日本人も来
るみたいで、日本語の解説もあります。また、
高知では岩崎弥太郎のファンがあまりいない
ことに気づき、本や資料を集めています。
スポーツは得意ではありませんが、身体を
動かすことは好きで、スキーやスノボーは学
生時代から続けています。30半ばからトライ
アスロンにチャレンジしました。最初の新島
では、町乗りのサイクルみたいな自転車で出
場したため、抜かれる抜かれる、本当に良く
抜かれました。悔しいのでドロップハンドル
の自転車を買って何回かチャレンジしました。
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面白かったのは石垣島でした。石垣島のトラ
イアスロンは、午前中は一般の人ですが、午
後はワールドカップですので、島を挙げて歓
迎してくれます。
第１回龍馬マラソンには、東京からの友達
も参加しました。その後も龍馬マラソン、丸
亀のハーフマラソンなどにも参加しましたが、
ある日、腰痛になりベッドから全く動けなく

なり、２年間、治療をして少しずつ回復。し
かし、以前のように身体が動かないので、マ
ラソン大会でも少し遊びを入れて、落ち武者
や会社の着ぐるみなどの格好をして走ってい
ます。お陰でインタビューを受けたり、写真
にも写っています。５年ほど前には富士山に
も登ってきました。また、ゴルフもしますの
で、誘っていただければと思います。

◇出席率報告

森田倫光 妻の誕生祝いありがとうござい
ました。７月29日の卓話、ご清聴ありがとう
ございます。
浦田健治 妻の誕生祝いありがとうござい
ます。
西山忠利 家庭記念日のお祝いありがとう
ございます。皆勤賞も。久し振りの例会出席
です。
松野宏司 入会記念祝いをいただきました。
ありがとうございました。
関 淑公 入会記念お礼。40年を迎えます。
柳澤光秋 歓送迎会欠席のお詫び。
水上 元 ＮＨＫエンタープライズと共同
で制作していました映像プログラムが４本と
も完成しました。ぜひ足をお運びください。
田中伸樹 本日は「私の履歴書」のお時間
をいただき、話を聞いていただきありがとう
ございました。これからもよろしくお願いし
ます。
ザクラウンパレス新阪急高知 いつもお世
話になり、ありがとうございます。
◇遅刻 １件

総数 出席 欠席
８月５日

−4

53 43

6

７月22日

−5

53 40

0

メイク
アップ

HC出席率 出席率

0

81.13％ 87.76％

8

75.47％

100％

（８月５日例会）

竹村克彦 夏です！
西森やよい 家庭記念日のお祝いありがと
うございました。夫は沖縄へ単身赴任中、大
変です。田中伸樹さん、卓話ありがとうござ
いました。これからもどうぞよろしくお願い
いたします。
中平真理子 竹村会長、早期の退院おめで
とうございます。
早瀬源慶 会員の歓送迎会、８月３日の再
確認ＦＡＸでコロナ不安を抱きドタキャン。
申し訳ありません。女房の誕生日のお花、お
礼申します。
永野正将 誕生祝いありがとうございます。
46歳になります！
島村信一 妻の誕生祝いありがとうござい
ます。
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高知東ＲＣ 歓送迎会
2020年８月５日㈬

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

於：得月樓

■高知東ＲＣ当面の日程
９月２日㈬ 定例理事会
９月15日㈫〜17日㈭ 18：30（得月樓）
情報集会
９月16日㈬ 12：30（ザ クラウンパレス）
情報集会
９月16日㈬ ロータリー休日
９月23日㈬ ガバナー補佐訪問
第３回クラブ協議会
（例会終了後）
９月30日㈬ 役員会
10月７日㈬ 創立夜間例会
（ザ クラウンパレス）
ガバナー公式訪問
10月９日㈮ 高知東ロータリークラブ
創立記念日
10月14日㈬ 定例理事会
10月28日㈬ 役員会

■例会変更のお知らせ
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㈭
高知ＲＣ
９月１日㈫
高知北ＲＣ
９月７日㈪
高知ロイヤルＲＣ
９月８日㈫
高知南ＲＣ
９月10日㈭
高知北ＲＣ
９月14日㈪
高知西ＲＣ
９月18日㈮
高知中央ＲＣ ９月24日㈭

創立記念夜間例会
夜間例会
夜間例会
ロータリー休日
時間変更例会
月見夜間例会
月見例会
月見夜間例会
創立記念夜間例会
月見夜間例会

● ニコニコ箱 ●
ニコニコ

チビニコ

合

計

先週まで

249,211円

639円

249,850円

８月５日

48,500円

250円

48,750円

今期の累計

297,711円

889円

298,600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

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

