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　　　会員スピーチ
　　　 「会員増強・退会防止について」

会員増強・退会防止委員会 委員長 猿田　隆夫 会員

次週　９月16日㈬ 

　　　 　ロ　ー　タ　リ　ー　休　日

第2465回　例会報告／令和２年８月26日　天候　曇　時間変更例会
◇ロータリーソング
  「それでこそロータリー」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんばんは。
コロナの問題が頭を離れ
ることはなかなかありま
せん。先ほど速報で、高
知県下でまた９名の感染
者が出たそうですが、１

グループのようですので県のレベルが上がる
かどうか。上がらない方に期待したいのです
が、かなり頻繁に感染者が出ていますので、
恐れることだけはやめてはいけない状況だと
思います。
　ただ、今日こうして時間変更例会を開催し、
アルコールも控えようかということもありま
したが、今までの状況を見てアルコール設定
の通常の時間変更例会としています。新阪急
さんの用意してくださった、アクリル板の衝
立が、我々としては安心材料になっていま
す。感謝申し上げます。８月の第１週に歓迎
会がありましたが、２月の観梅夜間例会から
久し振りの夜の例会です。このひとときを、
ぜひ積極、果敢に楽しんでお帰りいただきた
いと思います。
　さて、別れとは何でしょう。もちろん、出
会いがなければ別れはないと思いますが、別
れは出会いの反対ではないと思います。私は
ロータリーに入って多くの方に出会いました。
東クラブの会員、事務局の方々はもとより、

県内のロータリアン、そして四国内の方にも
ロータリーを介して知り合うことができまし
た。人生には出会いと別れがありますが、こ
の二つの物理的出会いと別れを除けば、単な
るオンとオフの関係ではなく、大きな意味合
いの違いがあると思います。
　出会いはまさに、その人を知るに至るわけ
ですが、物理的な別れは、その人を忘れるこ
とを前提にはしません。近ごろではソーシャ
ルネットワークサービスなどの普及で、まだ
物理的に出会ってない人との交流も盛んにな
っています。私も実際に会ったのは１回だけ
でも、何度もネット上で意見交換をするとい
った方が数多くなっています。少し昔は文通
という方法がありました。さらには、歌を詠
み合って心を通わせ、その後に直接会うとい
った雅な時代もあったように聞きます。
　このクラブに入ってからの出会いから、い
ろいろな事情で今現在、会えない方が多くお
いでます。しかし、出会ってないときの無の
状態とは違い、今どうしてるかなとか、あの
人ならこの件についてどう思うだろうという
思いを馳せることがあります。無意識ではあ
りません。忘れられない出会いの経験です。
　ロータリーには、ロータリーファミリーと
いうキーワードがあります。元会員やそのご
家族、ローターアクトの方など、一度でもロ
ータリーにかかわった方を指すようです。つ
まり、一度出会えば皆家族になってしまうル
ールと考えればよいのでしょうか。どこか
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「高知家」のようです。このように考えると、
出会いは、出会った当事者にさまざまな影響
を及ぼしますが、別れとは物理的に会えなく
なるだけで、その他は何も変わらないと、ち
ょっと乱暴な結論に結び付けてしまいました
が、皆さんはどのようにお考えでしょうか。
　今日は卓話などの用意はありません。昼間
と同じ１時間の中で、懇親を深めていただき
たいと思います。
◇会長報告（理事会報告）
•私は、昨年まで地区の短期交換小委員会に
所属していました。来年度、東ガバナーの
もとで、西クラブの竹内さんが小委員会の
委員長をされますが、昨年までの同胞であ
　ったことから、ぜひ手伝ってくれと。また
東次期ガバナー、大島パストガバナーから
もぜひやってくれと要請がありましたので、
８月５日の理事会で、私が地区の方に行っ
てよいかを審議し、了解をいただきました。
なお、会長を続けながらのオファーですの
で、会長職務優先の前提で行うことを了解
いただいた上でのことですので、ご迷惑は
かけないようにいたします。
•東クラブが幹事として、2021年２月27日に
開催予定のＩＭについて、石川会員に実行
委員長をお願いすることを、理事会で承認
されました。

◇石川　健ＩＭ実行委員長挨拶
　2021年２月27日に開催
されるＩＭの実行委員長
を拝命いたしました。Ｉ
Ｍは、大体が入会３年未
満の会員の勉強会のよう
な形でしたが、今回は東

クラブが幹事ですので、恐れ入りますが、会
員全員のご協力を得て準備を進めたいと思い
ます。
　2019－2020年度、高知ＲＣが幹事であった
ＩＭの報告書の一番裏に、総務・登録・広報
・会議運営・親睦・救護の各委員会が載って
います。会員の皆さんには、どれかの委員会
に所属していただき、委員長のもとで手腕を
発揮していただきたいと思います。
　８年前、奇しくも竹村会長がＩＭ実行委員
長を務めていますので、ご指導いただきなが
ら成功裡に終われるよう努めたいと思います。
皆さん、どうぞよろしくお願いいたします。
◇幹　事　報　告
•地区より、熊本・福岡の災害義捐金への協
力のお礼が届いています。

◇出席率報告

　　

　　　　　　　　　　（８月26日例会）
•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。
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十和田湖
　秋田側から入ったが展望台が何か所も
ある。発荷峠はパノラマに広がる十和田
湖の全景が眺められ、はるか彼方に八甲
田山が見える。食堂・売店があり、ここ
が一番人を集めていた。
　瞰湖台は南方の小高い山中に人も車も
見かけない寂しい所であったが、ここか
ら二つの半島に挟まれた中湖を眼下に望
む。
　中湖は十和田湖で最も水深がある所で
引き込まれるような紺碧色である。
　ここから降りた休屋周辺は湖の畔にあ
りホテルや売店が固まり車や人が多い。
その近くに有島武郎が制作した乙女の像
が観光客を呼び寄せていた。
　夜は西岸の畔にある十和田プリンスホ
テルに入った。ヒメマスとビーフを地元
小坂で作られたワインを飲みながらゆっ
くり味わった。

東北の紅葉（その２）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関　淑公
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でも、何度もネット上で意見交換をするとい
った方が数多くなっています。少し昔は文通
という方法がありました。さらには、歌を詠
み合って心を通わせ、その後に直接会うとい
った雅な時代もあったように聞きます。
　このクラブに入ってからの出会いから、い
ろいろな事情で今現在、会えない方が多くお
いでます。しかし、出会ってないときの無の
状態とは違い、今どうしてるかなとか、あの
人ならこの件についてどう思うだろうという
思いを馳せることがあります。無意識ではあ
りません。忘れられない出会いの経験です。
　ロータリーには、ロータリーファミリーと
いうキーワードがあります。元会員やそのご
家族、ローターアクトの方など、一度でもロ
ータリーにかかわった方を指すようです。つ
まり、一度出会えば皆家族になってしまうル
ールと考えればよいのでしょうか。どこか

「高知家」のようです。このように考えると、
出会いは、出会った当事者にさまざまな影響
を及ぼしますが、別れとは物理的に会えなく
なるだけで、その他は何も変わらないと、ち
ょっと乱暴な結論に結び付けてしまいました
が、皆さんはどのようにお考えでしょうか。
　今日は卓話などの用意はありません。昼間
と同じ１時間の中で、懇親を深めていただき
たいと思います。
◇会長報告（理事会報告）
•私は、昨年まで地区の短期交換小委員会に
所属していました。来年度、東ガバナーの
もとで、西クラブの竹内さんが小委員会の
委員長をされますが、昨年までの同胞であ
　ったことから、ぜひ手伝ってくれと。また
東次期ガバナー、大島パストガバナーから
もぜひやってくれと要請がありましたので、
８月５日の理事会で、私が地区の方に行っ
てよいかを審議し、了解をいただきました。
なお、会長を続けながらのオファーですの
で、会長職務優先の前提で行うことを了解
いただいた上でのことですので、ご迷惑は
かけないようにいたします。
•東クラブが幹事として、2021年２月27日に
開催予定のＩＭについて、石川会員に実行
委員長をお願いすることを、理事会で承認
されました。

◇石川　健ＩＭ実行委員長挨拶
　2021年２月27日に開催
されるＩＭの実行委員長
を拝命いたしました。Ｉ
Ｍは、大体が入会３年未
満の会員の勉強会のよう
な形でしたが、今回は東

クラブが幹事ですので、恐れ入りますが、会
員全員のご協力を得て準備を進めたいと思い
ます。
　2019－2020年度、高知ＲＣが幹事であった
ＩＭの報告書の一番裏に、総務・登録・広報
・会議運営・親睦・救護の各委員会が載って
います。会員の皆さんには、どれかの委員会
に所属していただき、委員長のもとで手腕を
発揮していただきたいと思います。
　８年前、奇しくも竹村会長がＩＭ実行委員
長を務めていますので、ご指導いただきなが
ら成功裡に終われるよう努めたいと思います。
皆さん、どうぞよろしくお願いいたします。
◇幹　事　報　告
•地区より、熊本・福岡の災害義捐金への協
力のお礼が届いています。

●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

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
308,211円
1,750円
309,961円

3,931円
0円

3,931円

312,142円
1,750円
313,892円

チビニコ 合　計

８月26日
今期の累計

◇出席率報告

　　

　　　　　　　　　　（８月26日例会）
•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。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

■高知東ＲＣ当面の日程
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
高知南ＲＣ　　９月10日㈭　月見例会
高知北ＲＣ　　９月14日㈪　月見夜間例会
高知西ＲＣ　　９月18日㈮　創立記念夜間例会
高知中央ＲＣ　９月24日㈭　月見夜間例会
高知西ＲＣ　　10月２日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　10月５日㈪　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　10月６日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　10月15日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　10月15日㈭　夜間例会
高知ＲＣ　　　10月27日㈫　創立記念夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　10月27日㈫　ロータリー休日

８月26日

８月12日

総数
－5 53

出席
40
欠席
4

メイク
アップ HC出席率

75.47％
出席率
91.67％4

ロータリー休日
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