
高知東ロータリークラブ週報
第2424号

10月21日.2020

本日　10月21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」

五百蔵誠一 会員

次週　10月28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」

高橋　典子 会員

第2470回　例会報告／令和２年10月７日　天候　雨　創立記念夜間例会　ガバナー公式訪問
◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんばんは。
篠原徹ガバナーをお迎え
して、創立記念夜間例会
がこのように開催される
ことは大変光栄なことで
あり、心から感謝し、歓

迎申し上げます。今日はどうもありがとうご
ざいます。そして北岡守男ガバナー補佐、随
行の上池裕さん、ようこそ高知東ＲＣへ。ま
た、水曜会の皆さま、ようこそ。
　今日の夜間例会はコロナウイルス感染拡大
防止の観点から、随分と制約をかけた内容に
なっていますが、限られた中で有意義な時間
をお過ごしいただけると嬉しく思います。
　篠原ガバナーのホームクラブである高松東
ＲＣは、高知東ＲＣと同じ1968年の創立です
が、創立日が６月29日ですから少し先輩クラ
ブになります。個人的には３年前の９月５日、
柳澤パストガバナーの随行員として訪ねまし
た。さらに、高松東ＲＣの次期会長の森和夫
さんは私と同業で、先週、高松市内でご一緒
させていただいたという、あれやこれやで随
分と親しみの湧く、勝手にですが強いご縁を
感じているところです。
　篠原ガバナーにおかれては、コロナ感染拡
大という大変な年度の要職に就かれてご苦労

の絶えない日々を過ごされていると思います。
ガバナーは、地区のテーマを「行動するロー
タリーを目指そう」と示されました。行動す
るという言葉に込められた深い意味も承知し
ていますが、実際のところ、行動が制限され
ている中で精力的にガバナー公式訪問をこな
されています。心から敬意を表するとともに
感謝申し上げます。ご苦労様でございます。
　さて、私たちの高知東ＲＣは10月９日で52
年になります。1968年、29名で高知クラブさ
ん、高知南クラブさんのスポンサーで創立し
ました。最も会員歴の長いのは、もちろんチ
ャーターメンバーの西山さん、そして対局の
最も短いのは、本日入会される市川さん。創
立以来208名の方が東クラブに入会され、退
会等をされた方も含めていろんな方と未だに
交流があります。水曜会の皆さんの活動もあ
って、長いお付き合いが続いている。そうい
ったロータリーの出会いに感謝し、そして、
これからの出会いにも大いに期待したいと思
っています。
　高知東ＲＣといえば出席率100％が私たち
の大きな誇りでもあります。昨年度まで、年
間100％達成回数、31回を記録しています。
これは会員の連帯意識の源になっているので
はないかと思いますし、逆に連帯意識の体現
であるとも言えるのではないかと思います。
一人一人が努力をし、全員が同じ方向に向
かって努力することによって達成されること
です。今後も続けてまいりましょう。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

　私はこのクラブの個性について思うとき、
亡くなられた元会長の谷辰二さんの言葉を思
い出します。「このクラブはアカデミックで
なければならない」と言ったことだったと記
憶しています。私は、その教えを十分に達成
していない、十分な理解をしていないという
のが正直なところで、今、会長として谷さん
の真意をもう少し具体的に聞いておけば良
かったかなと思います。辞書によると、アカ
デミックには学問の分野で正統的で堅実であ
る。あるいは学究的といった意味があるよう
です。平たく解釈すると意味が変わるかもし
れませんが、谷さんは、とにかくロータリ
ーを学ぶだけでなくて、研究し、それを実践
するようにと、入会間もない私たちに教えて
くれたのではないかと思います。
　今後も、この言葉を念頭にロータリーと長
く関係していきたいと思っています。
　いささか簡単ですが、高知東ＲＣ52年の記
念すべき日にあたり、皆さんとお祝いすると
ともに、ご参会の皆さんのご健勝とご多幸を
心からお祈りいたしまして、創立記念夜間例
会の会長挨拶といたします。今日はよろしく
お願いいたします。
◇来訪ロータリアン及びお客さま
　国際ロータリー第2670地区ガバナー
　　篠原　徹氏
　高知第Ⅰ分区ガバナー補佐
　　北岡守男氏（高知中央ＲＣ）
　随行員
　　上池　裕氏（高松東ＲＣ）
　水曜会
　　浦田比奈子さん　　沖　伸歩子さん
　　猿田　静子さん　　田中　まみさん
　　西山加奈子さん　　松﨑　範子さん
　ピアノ伴奏
　　小笠原貴美子さん
◇新入会員紹介
　　　　　　•氏　　名　市川　哲司
　　　　　　•生年月日　昭和48年８月12日
　　　　　　•職　　業　市川哲司税理士
　　　　　　　　　　　　事務所
　　　　　　•配　偶　者　由紀
•趣　　味　ゴルフ、蘭園芸
•専任アドバイザー　岡本淳一会員

•市川哲司氏挨拶
　このような尊厳と威厳に満ちた会に入会さ
せていただき、本当に光栄です。至らぬとこ
ろがあると思いますが、どうぞよろしくお願
いいたします。
◇ＩＭ実行委員会より

　この度、石川会員に代
わりＩＭ実行委員長を務
めることになりました。
技量、裁量はございませ
ん。健康で元気だけの私
ですが、どうぞよろしく

お願いします。
　昨今の may be・かもしれない。中止にな
るかもしれないということはあり得ない、ホ
ストクラブとしてＩＭは実行するということ
で既に準備を進めていることをご報告します。
　安全第一で十分なコロナ対策も考えて、皆
さんに安心して参加していただけるためには、
クラブ全員で進める必要があります。皆さん
のご理解、ご協力により、意義あるＩＭが開
催できるようにお願い申し上げ、簡単ですが
就任挨拶とします。
◇10月の会員祝日（敬称略）
•会員誕生日　
　浦田　健治
　土居　祐三
　岡﨑　勇樹
　野町　和也
　松本　隆之　　鬼頭　愼一　　石川　　健
•配偶者誕生日
　松井　智子　　寺尾　幸子　　岡本多美子
•家庭記念日
　沖　　卓史　　森田　倫光　　近森　範久
　中西　克行　　土居　祐三　　前田　　博
　関　　淑公　　西村　美香　　田中　伸樹
　五百蔵誠一
•入会記念日
　鬼田　知明　　西内　俊介　　西山　忠利
　山崎　敏朗
◇篠原　徹ガバナー
　とバナーの交換を
　行いました。

　とは言いながら、世界のロータリーは時代
の流れとともにどんどん変わっています。
2016年、2019年の規定審議会ではロータリー
の根幹を揺るがすような変更も行われていま
す。ひょっとしたら2016年は、世界のロータ
リーのターニングポイントだったのかもしれ
ません。この流れは、私は多分、元には戻ら
ないと思います。今後も、次々と時代や世界
の流れに沿って、新しい案も出てくるでしょ
う。そのとき、こちらのように伝統的な素晴
らしい会がずっと続くことは難しいかもしれ
ません。ただ、私が思う最後のよりどころ、
それはロータリアンの奉仕の心。つまりロー
タリアンとは何であるかということです。　
　先ほど歌った「四つのテスト」これは世界
共通です。それと五つの中核的価値観、ロー
タリーの綱領、これだけは決して忘れてはい
けない。この扇の要がほどけてしまうと、バ
ラバラになってしまいます。表面的なこと
は、今以上に変わっていくかも分かりません
が、ロータリーのロータリーたる倫理、心の
持ち方等々は変わらないと思います。ここだ
けは、皆さんもしっかり心に留めておいてい
ただきたいと思います。
　私は、24歳のときから50年間内科医を務め
てきました。ですから、コロナについて、今
後の見通しがたたないというのが本当だと思
います。山中伸也先生もインタビューで「こ
ういうパンデミックはどうなるか分からない。
だから、本当のところ、ストーリーが書けま
せん」とおっしゃっていました。が、そうは
いっても、私も職業柄、毎日毎日、一般の方
よりは情報やニュース等で見ていて、大体の
コンセンサスはどうかという話です。パンデ
ミックというのは例がありません。唯一の例
は100年前のスペイン風邪です。時は第二次
世界大戦、欧州を中心に大戦争が起こり、そ
の最中にパンデミックが起こりました。若い
兵士がいろんな所で戦うために移動して、世
界中に広がりました。５億人が発症し5,000
万人が亡くなりました。人類滅亡じゃないか
という話ですが、戦争が終わったら風邪も終
息したんです。２年間かかりました。
　当時は、ワクチンもありません。ＰＣＲ検
査もできない、自然になすがままでも、それ
でも２年で収まったんです。人類は滅亡しま

◇米山記念奨学会より
　前川美智子会員
　（第３回マルチプ
　　ルポールハリス
　　フェローバッチ）

◇会　長　報　告
・ＩＭ実行委員会の組織表をお配りしました。
全会員参加でお願いします。
◇幹事報告
・10月のロータリーレートは１ドル105円です。
・来週10月14日、11時50分から理事会を行い
ます。

せんでした。これは、今から思うと、５億人
が感染したということは、本当はその10倍ぐ
らいが感染している。今度のコロナも報告で
は3,300万が感染したと言われていますが、
全人口を調べたら、本当はその10倍から20倍
は感染しているんじゃないかという先生もい
ます。そういう意味でいうと、５億人が感染
ということは本当は何十億の人が感染してい
たかもしれない。そこまでいくと、さすがに
ワクチンを打ったと同じことで、ウイルスに
対する抗体ができて、ようやく自然に収まる
ということです。要するに、パンデミックは
延々とは続かない。ある程度の感染者が出れ
ば出るほど、時間がたてばたつほど抗体を持
つ人が多くなります。
　今は第２波の最後の山場だと言われていま
すが、この秋以降、第３、第４、第５波と来
る可能性はあります。スペイン風邪のときは
第５波までいきました。山が起こるけれども、
だんだんと平坦になっていって一応終息。で
すが、ウイルスはずっといるわけです。コロ
ナウイルスもパンデミックになった以上、地
球上から消えることはありません。だけど、
日常生活は、来年ぐらいには平坦になってウ
イルスも減って、ひょっとしたらマスクも取
れるかもしれない。
　今、ワクチンを西側諸国の四つの会社が開
発しています。一番有名なのはオックスフォ
ード大学の医学部の先生が開発したもので、
現在１万人ぐらいで最終試験をしています。
いいワクチンができた、あらゆる人に打った
らちゃんと抗体ができた。だけど、それだけ
ではいけない。副作用はどうか、どのぐらい
で効果があるか、最終チェックをしています
が、多分これはうまくいくだろうというデー
タです。もう一つは、アメリカのファイザー。
ここも同じようなレベルで、ほぼ完成形に近
いと言われていて、来年の春ごろには、皆さ
んに打つことができるのではないかというの
が、今のコンセンサスのようです。
　先日のニュースでは、日本は１億2,000万
本は確保した。全人口分を確保して予算も付
けたと報道されていました。ですから、来年
の秋ぐらいには皆さんがワクチンを打って、
感染者数もどんどん減っていく。そんなふう
にひょっとしたらなるかもしれません。

　２月にはＩＭが開かれます。そのとき、コ
ロナがどうなっているかちょっと分かりませ
んが、コロナに対して、来年は少し終息に向
かう年になるんじゃないか。ロータリーの活
動も含めて、日常的にマスクなしで、密もあ
りという生活に戻る可能性が高いのではない

かと、私は思っています。
　本当は、ロータリーの話をしなければいけ
ませんが、私は医者ですのでコロナについて、
少しお話をさせていただきました。皆さん、
今日はありがとうございました。　

　皆さん、改めましてこんばんは。私、本年
度2020－2021年度地区ガバナーを仰せつかっ
ています篠原　徹と申します。所属は香川県
高松の高松東ＲＣです。この１年間、ご指導、
ご協力を賜りますようにお願いいたします。
　先ほど、竹村会長さんから、高松東ＲＣと
の高知東ＲＣは目に見えない縁があるという
お話がありましたが、全く私も同感です。フ
ラグには Kochi east 当然ですが、私のとこ
ろは Takamatsu east 。個人的にも、私のガ
バナー指名の出発点は高知です。2017年、柳
澤パストガバナーと高知東ＲＣが主催された
高知大会で、私は柳澤パストガバナーから、
ガバナーデグジネイトとして指名されました。
以後、何回か高知には足を運んでいます。
　また、私どものクラブとこちらのクラブは、
規模も歴史もほとんど一緒です。私どもも２
年前に50周年記念式典を行いましたし、会員
数も50人前後、何か不思議な縁で結ばれてい
るクラブ同士です。非常に、親近感を抱いて
います。
　先ほど、別室で竹村会長、西森幹事とお話
しましたが、男性会長と女性幹事、本当にい
いコンビですね。私もこういう立場ですか
ら、いろんなクラブさんを訪問しますが、お
世辞抜きで、東クラブさんは正統派で、これ
ぞまさに日本のロータリークラブだという伝
統的で和やかなクラブ運営をされていると思
います。

　また、いろいろお話を聞く中で、2005－
2006年度以降14年連続で出席率100％が、自
然にできている。強制ではなくて、素晴らし
いことです。なかなかできないことが自然に
続いているのは素晴らしいことです。そし
て、女性会員７名。ちょっと秘密をお聞きす
ると、女性会員と会員奥さまの会、水曜会と
いうのがあって、女性同士の横のつながりが
あることが、女性会員増加にもなっているの
ではないかとのことですが、なかなかこうい
うクラブはないと思います。ぜひ、今後も続
けて行かれたらと思います。
　今年はコロナでどのクラブも自粛が続き奉
仕活動ができていませんが、東クラブさんは
これまでに浦戸湾河川清掃、バザー、繁華街
パトロール等々の奉仕活動をされています。
ユニークなのは、西森幹事さんが奉仕活動が
マンネリ化しないように、例えば、おむつバ
ンクとか、いろいろ新しいアイデアを皆さん
から募っているとおっしゃってました。これ
からもどんどん新しいアイデアを出して、さ
らに奉仕活動を続けていただけたらと思いま
す。
　ガバナーというのは、本来は、ロータリー
も時代とともに少しずつ改革をしていこうと
いった話をすべきなんです。がしかし、こち
らのようにかっちりとした、一つの日本的な
クラブ運用の仕方、これはこれでいいのでは
ないかと思っています。

◇出席率報告

•篠原　徹ガバナー　よろしくお願いいたし
ます。
•竹村克彦　篠原ガバナー、北岡ガバナー補
佐、随行の上池裕さん、ようこそ高知東ＲＣ
へ。
•西森やよい　篠原徹ガバナー、北岡守男ガ
バナー補佐、随行の上池裕さん、ようこそお
越し下さいました。無事に本日を迎えられま
したこと、幹事として心より安堵しておりま
す。
•鬼田知明　前川さん、世界初のかやの実を
使ったクラフトビールの誕生おめでとうござ
います。とても美味しい出来映えですね。入
会記念品のお礼も。
•市川哲司　本日入会の市川です。よろしく
お願いします。
•𠮷永光男　ＩＭのことよろしく。市川さん、
入会おめでとうございます。
•前川美智子　本日会場にてＴＯＳＡＫＯさ
んのかやの森ビールを販売していただきあり
がとうございます。お父ちゃんの大好きな榧
の香りを入れてます。ぜひご賞味ください。
•石川　健　70歳の誕生日を祝っていただき
ましてありがとうございます。この度は、Ｉ
Ｍの実行委員長を拝命しておきながら、体調
不良により辞任いたしました。会員の皆さま
に多大なるご迷惑をおかけしまして、誠に申
し訳ありません。登録委員会で頑張ります。
•浦田健治　誕生祝いを頂きありがとうござ
いました。
•岡﨑勇樹　誕生祝いありがとうございます。

47歳になりました。健康に気を付けて今年も
がんばります。
•土居祐三　誕生日と結婚記念日のお祝いの
お礼です。市川さん、入会おめでとうござい
ます。真面目に気楽に頑張ってください。
•松本隆之　誕生祝いありがとうございまし
た。何と明日で50歳になります。
•松井洋介　家内の誕生日にとてもきれいな
お花を頂きありがとうございました。家内は
横浜にいて渡せないので、枯れないように私
が世話をします。あまり自信はありませんが
…
•関　淑公　結婚記念日のお礼。結婚55年に
なると思う。
•前田　博　結婚記念日、お祝いありがとう
ございました。用心しながら旅行を計画して
います。
•五百蔵誠一　家庭記念日のお祝いありがと
うございました。
•田中伸樹　この度は、結婚記念のお祝いを
頂きありがとうございました。諸先輩のご夫
婦に負けないよう、これからも楽しく過ごし
たいと思います。
•森田倫光　結婚９年目を迎えました。妻の
我慢に感謝です。ありがとうございました。
•中西克行　結婚記念のお祝いありがとうご
ざいます。19回目です。来年は、結婚成人式
ですネ。
•沖　卓史　家庭記念日のお礼。金婚式まで
10年を切りました。
•西山忠利　入会記念の品ありがとうござい
ます。
•西内俊介　入会して丸７年になりました。
今後もよろしくお願いいたします。さて、篠
原ガバナー遠方よりご来高ありがとうござい
ます。随行員の上池君、お久し振り。また高
知に帰ってきたとき正（しょう）ちゃんと飲
みに行きましょう。



◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんばんは。
篠原徹ガバナーをお迎え
して、創立記念夜間例会
がこのように開催される
ことは大変光栄なことで
あり、心から感謝し、歓

迎申し上げます。今日はどうもありがとうご
ざいます。そして北岡守男ガバナー補佐、随
行の上池裕さん、ようこそ高知東ＲＣへ。ま
た、水曜会の皆さま、ようこそ。
　今日の夜間例会はコロナウイルス感染拡大
防止の観点から、随分と制約をかけた内容に
なっていますが、限られた中で有意義な時間
をお過ごしいただけると嬉しく思います。
　篠原ガバナーのホームクラブである高松東
ＲＣは、高知東ＲＣと同じ1968年の創立です
が、創立日が６月29日ですから少し先輩クラ
ブになります。個人的には３年前の９月５日、
柳澤パストガバナーの随行員として訪ねまし
た。さらに、高松東ＲＣの次期会長の森和夫
さんは私と同業で、先週、高松市内でご一緒
させていただいたという、あれやこれやで随
分と親しみの湧く、勝手にですが強いご縁を
感じているところです。
　篠原ガバナーにおかれては、コロナ感染拡
大という大変な年度の要職に就かれてご苦労

の絶えない日々を過ごされていると思います。
ガバナーは、地区のテーマを「行動するロー
タリーを目指そう」と示されました。行動す
るという言葉に込められた深い意味も承知し
ていますが、実際のところ、行動が制限され
ている中で精力的にガバナー公式訪問をこな
されています。心から敬意を表するとともに
感謝申し上げます。ご苦労様でございます。
　さて、私たちの高知東ＲＣは10月９日で52
年になります。1968年、29名で高知クラブさ
ん、高知南クラブさんのスポンサーで創立し
ました。最も会員歴の長いのは、もちろんチ
ャーターメンバーの西山さん、そして対局の
最も短いのは、本日入会される市川さん。創
立以来208名の方が東クラブに入会され、退
会等をされた方も含めていろんな方と未だに
交流があります。水曜会の皆さんの活動もあ
って、長いお付き合いが続いている。そうい
ったロータリーの出会いに感謝し、そして、
これからの出会いにも大いに期待したいと思
っています。
　高知東ＲＣといえば出席率100％が私たち
の大きな誇りでもあります。昨年度まで、年
間100％達成回数、31回を記録しています。
これは会員の連帯意識の源になっているので
はないかと思いますし、逆に連帯意識の体現
であるとも言えるのではないかと思います。
一人一人が努力をし、全員が同じ方向に向
かって努力することによって達成されること
です。今後も続けてまいりましょう。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

　私はこのクラブの個性について思うとき、
亡くなられた元会長の谷辰二さんの言葉を思
い出します。「このクラブはアカデミックで
なければならない」と言ったことだったと記
憶しています。私は、その教えを十分に達成
していない、十分な理解をしていないという
のが正直なところで、今、会長として谷さん
の真意をもう少し具体的に聞いておけば良
かったかなと思います。辞書によると、アカ
デミックには学問の分野で正統的で堅実であ
る。あるいは学究的といった意味があるよう
です。平たく解釈すると意味が変わるかもし
れませんが、谷さんは、とにかくロータリ
ーを学ぶだけでなくて、研究し、それを実践
するようにと、入会間もない私たちに教えて
くれたのではないかと思います。
　今後も、この言葉を念頭にロータリーと長
く関係していきたいと思っています。
　いささか簡単ですが、高知東ＲＣ52年の記
念すべき日にあたり、皆さんとお祝いすると
ともに、ご参会の皆さんのご健勝とご多幸を
心からお祈りいたしまして、創立記念夜間例
会の会長挨拶といたします。今日はよろしく
お願いいたします。
◇来訪ロータリアン及びお客さま
　国際ロータリー第2670地区ガバナー
　　篠原　徹氏
　高知第Ⅰ分区ガバナー補佐
　　北岡守男氏（高知中央ＲＣ）
　随行員
　　上池　裕氏（高松東ＲＣ）
　水曜会
　　浦田比奈子さん　　沖　伸歩子さん
　　猿田　静子さん　　田中　まみさん
　　西山加奈子さん　　松﨑　範子さん
　ピアノ伴奏
　　小笠原貴美子さん
◇新入会員紹介
　　　　　　•氏　　名　市川　哲司
　　　　　　•生年月日　昭和48年８月12日
　　　　　　•職　　業　市川哲司税理士
　　　　　　　　　　　　事務所
　　　　　　•配　偶　者　由紀
•趣　　味　ゴルフ、蘭園芸
•専任アドバイザー　岡本淳一会員

•市川哲司氏挨拶
　このような尊厳と威厳に満ちた会に入会さ
せていただき、本当に光栄です。至らぬとこ
ろがあると思いますが、どうぞよろしくお願
いいたします。
◇ＩＭ実行委員会より

　この度、石川会員に代
わりＩＭ実行委員長を務
めることになりました。
技量、裁量はございませ
ん。健康で元気だけの私
ですが、どうぞよろしく

お願いします。
　昨今の may be・かもしれない。中止にな
るかもしれないということはあり得ない、ホ
ストクラブとしてＩＭは実行するということ
で既に準備を進めていることをご報告します。
　安全第一で十分なコロナ対策も考えて、皆
さんに安心して参加していただけるためには、
クラブ全員で進める必要があります。皆さん
のご理解、ご協力により、意義あるＩＭが開
催できるようにお願い申し上げ、簡単ですが
就任挨拶とします。
◇10月の会員祝日（敬称略）
•会員誕生日　
　浦田　健治
　土居　祐三
　岡﨑　勇樹
　野町　和也
　松本　隆之　　鬼頭　愼一　　石川　　健
•配偶者誕生日
　松井　智子　　寺尾　幸子　　岡本多美子
•家庭記念日
　沖　　卓史　　森田　倫光　　近森　範久
　中西　克行　　土居　祐三　　前田　　博
　関　　淑公　　西村　美香　　田中　伸樹
　五百蔵誠一
•入会記念日
　鬼田　知明　　西内　俊介　　西山　忠利
　山崎　敏朗
◇篠原　徹ガバナー
　とバナーの交換を
　行いました。

　とは言いながら、世界のロータリーは時代
の流れとともにどんどん変わっています。
2016年、2019年の規定審議会ではロータリー
の根幹を揺るがすような変更も行われていま
す。ひょっとしたら2016年は、世界のロータ
リーのターニングポイントだったのかもしれ
ません。この流れは、私は多分、元には戻ら
ないと思います。今後も、次々と時代や世界
の流れに沿って、新しい案も出てくるでしょ
う。そのとき、こちらのように伝統的な素晴
らしい会がずっと続くことは難しいかもしれ
ません。ただ、私が思う最後のよりどころ、
それはロータリアンの奉仕の心。つまりロー
タリアンとは何であるかということです。　
　先ほど歌った「四つのテスト」これは世界
共通です。それと五つの中核的価値観、ロー
タリーの綱領、これだけは決して忘れてはい
けない。この扇の要がほどけてしまうと、バ
ラバラになってしまいます。表面的なこと
は、今以上に変わっていくかも分かりません
が、ロータリーのロータリーたる倫理、心の
持ち方等々は変わらないと思います。ここだ
けは、皆さんもしっかり心に留めておいてい
ただきたいと思います。
　私は、24歳のときから50年間内科医を務め
てきました。ですから、コロナについて、今
後の見通しがたたないというのが本当だと思
います。山中伸也先生もインタビューで「こ
ういうパンデミックはどうなるか分からない。
だから、本当のところ、ストーリーが書けま
せん」とおっしゃっていました。が、そうは
いっても、私も職業柄、毎日毎日、一般の方
よりは情報やニュース等で見ていて、大体の
コンセンサスはどうかという話です。パンデ
ミックというのは例がありません。唯一の例
は100年前のスペイン風邪です。時は第二次
世界大戦、欧州を中心に大戦争が起こり、そ
の最中にパンデミックが起こりました。若い
兵士がいろんな所で戦うために移動して、世
界中に広がりました。５億人が発症し5,000
万人が亡くなりました。人類滅亡じゃないか
という話ですが、戦争が終わったら風邪も終
息したんです。２年間かかりました。
　当時は、ワクチンもありません。ＰＣＲ検
査もできない、自然になすがままでも、それ
でも２年で収まったんです。人類は滅亡しま

◇米山記念奨学会より
　前川美智子会員
　（第３回マルチプ
　　ルポールハリス
　　フェローバッチ）

◇会　長　報　告
・ＩＭ実行委員会の組織表をお配りしました。
全会員参加でお願いします。
◇幹事報告
・10月のロータリーレートは１ドル105円です。
・来週10月14日、11時50分から理事会を行い
ます。

せんでした。これは、今から思うと、５億人
が感染したということは、本当はその10倍ぐ
らいが感染している。今度のコロナも報告で
は3,300万が感染したと言われていますが、
全人口を調べたら、本当はその10倍から20倍
は感染しているんじゃないかという先生もい
ます。そういう意味でいうと、５億人が感染
ということは本当は何十億の人が感染してい
たかもしれない。そこまでいくと、さすがに
ワクチンを打ったと同じことで、ウイルスに
対する抗体ができて、ようやく自然に収まる
ということです。要するに、パンデミックは
延々とは続かない。ある程度の感染者が出れ
ば出るほど、時間がたてばたつほど抗体を持
つ人が多くなります。
　今は第２波の最後の山場だと言われていま
すが、この秋以降、第３、第４、第５波と来
る可能性はあります。スペイン風邪のときは
第５波までいきました。山が起こるけれども、
だんだんと平坦になっていって一応終息。で
すが、ウイルスはずっといるわけです。コロ
ナウイルスもパンデミックになった以上、地
球上から消えることはありません。だけど、
日常生活は、来年ぐらいには平坦になってウ
イルスも減って、ひょっとしたらマスクも取
れるかもしれない。
　今、ワクチンを西側諸国の四つの会社が開
発しています。一番有名なのはオックスフォ
ード大学の医学部の先生が開発したもので、
現在１万人ぐらいで最終試験をしています。
いいワクチンができた、あらゆる人に打った
らちゃんと抗体ができた。だけど、それだけ
ではいけない。副作用はどうか、どのぐらい
で効果があるか、最終チェックをしています
が、多分これはうまくいくだろうというデー
タです。もう一つは、アメリカのファイザー。
ここも同じようなレベルで、ほぼ完成形に近
いと言われていて、来年の春ごろには、皆さ
んに打つことができるのではないかというの
が、今のコンセンサスのようです。
　先日のニュースでは、日本は１億2,000万
本は確保した。全人口分を確保して予算も付
けたと報道されていました。ですから、来年
の秋ぐらいには皆さんがワクチンを打って、
感染者数もどんどん減っていく。そんなふう
にひょっとしたらなるかもしれません。

　２月にはＩＭが開かれます。そのとき、コ
ロナがどうなっているかちょっと分かりませ
んが、コロナに対して、来年は少し終息に向
かう年になるんじゃないか。ロータリーの活
動も含めて、日常的にマスクなしで、密もあ
りという生活に戻る可能性が高いのではない

かと、私は思っています。
　本当は、ロータリーの話をしなければいけ
ませんが、私は医者ですのでコロナについて、
少しお話をさせていただきました。皆さん、
今日はありがとうございました。　

　皆さん、改めましてこんばんは。私、本年
度2020－2021年度地区ガバナーを仰せつかっ
ています篠原　徹と申します。所属は香川県
高松の高松東ＲＣです。この１年間、ご指導、
ご協力を賜りますようにお願いいたします。
　先ほど、竹村会長さんから、高松東ＲＣと
の高知東ＲＣは目に見えない縁があるという
お話がありましたが、全く私も同感です。フ
ラグには Kochi east 当然ですが、私のとこ
ろは Takamatsu east 。個人的にも、私のガ
バナー指名の出発点は高知です。2017年、柳
澤パストガバナーと高知東ＲＣが主催された
高知大会で、私は柳澤パストガバナーから、
ガバナーデグジネイトとして指名されました。
以後、何回か高知には足を運んでいます。
　また、私どものクラブとこちらのクラブは、
規模も歴史もほとんど一緒です。私どもも２
年前に50周年記念式典を行いましたし、会員
数も50人前後、何か不思議な縁で結ばれてい
るクラブ同士です。非常に、親近感を抱いて
います。
　先ほど、別室で竹村会長、西森幹事とお話
しましたが、男性会長と女性幹事、本当にい
いコンビですね。私もこういう立場ですか
ら、いろんなクラブさんを訪問しますが、お
世辞抜きで、東クラブさんは正統派で、これ
ぞまさに日本のロータリークラブだという伝
統的で和やかなクラブ運営をされていると思
います。

　また、いろいろお話を聞く中で、2005－
2006年度以降14年連続で出席率100％が、自
然にできている。強制ではなくて、素晴らし
いことです。なかなかできないことが自然に
続いているのは素晴らしいことです。そし
て、女性会員７名。ちょっと秘密をお聞きす
ると、女性会員と会員奥さまの会、水曜会と
いうのがあって、女性同士の横のつながりが
あることが、女性会員増加にもなっているの
ではないかとのことですが、なかなかこうい
うクラブはないと思います。ぜひ、今後も続
けて行かれたらと思います。
　今年はコロナでどのクラブも自粛が続き奉
仕活動ができていませんが、東クラブさんは
これまでに浦戸湾河川清掃、バザー、繁華街
パトロール等々の奉仕活動をされています。
ユニークなのは、西森幹事さんが奉仕活動が
マンネリ化しないように、例えば、おむつバ
ンクとか、いろいろ新しいアイデアを皆さん
から募っているとおっしゃってました。これ
からもどんどん新しいアイデアを出して、さ
らに奉仕活動を続けていただけたらと思いま
す。
　ガバナーというのは、本来は、ロータリー
も時代とともに少しずつ改革をしていこうと
いった話をすべきなんです。がしかし、こち
らのようにかっちりとした、一つの日本的な
クラブ運用の仕方、これはこれでいいのでは
ないかと思っています。

◇出席率報告

•篠原　徹ガバナー　よろしくお願いいたし
ます。
•竹村克彦　篠原ガバナー、北岡ガバナー補
佐、随行の上池裕さん、ようこそ高知東ＲＣ
へ。
•西森やよい　篠原徹ガバナー、北岡守男ガ
バナー補佐、随行の上池裕さん、ようこそお
越し下さいました。無事に本日を迎えられま
したこと、幹事として心より安堵しておりま
す。
•鬼田知明　前川さん、世界初のかやの実を
使ったクラフトビールの誕生おめでとうござ
います。とても美味しい出来映えですね。入
会記念品のお礼も。
•市川哲司　本日入会の市川です。よろしく
お願いします。
•𠮷永光男　ＩＭのことよろしく。市川さん、
入会おめでとうございます。
•前川美智子　本日会場にてＴＯＳＡＫＯさ
んのかやの森ビールを販売していただきあり
がとうございます。お父ちゃんの大好きな榧
の香りを入れてます。ぜひご賞味ください。
•石川　健　70歳の誕生日を祝っていただき
ましてありがとうございます。この度は、Ｉ
Ｍの実行委員長を拝命しておきながら、体調
不良により辞任いたしました。会員の皆さま
に多大なるご迷惑をおかけしまして、誠に申
し訳ありません。登録委員会で頑張ります。
•浦田健治　誕生祝いを頂きありがとうござ
いました。
•岡﨑勇樹　誕生祝いありがとうございます。

47歳になりました。健康に気を付けて今年も
がんばります。
•土居祐三　誕生日と結婚記念日のお祝いの
お礼です。市川さん、入会おめでとうござい
ます。真面目に気楽に頑張ってください。
•松本隆之　誕生祝いありがとうございまし
た。何と明日で50歳になります。
•松井洋介　家内の誕生日にとてもきれいな
お花を頂きありがとうございました。家内は
横浜にいて渡せないので、枯れないように私
が世話をします。あまり自信はありませんが
…
•関　淑公　結婚記念日のお礼。結婚55年に
なると思う。
•前田　博　結婚記念日、お祝いありがとう
ございました。用心しながら旅行を計画して
います。
•五百蔵誠一　家庭記念日のお祝いありがと
うございました。
•田中伸樹　この度は、結婚記念のお祝いを
頂きありがとうございました。諸先輩のご夫
婦に負けないよう、これからも楽しく過ごし
たいと思います。
•森田倫光　結婚９年目を迎えました。妻の
我慢に感謝です。ありがとうございました。
•中西克行　結婚記念のお祝いありがとうご
ざいます。19回目です。来年は、結婚成人式
ですネ。
•沖　卓史　家庭記念日のお礼。金婚式まで
10年を切りました。
•西山忠利　入会記念の品ありがとうござい
ます。
•西内俊介　入会して丸７年になりました。
今後もよろしくお願いいたします。さて、篠
原ガバナー遠方よりご来高ありがとうござい
ます。随行員の上池君、お久し振り。また高
知に帰ってきたとき正（しょう）ちゃんと飲
みに行きましょう。



◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんばんは。
篠原徹ガバナーをお迎え
して、創立記念夜間例会
がこのように開催される
ことは大変光栄なことで
あり、心から感謝し、歓

迎申し上げます。今日はどうもありがとうご
ざいます。そして北岡守男ガバナー補佐、随
行の上池裕さん、ようこそ高知東ＲＣへ。ま
た、水曜会の皆さま、ようこそ。
　今日の夜間例会はコロナウイルス感染拡大
防止の観点から、随分と制約をかけた内容に
なっていますが、限られた中で有意義な時間
をお過ごしいただけると嬉しく思います。
　篠原ガバナーのホームクラブである高松東
ＲＣは、高知東ＲＣと同じ1968年の創立です
が、創立日が６月29日ですから少し先輩クラ
ブになります。個人的には３年前の９月５日、
柳澤パストガバナーの随行員として訪ねまし
た。さらに、高松東ＲＣの次期会長の森和夫
さんは私と同業で、先週、高松市内でご一緒
させていただいたという、あれやこれやで随
分と親しみの湧く、勝手にですが強いご縁を
感じているところです。
　篠原ガバナーにおかれては、コロナ感染拡
大という大変な年度の要職に就かれてご苦労

の絶えない日々を過ごされていると思います。
ガバナーは、地区のテーマを「行動するロー
タリーを目指そう」と示されました。行動す
るという言葉に込められた深い意味も承知し
ていますが、実際のところ、行動が制限され
ている中で精力的にガバナー公式訪問をこな
されています。心から敬意を表するとともに
感謝申し上げます。ご苦労様でございます。
　さて、私たちの高知東ＲＣは10月９日で52
年になります。1968年、29名で高知クラブさ
ん、高知南クラブさんのスポンサーで創立し
ました。最も会員歴の長いのは、もちろんチ
ャーターメンバーの西山さん、そして対局の
最も短いのは、本日入会される市川さん。創
立以来208名の方が東クラブに入会され、退
会等をされた方も含めていろんな方と未だに
交流があります。水曜会の皆さんの活動もあ
って、長いお付き合いが続いている。そうい
ったロータリーの出会いに感謝し、そして、
これからの出会いにも大いに期待したいと思
っています。
　高知東ＲＣといえば出席率100％が私たち
の大きな誇りでもあります。昨年度まで、年
間100％達成回数、31回を記録しています。
これは会員の連帯意識の源になっているので
はないかと思いますし、逆に連帯意識の体現
であるとも言えるのではないかと思います。
一人一人が努力をし、全員が同じ方向に向
かって努力することによって達成されること
です。今後も続けてまいりましょう。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

　私はこのクラブの個性について思うとき、
亡くなられた元会長の谷辰二さんの言葉を思
い出します。「このクラブはアカデミックで
なければならない」と言ったことだったと記
憶しています。私は、その教えを十分に達成
していない、十分な理解をしていないという
のが正直なところで、今、会長として谷さん
の真意をもう少し具体的に聞いておけば良
かったかなと思います。辞書によると、アカ
デミックには学問の分野で正統的で堅実であ
る。あるいは学究的といった意味があるよう
です。平たく解釈すると意味が変わるかもし
れませんが、谷さんは、とにかくロータリ
ーを学ぶだけでなくて、研究し、それを実践
するようにと、入会間もない私たちに教えて
くれたのではないかと思います。
　今後も、この言葉を念頭にロータリーと長
く関係していきたいと思っています。
　いささか簡単ですが、高知東ＲＣ52年の記
念すべき日にあたり、皆さんとお祝いすると
ともに、ご参会の皆さんのご健勝とご多幸を
心からお祈りいたしまして、創立記念夜間例
会の会長挨拶といたします。今日はよろしく
お願いいたします。
◇来訪ロータリアン及びお客さま
　国際ロータリー第2670地区ガバナー
　　篠原　徹氏
　高知第Ⅰ分区ガバナー補佐
　　北岡守男氏（高知中央ＲＣ）
　随行員
　　上池　裕氏（高松東ＲＣ）
　水曜会
　　浦田比奈子さん　　沖　伸歩子さん
　　猿田　静子さん　　田中　まみさん
　　西山加奈子さん　　松﨑　範子さん
　ピアノ伴奏
　　小笠原貴美子さん
◇新入会員紹介
　　　　　　•氏　　名　市川　哲司
　　　　　　•生年月日　昭和48年８月12日
　　　　　　•職　　業　市川哲司税理士
　　　　　　　　　　　　事務所
　　　　　　•配　偶　者　由紀
•趣　　味　ゴルフ、蘭園芸
•専任アドバイザー　岡本淳一会員

•市川哲司氏挨拶
　このような尊厳と威厳に満ちた会に入会さ
せていただき、本当に光栄です。至らぬとこ
ろがあると思いますが、どうぞよろしくお願
いいたします。
◇ＩＭ実行委員会より

　この度、石川会員に代
わりＩＭ実行委員長を務
めることになりました。
技量、裁量はございませ
ん。健康で元気だけの私
ですが、どうぞよろしく

お願いします。
　昨今の may be・かもしれない。中止にな
るかもしれないということはあり得ない、ホ
ストクラブとしてＩＭは実行するということ
で既に準備を進めていることをご報告します。
　安全第一で十分なコロナ対策も考えて、皆
さんに安心して参加していただけるためには、
クラブ全員で進める必要があります。皆さん
のご理解、ご協力により、意義あるＩＭが開
催できるようにお願い申し上げ、簡単ですが
就任挨拶とします。
◇10月の会員祝日（敬称略）
•会員誕生日　
　浦田　健治
　土居　祐三
　岡﨑　勇樹
　野町　和也
　松本　隆之　　鬼頭　愼一　　石川　　健
•配偶者誕生日
　松井　智子　　寺尾　幸子　　岡本多美子
•家庭記念日
　沖　　卓史　　森田　倫光　　近森　範久
　中西　克行　　土居　祐三　　前田　　博
　関　　淑公　　西村　美香　　田中　伸樹
　五百蔵誠一
•入会記念日
　鬼田　知明　　西内　俊介　　西山　忠利
　山崎　敏朗
◇篠原　徹ガバナー
　とバナーの交換を
　行いました。

　とは言いながら、世界のロータリーは時代
の流れとともにどんどん変わっています。
2016年、2019年の規定審議会ではロータリー
の根幹を揺るがすような変更も行われていま
す。ひょっとしたら2016年は、世界のロータ
リーのターニングポイントだったのかもしれ
ません。この流れは、私は多分、元には戻ら
ないと思います。今後も、次々と時代や世界
の流れに沿って、新しい案も出てくるでしょ
う。そのとき、こちらのように伝統的な素晴
らしい会がずっと続くことは難しいかもしれ
ません。ただ、私が思う最後のよりどころ、
それはロータリアンの奉仕の心。つまりロー
タリアンとは何であるかということです。　
　先ほど歌った「四つのテスト」これは世界
共通です。それと五つの中核的価値観、ロー
タリーの綱領、これだけは決して忘れてはい
けない。この扇の要がほどけてしまうと、バ
ラバラになってしまいます。表面的なこと
は、今以上に変わっていくかも分かりません
が、ロータリーのロータリーたる倫理、心の
持ち方等々は変わらないと思います。ここだ
けは、皆さんもしっかり心に留めておいてい
ただきたいと思います。
　私は、24歳のときから50年間内科医を務め
てきました。ですから、コロナについて、今
後の見通しがたたないというのが本当だと思
います。山中伸也先生もインタビューで「こ
ういうパンデミックはどうなるか分からない。
だから、本当のところ、ストーリーが書けま
せん」とおっしゃっていました。が、そうは
いっても、私も職業柄、毎日毎日、一般の方
よりは情報やニュース等で見ていて、大体の
コンセンサスはどうかという話です。パンデ
ミックというのは例がありません。唯一の例
は100年前のスペイン風邪です。時は第二次
世界大戦、欧州を中心に大戦争が起こり、そ
の最中にパンデミックが起こりました。若い
兵士がいろんな所で戦うために移動して、世
界中に広がりました。５億人が発症し5,000
万人が亡くなりました。人類滅亡じゃないか
という話ですが、戦争が終わったら風邪も終
息したんです。２年間かかりました。
　当時は、ワクチンもありません。ＰＣＲ検
査もできない、自然になすがままでも、それ
でも２年で収まったんです。人類は滅亡しま

◇米山記念奨学会より
　前川美智子会員
　（第３回マルチプ
　　ルポールハリス
　　フェローバッチ）

◇会　長　報　告
・ＩＭ実行委員会の組織表をお配りしました。
全会員参加でお願いします。
◇幹事報告
・10月のロータリーレートは１ドル105円です。
・来週10月14日、11時50分から理事会を行い
ます。

せんでした。これは、今から思うと、５億人
が感染したということは、本当はその10倍ぐ
らいが感染している。今度のコロナも報告で
は3,300万が感染したと言われていますが、
全人口を調べたら、本当はその10倍から20倍
は感染しているんじゃないかという先生もい
ます。そういう意味でいうと、５億人が感染
ということは本当は何十億の人が感染してい
たかもしれない。そこまでいくと、さすがに
ワクチンを打ったと同じことで、ウイルスに
対する抗体ができて、ようやく自然に収まる
ということです。要するに、パンデミックは
延々とは続かない。ある程度の感染者が出れ
ば出るほど、時間がたてばたつほど抗体を持
つ人が多くなります。
　今は第２波の最後の山場だと言われていま
すが、この秋以降、第３、第４、第５波と来
る可能性はあります。スペイン風邪のときは
第５波までいきました。山が起こるけれども、
だんだんと平坦になっていって一応終息。で
すが、ウイルスはずっといるわけです。コロ
ナウイルスもパンデミックになった以上、地
球上から消えることはありません。だけど、
日常生活は、来年ぐらいには平坦になってウ
イルスも減って、ひょっとしたらマスクも取
れるかもしれない。
　今、ワクチンを西側諸国の四つの会社が開
発しています。一番有名なのはオックスフォ
ード大学の医学部の先生が開発したもので、
現在１万人ぐらいで最終試験をしています。
いいワクチンができた、あらゆる人に打った
らちゃんと抗体ができた。だけど、それだけ
ではいけない。副作用はどうか、どのぐらい
で効果があるか、最終チェックをしています
が、多分これはうまくいくだろうというデー
タです。もう一つは、アメリカのファイザー。
ここも同じようなレベルで、ほぼ完成形に近
いと言われていて、来年の春ごろには、皆さ
んに打つことができるのではないかというの
が、今のコンセンサスのようです。
　先日のニュースでは、日本は１億2,000万
本は確保した。全人口分を確保して予算も付
けたと報道されていました。ですから、来年
の秋ぐらいには皆さんがワクチンを打って、
感染者数もどんどん減っていく。そんなふう
にひょっとしたらなるかもしれません。

　２月にはＩＭが開かれます。そのとき、コ
ロナがどうなっているかちょっと分かりませ
んが、コロナに対して、来年は少し終息に向
かう年になるんじゃないか。ロータリーの活
動も含めて、日常的にマスクなしで、密もあ
りという生活に戻る可能性が高いのではない

かと、私は思っています。
　本当は、ロータリーの話をしなければいけ
ませんが、私は医者ですのでコロナについて、
少しお話をさせていただきました。皆さん、
今日はありがとうございました。　

◇ガバナーアドレス 第2670地区ガバナー  篠原　　徹 氏（高松東ＲＣ）

　皆さん、改めましてこんばんは。私、本年
度2020－2021年度地区ガバナーを仰せつかっ
ています篠原　徹と申します。所属は香川県
高松の高松東ＲＣです。この１年間、ご指導、
ご協力を賜りますようにお願いいたします。
　先ほど、竹村会長さんから、高松東ＲＣと
の高知東ＲＣは目に見えない縁があるという
お話がありましたが、全く私も同感です。フ
ラグには Kochi east 当然ですが、私のとこ
ろは Takamatsu east 。個人的にも、私のガ
バナー指名の出発点は高知です。2017年、柳
澤パストガバナーと高知東ＲＣが主催された
高知大会で、私は柳澤パストガバナーから、
ガバナーデグジネイトとして指名されました。
以後、何回か高知には足を運んでいます。
　また、私どものクラブとこちらのクラブは、
規模も歴史もほとんど一緒です。私どもも２
年前に50周年記念式典を行いましたし、会員
数も50人前後、何か不思議な縁で結ばれてい
るクラブ同士です。非常に、親近感を抱いて
います。
　先ほど、別室で竹村会長、西森幹事とお話
しましたが、男性会長と女性幹事、本当にい
いコンビですね。私もこういう立場ですか
ら、いろんなクラブさんを訪問しますが、お
世辞抜きで、東クラブさんは正統派で、これ
ぞまさに日本のロータリークラブだという伝
統的で和やかなクラブ運営をされていると思
います。

　また、いろいろお話を聞く中で、2005－
2006年度以降14年連続で出席率100％が、自
然にできている。強制ではなくて、素晴らし
いことです。なかなかできないことが自然に
続いているのは素晴らしいことです。そし
て、女性会員７名。ちょっと秘密をお聞きす
ると、女性会員と会員奥さまの会、水曜会と
いうのがあって、女性同士の横のつながりが
あることが、女性会員増加にもなっているの
ではないかとのことですが、なかなかこうい
うクラブはないと思います。ぜひ、今後も続
けて行かれたらと思います。
　今年はコロナでどのクラブも自粛が続き奉
仕活動ができていませんが、東クラブさんは
これまでに浦戸湾河川清掃、バザー、繁華街
パトロール等々の奉仕活動をされています。
ユニークなのは、西森幹事さんが奉仕活動が
マンネリ化しないように、例えば、おむつバ
ンクとか、いろいろ新しいアイデアを皆さん
から募っているとおっしゃってました。これ
からもどんどん新しいアイデアを出して、さ
らに奉仕活動を続けていただけたらと思いま
す。
　ガバナーというのは、本来は、ロータリー
も時代とともに少しずつ改革をしていこうと
いった話をすべきなんです。がしかし、こち
らのようにかっちりとした、一つの日本的な
クラブ運用の仕方、これはこれでいいのでは
ないかと思っています。

◇出席率報告

•篠原　徹ガバナー　よろしくお願いいたし
ます。
•竹村克彦　篠原ガバナー、北岡ガバナー補
佐、随行の上池裕さん、ようこそ高知東ＲＣ
へ。
•西森やよい　篠原徹ガバナー、北岡守男ガ
バナー補佐、随行の上池裕さん、ようこそお
越し下さいました。無事に本日を迎えられま
したこと、幹事として心より安堵しておりま
す。
•鬼田知明　前川さん、世界初のかやの実を
使ったクラフトビールの誕生おめでとうござ
います。とても美味しい出来映えですね。入
会記念品のお礼も。
•市川哲司　本日入会の市川です。よろしく
お願いします。
•𠮷永光男　ＩＭのことよろしく。市川さん、
入会おめでとうございます。
•前川美智子　本日会場にてＴＯＳＡＫＯさ
んのかやの森ビールを販売していただきあり
がとうございます。お父ちゃんの大好きな榧
の香りを入れてます。ぜひご賞味ください。
•石川　健　70歳の誕生日を祝っていただき
ましてありがとうございます。この度は、Ｉ
Ｍの実行委員長を拝命しておきながら、体調
不良により辞任いたしました。会員の皆さま
に多大なるご迷惑をおかけしまして、誠に申
し訳ありません。登録委員会で頑張ります。
•浦田健治　誕生祝いを頂きありがとうござ
いました。
•岡﨑勇樹　誕生祝いありがとうございます。

47歳になりました。健康に気を付けて今年も
がんばります。
•土居祐三　誕生日と結婚記念日のお祝いの
お礼です。市川さん、入会おめでとうござい
ます。真面目に気楽に頑張ってください。
•松本隆之　誕生祝いありがとうございまし
た。何と明日で50歳になります。
•松井洋介　家内の誕生日にとてもきれいな
お花を頂きありがとうございました。家内は
横浜にいて渡せないので、枯れないように私
が世話をします。あまり自信はありませんが
…
•関　淑公　結婚記念日のお礼。結婚55年に
なると思う。
•前田　博　結婚記念日、お祝いありがとう
ございました。用心しながら旅行を計画して
います。
•五百蔵誠一　家庭記念日のお祝いありがと
うございました。
•田中伸樹　この度は、結婚記念のお祝いを
頂きありがとうございました。諸先輩のご夫
婦に負けないよう、これからも楽しく過ごし
たいと思います。
•森田倫光　結婚９年目を迎えました。妻の
我慢に感謝です。ありがとうございました。
•中西克行　結婚記念のお祝いありがとうご
ざいます。19回目です。来年は、結婚成人式
ですネ。
•沖　卓史　家庭記念日のお礼。金婚式まで
10年を切りました。
•西山忠利　入会記念の品ありがとうござい
ます。
•西内俊介　入会して丸７年になりました。
今後もよろしくお願いいたします。さて、篠
原ガバナー遠方よりご来高ありがとうござい
ます。随行員の上池君、お久し振り。また高
知に帰ってきたとき正（しょう）ちゃんと飲
みに行きましょう。



◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんばんは。
篠原徹ガバナーをお迎え
して、創立記念夜間例会
がこのように開催される
ことは大変光栄なことで
あり、心から感謝し、歓

迎申し上げます。今日はどうもありがとうご
ざいます。そして北岡守男ガバナー補佐、随
行の上池裕さん、ようこそ高知東ＲＣへ。ま
た、水曜会の皆さま、ようこそ。
　今日の夜間例会はコロナウイルス感染拡大
防止の観点から、随分と制約をかけた内容に
なっていますが、限られた中で有意義な時間
をお過ごしいただけると嬉しく思います。
　篠原ガバナーのホームクラブである高松東
ＲＣは、高知東ＲＣと同じ1968年の創立です
が、創立日が６月29日ですから少し先輩クラ
ブになります。個人的には３年前の９月５日、
柳澤パストガバナーの随行員として訪ねまし
た。さらに、高松東ＲＣの次期会長の森和夫
さんは私と同業で、先週、高松市内でご一緒
させていただいたという、あれやこれやで随
分と親しみの湧く、勝手にですが強いご縁を
感じているところです。
　篠原ガバナーにおかれては、コロナ感染拡
大という大変な年度の要職に就かれてご苦労

の絶えない日々を過ごされていると思います。
ガバナーは、地区のテーマを「行動するロー
タリーを目指そう」と示されました。行動す
るという言葉に込められた深い意味も承知し
ていますが、実際のところ、行動が制限され
ている中で精力的にガバナー公式訪問をこな
されています。心から敬意を表するとともに
感謝申し上げます。ご苦労様でございます。
　さて、私たちの高知東ＲＣは10月９日で52
年になります。1968年、29名で高知クラブさ
ん、高知南クラブさんのスポンサーで創立し
ました。最も会員歴の長いのは、もちろんチ
ャーターメンバーの西山さん、そして対局の
最も短いのは、本日入会される市川さん。創
立以来208名の方が東クラブに入会され、退
会等をされた方も含めていろんな方と未だに
交流があります。水曜会の皆さんの活動もあ
って、長いお付き合いが続いている。そうい
ったロータリーの出会いに感謝し、そして、
これからの出会いにも大いに期待したいと思
っています。
　高知東ＲＣといえば出席率100％が私たち
の大きな誇りでもあります。昨年度まで、年
間100％達成回数、31回を記録しています。
これは会員の連帯意識の源になっているので
はないかと思いますし、逆に連帯意識の体現
であるとも言えるのではないかと思います。
一人一人が努力をし、全員が同じ方向に向
かって努力することによって達成されること
です。今後も続けてまいりましょう。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

　私はこのクラブの個性について思うとき、
亡くなられた元会長の谷辰二さんの言葉を思
い出します。「このクラブはアカデミックで
なければならない」と言ったことだったと記
憶しています。私は、その教えを十分に達成
していない、十分な理解をしていないという
のが正直なところで、今、会長として谷さん
の真意をもう少し具体的に聞いておけば良
かったかなと思います。辞書によると、アカ
デミックには学問の分野で正統的で堅実であ
る。あるいは学究的といった意味があるよう
です。平たく解釈すると意味が変わるかもし
れませんが、谷さんは、とにかくロータリ
ーを学ぶだけでなくて、研究し、それを実践
するようにと、入会間もない私たちに教えて
くれたのではないかと思います。
　今後も、この言葉を念頭にロータリーと長
く関係していきたいと思っています。
　いささか簡単ですが、高知東ＲＣ52年の記
念すべき日にあたり、皆さんとお祝いすると
ともに、ご参会の皆さんのご健勝とご多幸を
心からお祈りいたしまして、創立記念夜間例
会の会長挨拶といたします。今日はよろしく
お願いいたします。
◇来訪ロータリアン及びお客さま
　国際ロータリー第2670地区ガバナー
　　篠原　徹氏
　高知第Ⅰ分区ガバナー補佐
　　北岡守男氏（高知中央ＲＣ）
　随行員
　　上池　裕氏（高松東ＲＣ）
　水曜会
　　浦田比奈子さん　　沖　伸歩子さん
　　猿田　静子さん　　田中　まみさん
　　西山加奈子さん　　松﨑　範子さん
　ピアノ伴奏
　　小笠原貴美子さん
◇新入会員紹介
　　　　　　•氏　　名　市川　哲司
　　　　　　•生年月日　昭和48年８月12日
　　　　　　•職　　業　市川哲司税理士
　　　　　　　　　　　　事務所
　　　　　　•配　偶　者　由紀
•趣　　味　ゴルフ、蘭園芸
•専任アドバイザー　岡本淳一会員

•市川哲司氏挨拶
　このような尊厳と威厳に満ちた会に入会さ
せていただき、本当に光栄です。至らぬとこ
ろがあると思いますが、どうぞよろしくお願
いいたします。
◇ＩＭ実行委員会より

　この度、石川会員に代
わりＩＭ実行委員長を務
めることになりました。
技量、裁量はございませ
ん。健康で元気だけの私
ですが、どうぞよろしく

お願いします。
　昨今の may be・かもしれない。中止にな
るかもしれないということはあり得ない、ホ
ストクラブとしてＩＭは実行するということ
で既に準備を進めていることをご報告します。
　安全第一で十分なコロナ対策も考えて、皆
さんに安心して参加していただけるためには、
クラブ全員で進める必要があります。皆さん
のご理解、ご協力により、意義あるＩＭが開
催できるようにお願い申し上げ、簡単ですが
就任挨拶とします。
◇10月の会員祝日（敬称略）
•会員誕生日　
　浦田　健治
　土居　祐三
　岡﨑　勇樹
　野町　和也
　松本　隆之　　鬼頭　愼一　　石川　　健
•配偶者誕生日
　松井　智子　　寺尾　幸子　　岡本多美子
•家庭記念日
　沖　　卓史　　森田　倫光　　近森　範久
　中西　克行　　土居　祐三　　前田　　博
　関　　淑公　　西村　美香　　田中　伸樹
　五百蔵誠一
•入会記念日
　鬼田　知明　　西内　俊介　　西山　忠利
　山崎　敏朗
◇篠原　徹ガバナー
　とバナーの交換を
　行いました。

　とは言いながら、世界のロータリーは時代
の流れとともにどんどん変わっています。
2016年、2019年の規定審議会ではロータリー
の根幹を揺るがすような変更も行われていま
す。ひょっとしたら2016年は、世界のロータ
リーのターニングポイントだったのかもしれ
ません。この流れは、私は多分、元には戻ら
ないと思います。今後も、次々と時代や世界
の流れに沿って、新しい案も出てくるでしょ
う。そのとき、こちらのように伝統的な素晴
らしい会がずっと続くことは難しいかもしれ
ません。ただ、私が思う最後のよりどころ、
それはロータリアンの奉仕の心。つまりロー
タリアンとは何であるかということです。　
　先ほど歌った「四つのテスト」これは世界
共通です。それと五つの中核的価値観、ロー
タリーの綱領、これだけは決して忘れてはい
けない。この扇の要がほどけてしまうと、バ
ラバラになってしまいます。表面的なこと
は、今以上に変わっていくかも分かりません
が、ロータリーのロータリーたる倫理、心の
持ち方等々は変わらないと思います。ここだ
けは、皆さんもしっかり心に留めておいてい
ただきたいと思います。
　私は、24歳のときから50年間内科医を務め
てきました。ですから、コロナについて、今
後の見通しがたたないというのが本当だと思
います。山中伸也先生もインタビューで「こ
ういうパンデミックはどうなるか分からない。
だから、本当のところ、ストーリーが書けま
せん」とおっしゃっていました。が、そうは
いっても、私も職業柄、毎日毎日、一般の方
よりは情報やニュース等で見ていて、大体の
コンセンサスはどうかという話です。パンデ
ミックというのは例がありません。唯一の例
は100年前のスペイン風邪です。時は第二次
世界大戦、欧州を中心に大戦争が起こり、そ
の最中にパンデミックが起こりました。若い
兵士がいろんな所で戦うために移動して、世
界中に広がりました。５億人が発症し5,000
万人が亡くなりました。人類滅亡じゃないか
という話ですが、戦争が終わったら風邪も終
息したんです。２年間かかりました。
　当時は、ワクチンもありません。ＰＣＲ検
査もできない、自然になすがままでも、それ
でも２年で収まったんです。人類は滅亡しま

◇米山記念奨学会より
　前川美智子会員
　（第３回マルチプ
　　ルポールハリス
　　フェローバッチ）

◇会　長　報　告
・ＩＭ実行委員会の組織表をお配りしました。
全会員参加でお願いします。
◇幹事報告
・10月のロータリーレートは１ドル105円です。
・来週10月14日、11時50分から理事会を行い
ます。

せんでした。これは、今から思うと、５億人
が感染したということは、本当はその10倍ぐ
らいが感染している。今度のコロナも報告で
は3,300万が感染したと言われていますが、
全人口を調べたら、本当はその10倍から20倍
は感染しているんじゃないかという先生もい
ます。そういう意味でいうと、５億人が感染
ということは本当は何十億の人が感染してい
たかもしれない。そこまでいくと、さすがに
ワクチンを打ったと同じことで、ウイルスに
対する抗体ができて、ようやく自然に収まる
ということです。要するに、パンデミックは
延々とは続かない。ある程度の感染者が出れ
ば出るほど、時間がたてばたつほど抗体を持
つ人が多くなります。
　今は第２波の最後の山場だと言われていま
すが、この秋以降、第３、第４、第５波と来
る可能性はあります。スペイン風邪のときは
第５波までいきました。山が起こるけれども、
だんだんと平坦になっていって一応終息。で
すが、ウイルスはずっといるわけです。コロ
ナウイルスもパンデミックになった以上、地
球上から消えることはありません。だけど、
日常生活は、来年ぐらいには平坦になってウ
イルスも減って、ひょっとしたらマスクも取
れるかもしれない。
　今、ワクチンを西側諸国の四つの会社が開
発しています。一番有名なのはオックスフォ
ード大学の医学部の先生が開発したもので、
現在１万人ぐらいで最終試験をしています。
いいワクチンができた、あらゆる人に打った
らちゃんと抗体ができた。だけど、それだけ
ではいけない。副作用はどうか、どのぐらい
で効果があるか、最終チェックをしています
が、多分これはうまくいくだろうというデー
タです。もう一つは、アメリカのファイザー。
ここも同じようなレベルで、ほぼ完成形に近
いと言われていて、来年の春ごろには、皆さ
んに打つことができるのではないかというの
が、今のコンセンサスのようです。
　先日のニュースでは、日本は１億2,000万
本は確保した。全人口分を確保して予算も付
けたと報道されていました。ですから、来年
の秋ぐらいには皆さんがワクチンを打って、
感染者数もどんどん減っていく。そんなふう
にひょっとしたらなるかもしれません。

　２月にはＩＭが開かれます。そのとき、コ
ロナがどうなっているかちょっと分かりませ
んが、コロナに対して、来年は少し終息に向
かう年になるんじゃないか。ロータリーの活
動も含めて、日常的にマスクなしで、密もあ
りという生活に戻る可能性が高いのではない

かと、私は思っています。
　本当は、ロータリーの話をしなければいけ
ませんが、私は医者ですのでコロナについて、
少しお話をさせていただきました。皆さん、
今日はありがとうございました。　

　皆さん、改めましてこんばんは。私、本年
度2020－2021年度地区ガバナーを仰せつかっ
ています篠原　徹と申します。所属は香川県
高松の高松東ＲＣです。この１年間、ご指導、
ご協力を賜りますようにお願いいたします。
　先ほど、竹村会長さんから、高松東ＲＣと
の高知東ＲＣは目に見えない縁があるという
お話がありましたが、全く私も同感です。フ
ラグには Kochi east 当然ですが、私のとこ
ろは Takamatsu east 。個人的にも、私のガ
バナー指名の出発点は高知です。2017年、柳
澤パストガバナーと高知東ＲＣが主催された
高知大会で、私は柳澤パストガバナーから、
ガバナーデグジネイトとして指名されました。
以後、何回か高知には足を運んでいます。
　また、私どものクラブとこちらのクラブは、
規模も歴史もほとんど一緒です。私どもも２
年前に50周年記念式典を行いましたし、会員
数も50人前後、何か不思議な縁で結ばれてい
るクラブ同士です。非常に、親近感を抱いて
います。
　先ほど、別室で竹村会長、西森幹事とお話
しましたが、男性会長と女性幹事、本当にい
いコンビですね。私もこういう立場ですか
ら、いろんなクラブさんを訪問しますが、お
世辞抜きで、東クラブさんは正統派で、これ
ぞまさに日本のロータリークラブだという伝
統的で和やかなクラブ運営をされていると思
います。

　また、いろいろお話を聞く中で、2005－
2006年度以降14年連続で出席率100％が、自
然にできている。強制ではなくて、素晴らし
いことです。なかなかできないことが自然に
続いているのは素晴らしいことです。そし
て、女性会員７名。ちょっと秘密をお聞きす
ると、女性会員と会員奥さまの会、水曜会と
いうのがあって、女性同士の横のつながりが
あることが、女性会員増加にもなっているの
ではないかとのことですが、なかなかこうい
うクラブはないと思います。ぜひ、今後も続
けて行かれたらと思います。
　今年はコロナでどのクラブも自粛が続き奉
仕活動ができていませんが、東クラブさんは
これまでに浦戸湾河川清掃、バザー、繁華街
パトロール等々の奉仕活動をされています。
ユニークなのは、西森幹事さんが奉仕活動が
マンネリ化しないように、例えば、おむつバ
ンクとか、いろいろ新しいアイデアを皆さん
から募っているとおっしゃってました。これ
からもどんどん新しいアイデアを出して、さ
らに奉仕活動を続けていただけたらと思いま
す。
　ガバナーというのは、本来は、ロータリー
も時代とともに少しずつ改革をしていこうと
いった話をすべきなんです。がしかし、こち
らのようにかっちりとした、一つの日本的な
クラブ運用の仕方、これはこれでいいのでは
ないかと思っています。

◇出席率報告

•篠原　徹ガバナー　よろしくお願いいたし
ます。
•竹村克彦　篠原ガバナー、北岡ガバナー補
佐、随行の上池裕さん、ようこそ高知東ＲＣ
へ。
•西森やよい　篠原徹ガバナー、北岡守男ガ
バナー補佐、随行の上池裕さん、ようこそお
越し下さいました。無事に本日を迎えられま
したこと、幹事として心より安堵しておりま
す。
•鬼田知明　前川さん、世界初のかやの実を
使ったクラフトビールの誕生おめでとうござ
います。とても美味しい出来映えですね。入
会記念品のお礼も。
•市川哲司　本日入会の市川です。よろしく
お願いします。
•𠮷永光男　ＩＭのことよろしく。市川さん、
入会おめでとうございます。
•前川美智子　本日会場にてＴＯＳＡＫＯさ
んのかやの森ビールを販売していただきあり
がとうございます。お父ちゃんの大好きな榧
の香りを入れてます。ぜひご賞味ください。
•石川　健　70歳の誕生日を祝っていただき
ましてありがとうございます。この度は、Ｉ
Ｍの実行委員長を拝命しておきながら、体調
不良により辞任いたしました。会員の皆さま
に多大なるご迷惑をおかけしまして、誠に申
し訳ありません。登録委員会で頑張ります。
•浦田健治　誕生祝いを頂きありがとうござ
いました。
•岡﨑勇樹　誕生祝いありがとうございます。

47歳になりました。健康に気を付けて今年も
がんばります。
•土居祐三　誕生日と結婚記念日のお祝いの
お礼です。市川さん、入会おめでとうござい
ます。真面目に気楽に頑張ってください。
•松本隆之　誕生祝いありがとうございまし
た。何と明日で50歳になります。
•松井洋介　家内の誕生日にとてもきれいな
お花を頂きありがとうございました。家内は
横浜にいて渡せないので、枯れないように私
が世話をします。あまり自信はありませんが
…
•関　淑公　結婚記念日のお礼。結婚55年に
なると思う。
•前田　博　結婚記念日、お祝いありがとう
ございました。用心しながら旅行を計画して
います。
•五百蔵誠一　家庭記念日のお祝いありがと
うございました。
•田中伸樹　この度は、結婚記念のお祝いを
頂きありがとうございました。諸先輩のご夫
婦に負けないよう、これからも楽しく過ごし
たいと思います。
•森田倫光　結婚９年目を迎えました。妻の
我慢に感謝です。ありがとうございました。
•中西克行　結婚記念のお祝いありがとうご
ざいます。19回目です。来年は、結婚成人式
ですネ。
•沖　卓史　家庭記念日のお礼。金婚式まで
10年を切りました。
•西山忠利　入会記念の品ありがとうござい
ます。
•西内俊介　入会して丸７年になりました。
今後もよろしくお願いいたします。さて、篠
原ガバナー遠方よりご来高ありがとうござい
ます。随行員の上池君、お久し振り。また高
知に帰ってきたとき正（しょう）ちゃんと飲
みに行きましょう。



◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんばんは。
篠原徹ガバナーをお迎え
して、創立記念夜間例会
がこのように開催される
ことは大変光栄なことで
あり、心から感謝し、歓

迎申し上げます。今日はどうもありがとうご
ざいます。そして北岡守男ガバナー補佐、随
行の上池裕さん、ようこそ高知東ＲＣへ。ま
た、水曜会の皆さま、ようこそ。
　今日の夜間例会はコロナウイルス感染拡大
防止の観点から、随分と制約をかけた内容に
なっていますが、限られた中で有意義な時間
をお過ごしいただけると嬉しく思います。
　篠原ガバナーのホームクラブである高松東
ＲＣは、高知東ＲＣと同じ1968年の創立です
が、創立日が６月29日ですから少し先輩クラ
ブになります。個人的には３年前の９月５日、
柳澤パストガバナーの随行員として訪ねまし
た。さらに、高松東ＲＣの次期会長の森和夫
さんは私と同業で、先週、高松市内でご一緒
させていただいたという、あれやこれやで随
分と親しみの湧く、勝手にですが強いご縁を
感じているところです。
　篠原ガバナーにおかれては、コロナ感染拡
大という大変な年度の要職に就かれてご苦労

の絶えない日々を過ごされていると思います。
ガバナーは、地区のテーマを「行動するロー
タリーを目指そう」と示されました。行動す
るという言葉に込められた深い意味も承知し
ていますが、実際のところ、行動が制限され
ている中で精力的にガバナー公式訪問をこな
されています。心から敬意を表するとともに
感謝申し上げます。ご苦労様でございます。
　さて、私たちの高知東ＲＣは10月９日で52
年になります。1968年、29名で高知クラブさ
ん、高知南クラブさんのスポンサーで創立し
ました。最も会員歴の長いのは、もちろんチ
ャーターメンバーの西山さん、そして対局の
最も短いのは、本日入会される市川さん。創
立以来208名の方が東クラブに入会され、退
会等をされた方も含めていろんな方と未だに
交流があります。水曜会の皆さんの活動もあ
って、長いお付き合いが続いている。そうい
ったロータリーの出会いに感謝し、そして、
これからの出会いにも大いに期待したいと思
っています。
　高知東ＲＣといえば出席率100％が私たち
の大きな誇りでもあります。昨年度まで、年
間100％達成回数、31回を記録しています。
これは会員の連帯意識の源になっているので
はないかと思いますし、逆に連帯意識の体現
であるとも言えるのではないかと思います。
一人一人が努力をし、全員が同じ方向に向
かって努力することによって達成されること
です。今後も続けてまいりましょう。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

　私はこのクラブの個性について思うとき、
亡くなられた元会長の谷辰二さんの言葉を思
い出します。「このクラブはアカデミックで
なければならない」と言ったことだったと記
憶しています。私は、その教えを十分に達成
していない、十分な理解をしていないという
のが正直なところで、今、会長として谷さん
の真意をもう少し具体的に聞いておけば良
かったかなと思います。辞書によると、アカ
デミックには学問の分野で正統的で堅実であ
る。あるいは学究的といった意味があるよう
です。平たく解釈すると意味が変わるかもし
れませんが、谷さんは、とにかくロータリ
ーを学ぶだけでなくて、研究し、それを実践
するようにと、入会間もない私たちに教えて
くれたのではないかと思います。
　今後も、この言葉を念頭にロータリーと長
く関係していきたいと思っています。
　いささか簡単ですが、高知東ＲＣ52年の記
念すべき日にあたり、皆さんとお祝いすると
ともに、ご参会の皆さんのご健勝とご多幸を
心からお祈りいたしまして、創立記念夜間例
会の会長挨拶といたします。今日はよろしく
お願いいたします。
◇来訪ロータリアン及びお客さま
　国際ロータリー第2670地区ガバナー
　　篠原　徹氏
　高知第Ⅰ分区ガバナー補佐
　　北岡守男氏（高知中央ＲＣ）
　随行員
　　上池　裕氏（高松東ＲＣ）
　水曜会
　　浦田比奈子さん　　沖　伸歩子さん
　　猿田　静子さん　　田中　まみさん
　　西山加奈子さん　　松﨑　範子さん
　ピアノ伴奏
　　小笠原貴美子さん
◇新入会員紹介
　　　　　　•氏　　名　市川　哲司
　　　　　　•生年月日　昭和48年８月12日
　　　　　　•職　　業　市川哲司税理士
　　　　　　　　　　　　事務所
　　　　　　•配　偶　者　由紀
•趣　　味　ゴルフ、蘭園芸
•専任アドバイザー　岡本淳一会員

•市川哲司氏挨拶
　このような尊厳と威厳に満ちた会に入会さ
せていただき、本当に光栄です。至らぬとこ
ろがあると思いますが、どうぞよろしくお願
いいたします。
◇ＩＭ実行委員会より

　この度、石川会員に代
わりＩＭ実行委員長を務
めることになりました。
技量、裁量はございませ
ん。健康で元気だけの私
ですが、どうぞよろしく

お願いします。
　昨今の may be・かもしれない。中止にな
るかもしれないということはあり得ない、ホ
ストクラブとしてＩＭは実行するということ
で既に準備を進めていることをご報告します。
　安全第一で十分なコロナ対策も考えて、皆
さんに安心して参加していただけるためには、
クラブ全員で進める必要があります。皆さん
のご理解、ご協力により、意義あるＩＭが開
催できるようにお願い申し上げ、簡単ですが
就任挨拶とします。
◇10月の会員祝日（敬称略）
•会員誕生日　
　浦田　健治
　土居　祐三
　岡﨑　勇樹
　野町　和也
　松本　隆之　　鬼頭　愼一　　石川　　健
•配偶者誕生日
　松井　智子　　寺尾　幸子　　岡本多美子
•家庭記念日
　沖　　卓史　　森田　倫光　　近森　範久
　中西　克行　　土居　祐三　　前田　　博
　関　　淑公　　西村　美香　　田中　伸樹
　五百蔵誠一
•入会記念日
　鬼田　知明　　西内　俊介　　西山　忠利
　山崎　敏朗
◇篠原　徹ガバナー
　とバナーの交換を
　行いました。

　とは言いながら、世界のロータリーは時代
の流れとともにどんどん変わっています。
2016年、2019年の規定審議会ではロータリー
の根幹を揺るがすような変更も行われていま
す。ひょっとしたら2016年は、世界のロータ
リーのターニングポイントだったのかもしれ
ません。この流れは、私は多分、元には戻ら
ないと思います。今後も、次々と時代や世界
の流れに沿って、新しい案も出てくるでしょ
う。そのとき、こちらのように伝統的な素晴
らしい会がずっと続くことは難しいかもしれ
ません。ただ、私が思う最後のよりどころ、
それはロータリアンの奉仕の心。つまりロー
タリアンとは何であるかということです。　
　先ほど歌った「四つのテスト」これは世界
共通です。それと五つの中核的価値観、ロー
タリーの綱領、これだけは決して忘れてはい
けない。この扇の要がほどけてしまうと、バ
ラバラになってしまいます。表面的なこと
は、今以上に変わっていくかも分かりません
が、ロータリーのロータリーたる倫理、心の
持ち方等々は変わらないと思います。ここだ
けは、皆さんもしっかり心に留めておいてい
ただきたいと思います。
　私は、24歳のときから50年間内科医を務め
てきました。ですから、コロナについて、今
後の見通しがたたないというのが本当だと思
います。山中伸也先生もインタビューで「こ
ういうパンデミックはどうなるか分からない。
だから、本当のところ、ストーリーが書けま
せん」とおっしゃっていました。が、そうは
いっても、私も職業柄、毎日毎日、一般の方
よりは情報やニュース等で見ていて、大体の
コンセンサスはどうかという話です。パンデ
ミックというのは例がありません。唯一の例
は100年前のスペイン風邪です。時は第二次
世界大戦、欧州を中心に大戦争が起こり、そ
の最中にパンデミックが起こりました。若い
兵士がいろんな所で戦うために移動して、世
界中に広がりました。５億人が発症し5,000
万人が亡くなりました。人類滅亡じゃないか
という話ですが、戦争が終わったら風邪も終
息したんです。２年間かかりました。
　当時は、ワクチンもありません。ＰＣＲ検
査もできない、自然になすがままでも、それ
でも２年で収まったんです。人類は滅亡しま

◇米山記念奨学会より
　前川美智子会員
　（第３回マルチプ
　　ルポールハリス
　　フェローバッチ）

◇会　長　報　告
・ＩＭ実行委員会の組織表をお配りしました。
全会員参加でお願いします。
◇幹事報告
・10月のロータリーレートは１ドル105円です。
・来週10月14日、11時50分から理事会を行い
ます。

せんでした。これは、今から思うと、５億人
が感染したということは、本当はその10倍ぐ
らいが感染している。今度のコロナも報告で
は3,300万が感染したと言われていますが、
全人口を調べたら、本当はその10倍から20倍
は感染しているんじゃないかという先生もい
ます。そういう意味でいうと、５億人が感染
ということは本当は何十億の人が感染してい
たかもしれない。そこまでいくと、さすがに
ワクチンを打ったと同じことで、ウイルスに
対する抗体ができて、ようやく自然に収まる
ということです。要するに、パンデミックは
延々とは続かない。ある程度の感染者が出れ
ば出るほど、時間がたてばたつほど抗体を持
つ人が多くなります。
　今は第２波の最後の山場だと言われていま
すが、この秋以降、第３、第４、第５波と来
る可能性はあります。スペイン風邪のときは
第５波までいきました。山が起こるけれども、
だんだんと平坦になっていって一応終息。で
すが、ウイルスはずっといるわけです。コロ
ナウイルスもパンデミックになった以上、地
球上から消えることはありません。だけど、
日常生活は、来年ぐらいには平坦になってウ
イルスも減って、ひょっとしたらマスクも取
れるかもしれない。
　今、ワクチンを西側諸国の四つの会社が開
発しています。一番有名なのはオックスフォ
ード大学の医学部の先生が開発したもので、
現在１万人ぐらいで最終試験をしています。
いいワクチンができた、あらゆる人に打った
らちゃんと抗体ができた。だけど、それだけ
ではいけない。副作用はどうか、どのぐらい
で効果があるか、最終チェックをしています
が、多分これはうまくいくだろうというデー
タです。もう一つは、アメリカのファイザー。
ここも同じようなレベルで、ほぼ完成形に近
いと言われていて、来年の春ごろには、皆さ
んに打つことができるのではないかというの
が、今のコンセンサスのようです。
　先日のニュースでは、日本は１億2,000万
本は確保した。全人口分を確保して予算も付
けたと報道されていました。ですから、来年
の秋ぐらいには皆さんがワクチンを打って、
感染者数もどんどん減っていく。そんなふう
にひょっとしたらなるかもしれません。

　２月にはＩＭが開かれます。そのとき、コ
ロナがどうなっているかちょっと分かりませ
んが、コロナに対して、来年は少し終息に向
かう年になるんじゃないか。ロータリーの活
動も含めて、日常的にマスクなしで、密もあ
りという生活に戻る可能性が高いのではない

かと、私は思っています。
　本当は、ロータリーの話をしなければいけ
ませんが、私は医者ですのでコロナについて、
少しお話をさせていただきました。皆さん、
今日はありがとうございました。　

　皆さん、改めましてこんばんは。私、本年
度2020－2021年度地区ガバナーを仰せつかっ
ています篠原　徹と申します。所属は香川県
高松の高松東ＲＣです。この１年間、ご指導、
ご協力を賜りますようにお願いいたします。
　先ほど、竹村会長さんから、高松東ＲＣと
の高知東ＲＣは目に見えない縁があるという
お話がありましたが、全く私も同感です。フ
ラグには Kochi east 当然ですが、私のとこ
ろは Takamatsu east 。個人的にも、私のガ
バナー指名の出発点は高知です。2017年、柳
澤パストガバナーと高知東ＲＣが主催された
高知大会で、私は柳澤パストガバナーから、
ガバナーデグジネイトとして指名されました。
以後、何回か高知には足を運んでいます。
　また、私どものクラブとこちらのクラブは、
規模も歴史もほとんど一緒です。私どもも２
年前に50周年記念式典を行いましたし、会員
数も50人前後、何か不思議な縁で結ばれてい
るクラブ同士です。非常に、親近感を抱いて
います。
　先ほど、別室で竹村会長、西森幹事とお話
しましたが、男性会長と女性幹事、本当にい
いコンビですね。私もこういう立場ですか
ら、いろんなクラブさんを訪問しますが、お
世辞抜きで、東クラブさんは正統派で、これ
ぞまさに日本のロータリークラブだという伝
統的で和やかなクラブ運営をされていると思
います。

　また、いろいろお話を聞く中で、2005－
2006年度以降14年連続で出席率100％が、自
然にできている。強制ではなくて、素晴らし
いことです。なかなかできないことが自然に
続いているのは素晴らしいことです。そし
て、女性会員７名。ちょっと秘密をお聞きす
ると、女性会員と会員奥さまの会、水曜会と
いうのがあって、女性同士の横のつながりが
あることが、女性会員増加にもなっているの
ではないかとのことですが、なかなかこうい
うクラブはないと思います。ぜひ、今後も続
けて行かれたらと思います。
　今年はコロナでどのクラブも自粛が続き奉
仕活動ができていませんが、東クラブさんは
これまでに浦戸湾河川清掃、バザー、繁華街
パトロール等々の奉仕活動をされています。
ユニークなのは、西森幹事さんが奉仕活動が
マンネリ化しないように、例えば、おむつバ
ンクとか、いろいろ新しいアイデアを皆さん
から募っているとおっしゃってました。これ
からもどんどん新しいアイデアを出して、さ
らに奉仕活動を続けていただけたらと思いま
す。
　ガバナーというのは、本来は、ロータリー
も時代とともに少しずつ改革をしていこうと
いった話をすべきなんです。がしかし、こち
らのようにかっちりとした、一つの日本的な
クラブ運用の仕方、これはこれでいいのでは
ないかと思っています。

◇出席率報告

•篠原　徹ガバナー　よろしくお願いいたし
ます。
•竹村克彦　篠原ガバナー、北岡ガバナー補
佐、随行の上池裕さん、ようこそ高知東ＲＣ
へ。
•西森やよい　篠原徹ガバナー、北岡守男ガ
バナー補佐、随行の上池裕さん、ようこそお
越し下さいました。無事に本日を迎えられま
したこと、幹事として心より安堵しておりま
す。
•鬼田知明　前川さん、世界初のかやの実を
使ったクラフトビールの誕生おめでとうござ
います。とても美味しい出来映えですね。入
会記念品のお礼も。
•市川哲司　本日入会の市川です。よろしく
お願いします。
•𠮷永光男　ＩＭのことよろしく。市川さん、
入会おめでとうございます。
•前川美智子　本日会場にてＴＯＳＡＫＯさ
んのかやの森ビールを販売していただきあり
がとうございます。お父ちゃんの大好きな榧
の香りを入れてます。ぜひご賞味ください。
•石川　健　70歳の誕生日を祝っていただき
ましてありがとうございます。この度は、Ｉ
Ｍの実行委員長を拝命しておきながら、体調
不良により辞任いたしました。会員の皆さま
に多大なるご迷惑をおかけしまして、誠に申
し訳ありません。登録委員会で頑張ります。
•浦田健治　誕生祝いを頂きありがとうござ
いました。
•岡﨑勇樹　誕生祝いありがとうございます。

47歳になりました。健康に気を付けて今年も
がんばります。
•土居祐三　誕生日と結婚記念日のお祝いの
お礼です。市川さん、入会おめでとうござい
ます。真面目に気楽に頑張ってください。
•松本隆之　誕生祝いありがとうございまし
た。何と明日で50歳になります。
•松井洋介　家内の誕生日にとてもきれいな
お花を頂きありがとうございました。家内は
横浜にいて渡せないので、枯れないように私
が世話をします。あまり自信はありませんが
…
•関　淑公　結婚記念日のお礼。結婚55年に
なると思う。
•前田　博　結婚記念日、お祝いありがとう
ございました。用心しながら旅行を計画して
います。
•五百蔵誠一　家庭記念日のお祝いありがと
うございました。
•田中伸樹　この度は、結婚記念のお祝いを
頂きありがとうございました。諸先輩のご夫
婦に負けないよう、これからも楽しく過ごし
たいと思います。
•森田倫光　結婚９年目を迎えました。妻の
我慢に感謝です。ありがとうございました。
•中西克行　結婚記念のお祝いありがとうご
ざいます。19回目です。来年は、結婚成人式
ですネ。
•沖　卓史　家庭記念日のお礼。金婚式まで
10年を切りました。
•西山忠利　入会記念の品ありがとうござい
ます。
•西内俊介　入会して丸７年になりました。
今後もよろしくお願いいたします。さて、篠
原ガバナー遠方よりご来高ありがとうござい
ます。随行員の上池君、お久し振り。また高
知に帰ってきたとき正（しょう）ちゃんと飲
みに行きましょう。



◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんばんは。
篠原徹ガバナーをお迎え
して、創立記念夜間例会
がこのように開催される
ことは大変光栄なことで
あり、心から感謝し、歓

迎申し上げます。今日はどうもありがとうご
ざいます。そして北岡守男ガバナー補佐、随
行の上池裕さん、ようこそ高知東ＲＣへ。ま
た、水曜会の皆さま、ようこそ。
　今日の夜間例会はコロナウイルス感染拡大
防止の観点から、随分と制約をかけた内容に
なっていますが、限られた中で有意義な時間
をお過ごしいただけると嬉しく思います。
　篠原ガバナーのホームクラブである高松東
ＲＣは、高知東ＲＣと同じ1968年の創立です
が、創立日が６月29日ですから少し先輩クラ
ブになります。個人的には３年前の９月５日、
柳澤パストガバナーの随行員として訪ねまし
た。さらに、高松東ＲＣの次期会長の森和夫
さんは私と同業で、先週、高松市内でご一緒
させていただいたという、あれやこれやで随
分と親しみの湧く、勝手にですが強いご縁を
感じているところです。
　篠原ガバナーにおかれては、コロナ感染拡
大という大変な年度の要職に就かれてご苦労

の絶えない日々を過ごされていると思います。
ガバナーは、地区のテーマを「行動するロー
タリーを目指そう」と示されました。行動す
るという言葉に込められた深い意味も承知し
ていますが、実際のところ、行動が制限され
ている中で精力的にガバナー公式訪問をこな
されています。心から敬意を表するとともに
感謝申し上げます。ご苦労様でございます。
　さて、私たちの高知東ＲＣは10月９日で52
年になります。1968年、29名で高知クラブさ
ん、高知南クラブさんのスポンサーで創立し
ました。最も会員歴の長いのは、もちろんチ
ャーターメンバーの西山さん、そして対局の
最も短いのは、本日入会される市川さん。創
立以来208名の方が東クラブに入会され、退
会等をされた方も含めていろんな方と未だに
交流があります。水曜会の皆さんの活動もあ
って、長いお付き合いが続いている。そうい
ったロータリーの出会いに感謝し、そして、
これからの出会いにも大いに期待したいと思
っています。
　高知東ＲＣといえば出席率100％が私たち
の大きな誇りでもあります。昨年度まで、年
間100％達成回数、31回を記録しています。
これは会員の連帯意識の源になっているので
はないかと思いますし、逆に連帯意識の体現
であるとも言えるのではないかと思います。
一人一人が努力をし、全員が同じ方向に向
かって努力することによって達成されること
です。今後も続けてまいりましょう。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

　私はこのクラブの個性について思うとき、
亡くなられた元会長の谷辰二さんの言葉を思
い出します。「このクラブはアカデミックで
なければならない」と言ったことだったと記
憶しています。私は、その教えを十分に達成
していない、十分な理解をしていないという
のが正直なところで、今、会長として谷さん
の真意をもう少し具体的に聞いておけば良
かったかなと思います。辞書によると、アカ
デミックには学問の分野で正統的で堅実であ
る。あるいは学究的といった意味があるよう
です。平たく解釈すると意味が変わるかもし
れませんが、谷さんは、とにかくロータリ
ーを学ぶだけでなくて、研究し、それを実践
するようにと、入会間もない私たちに教えて
くれたのではないかと思います。
　今後も、この言葉を念頭にロータリーと長
く関係していきたいと思っています。
　いささか簡単ですが、高知東ＲＣ52年の記
念すべき日にあたり、皆さんとお祝いすると
ともに、ご参会の皆さんのご健勝とご多幸を
心からお祈りいたしまして、創立記念夜間例
会の会長挨拶といたします。今日はよろしく
お願いいたします。
◇来訪ロータリアン及びお客さま
　国際ロータリー第2670地区ガバナー
　　篠原　徹氏
　高知第Ⅰ分区ガバナー補佐
　　北岡守男氏（高知中央ＲＣ）
　随行員
　　上池　裕氏（高松東ＲＣ）
　水曜会
　　浦田比奈子さん　　沖　伸歩子さん
　　猿田　静子さん　　田中　まみさん
　　西山加奈子さん　　松﨑　範子さん
　ピアノ伴奏
　　小笠原貴美子さん
◇新入会員紹介
　　　　　　•氏　　名　市川　哲司
　　　　　　•生年月日　昭和48年８月12日
　　　　　　•職　　業　市川哲司税理士
　　　　　　　　　　　　事務所
　　　　　　•配　偶　者　由紀
•趣　　味　ゴルフ、蘭園芸
•専任アドバイザー　岡本淳一会員

•市川哲司氏挨拶
　このような尊厳と威厳に満ちた会に入会さ
せていただき、本当に光栄です。至らぬとこ
ろがあると思いますが、どうぞよろしくお願
いいたします。
◇ＩＭ実行委員会より

　この度、石川会員に代
わりＩＭ実行委員長を務
めることになりました。
技量、裁量はございませ
ん。健康で元気だけの私
ですが、どうぞよろしく

お願いします。
　昨今の may be・かもしれない。中止にな
るかもしれないということはあり得ない、ホ
ストクラブとしてＩＭは実行するということ
で既に準備を進めていることをご報告します。
　安全第一で十分なコロナ対策も考えて、皆
さんに安心して参加していただけるためには、
クラブ全員で進める必要があります。皆さん
のご理解、ご協力により、意義あるＩＭが開
催できるようにお願い申し上げ、簡単ですが
就任挨拶とします。
◇10月の会員祝日（敬称略）
•会員誕生日　
　浦田　健治
　土居　祐三
　岡﨑　勇樹
　野町　和也
　松本　隆之　　鬼頭　愼一　　石川　　健
•配偶者誕生日
　松井　智子　　寺尾　幸子　　岡本多美子
•家庭記念日
　沖　　卓史　　森田　倫光　　近森　範久
　中西　克行　　土居　祐三　　前田　　博
　関　　淑公　　西村　美香　　田中　伸樹
　五百蔵誠一
•入会記念日
　鬼田　知明　　西内　俊介　　西山　忠利
　山崎　敏朗
◇篠原　徹ガバナー
　とバナーの交換を
　行いました。

　とは言いながら、世界のロータリーは時代
の流れとともにどんどん変わっています。
2016年、2019年の規定審議会ではロータリー
の根幹を揺るがすような変更も行われていま
す。ひょっとしたら2016年は、世界のロータ
リーのターニングポイントだったのかもしれ
ません。この流れは、私は多分、元には戻ら
ないと思います。今後も、次々と時代や世界
の流れに沿って、新しい案も出てくるでしょ
う。そのとき、こちらのように伝統的な素晴
らしい会がずっと続くことは難しいかもしれ
ません。ただ、私が思う最後のよりどころ、
それはロータリアンの奉仕の心。つまりロー
タリアンとは何であるかということです。　
　先ほど歌った「四つのテスト」これは世界
共通です。それと五つの中核的価値観、ロー
タリーの綱領、これだけは決して忘れてはい
けない。この扇の要がほどけてしまうと、バ
ラバラになってしまいます。表面的なこと
は、今以上に変わっていくかも分かりません
が、ロータリーのロータリーたる倫理、心の
持ち方等々は変わらないと思います。ここだ
けは、皆さんもしっかり心に留めておいてい
ただきたいと思います。
　私は、24歳のときから50年間内科医を務め
てきました。ですから、コロナについて、今
後の見通しがたたないというのが本当だと思
います。山中伸也先生もインタビューで「こ
ういうパンデミックはどうなるか分からない。
だから、本当のところ、ストーリーが書けま
せん」とおっしゃっていました。が、そうは
いっても、私も職業柄、毎日毎日、一般の方
よりは情報やニュース等で見ていて、大体の
コンセンサスはどうかという話です。パンデ
ミックというのは例がありません。唯一の例
は100年前のスペイン風邪です。時は第二次
世界大戦、欧州を中心に大戦争が起こり、そ
の最中にパンデミックが起こりました。若い
兵士がいろんな所で戦うために移動して、世
界中に広がりました。５億人が発症し5,000
万人が亡くなりました。人類滅亡じゃないか
という話ですが、戦争が終わったら風邪も終
息したんです。２年間かかりました。
　当時は、ワクチンもありません。ＰＣＲ検
査もできない、自然になすがままでも、それ
でも２年で収まったんです。人類は滅亡しま

◇米山記念奨学会より
　前川美智子会員
　（第３回マルチプ
　　ルポールハリス
　　フェローバッチ）

◇会　長　報　告
・ＩＭ実行委員会の組織表をお配りしました。
全会員参加でお願いします。
◇幹事報告
・10月のロータリーレートは１ドル105円です。
・来週10月14日、11時50分から理事会を行い
ます。

せんでした。これは、今から思うと、５億人
が感染したということは、本当はその10倍ぐ
らいが感染している。今度のコロナも報告で
は3,300万が感染したと言われていますが、
全人口を調べたら、本当はその10倍から20倍
は感染しているんじゃないかという先生もい
ます。そういう意味でいうと、５億人が感染
ということは本当は何十億の人が感染してい
たかもしれない。そこまでいくと、さすがに
ワクチンを打ったと同じことで、ウイルスに
対する抗体ができて、ようやく自然に収まる
ということです。要するに、パンデミックは
延々とは続かない。ある程度の感染者が出れ
ば出るほど、時間がたてばたつほど抗体を持
つ人が多くなります。
　今は第２波の最後の山場だと言われていま
すが、この秋以降、第３、第４、第５波と来
る可能性はあります。スペイン風邪のときは
第５波までいきました。山が起こるけれども、
だんだんと平坦になっていって一応終息。で
すが、ウイルスはずっといるわけです。コロ
ナウイルスもパンデミックになった以上、地
球上から消えることはありません。だけど、
日常生活は、来年ぐらいには平坦になってウ
イルスも減って、ひょっとしたらマスクも取
れるかもしれない。
　今、ワクチンを西側諸国の四つの会社が開
発しています。一番有名なのはオックスフォ
ード大学の医学部の先生が開発したもので、
現在１万人ぐらいで最終試験をしています。
いいワクチンができた、あらゆる人に打った
らちゃんと抗体ができた。だけど、それだけ
ではいけない。副作用はどうか、どのぐらい
で効果があるか、最終チェックをしています
が、多分これはうまくいくだろうというデー
タです。もう一つは、アメリカのファイザー。
ここも同じようなレベルで、ほぼ完成形に近
いと言われていて、来年の春ごろには、皆さ
んに打つことができるのではないかというの
が、今のコンセンサスのようです。
　先日のニュースでは、日本は１億2,000万
本は確保した。全人口分を確保して予算も付
けたと報道されていました。ですから、来年
の秋ぐらいには皆さんがワクチンを打って、
感染者数もどんどん減っていく。そんなふう
にひょっとしたらなるかもしれません。

　２月にはＩＭが開かれます。そのとき、コ
ロナがどうなっているかちょっと分かりませ
んが、コロナに対して、来年は少し終息に向
かう年になるんじゃないか。ロータリーの活
動も含めて、日常的にマスクなしで、密もあ
りという生活に戻る可能性が高いのではない

かと、私は思っています。
　本当は、ロータリーの話をしなければいけ
ませんが、私は医者ですのでコロナについて、
少しお話をさせていただきました。皆さん、
今日はありがとうございました。　

　皆さん、改めましてこんばんは。私、本年
度2020－2021年度地区ガバナーを仰せつかっ
ています篠原　徹と申します。所属は香川県
高松の高松東ＲＣです。この１年間、ご指導、
ご協力を賜りますようにお願いいたします。
　先ほど、竹村会長さんから、高松東ＲＣと
の高知東ＲＣは目に見えない縁があるという
お話がありましたが、全く私も同感です。フ
ラグには Kochi east 当然ですが、私のとこ
ろは Takamatsu east 。個人的にも、私のガ
バナー指名の出発点は高知です。2017年、柳
澤パストガバナーと高知東ＲＣが主催された
高知大会で、私は柳澤パストガバナーから、
ガバナーデグジネイトとして指名されました。
以後、何回か高知には足を運んでいます。
　また、私どものクラブとこちらのクラブは、
規模も歴史もほとんど一緒です。私どもも２
年前に50周年記念式典を行いましたし、会員
数も50人前後、何か不思議な縁で結ばれてい
るクラブ同士です。非常に、親近感を抱いて
います。
　先ほど、別室で竹村会長、西森幹事とお話
しましたが、男性会長と女性幹事、本当にい
いコンビですね。私もこういう立場ですか
ら、いろんなクラブさんを訪問しますが、お
世辞抜きで、東クラブさんは正統派で、これ
ぞまさに日本のロータリークラブだという伝
統的で和やかなクラブ運営をされていると思
います。

　また、いろいろお話を聞く中で、2005－
2006年度以降14年連続で出席率100％が、自
然にできている。強制ではなくて、素晴らし
いことです。なかなかできないことが自然に
続いているのは素晴らしいことです。そし
て、女性会員７名。ちょっと秘密をお聞きす
ると、女性会員と会員奥さまの会、水曜会と
いうのがあって、女性同士の横のつながりが
あることが、女性会員増加にもなっているの
ではないかとのことですが、なかなかこうい
うクラブはないと思います。ぜひ、今後も続
けて行かれたらと思います。
　今年はコロナでどのクラブも自粛が続き奉
仕活動ができていませんが、東クラブさんは
これまでに浦戸湾河川清掃、バザー、繁華街
パトロール等々の奉仕活動をされています。
ユニークなのは、西森幹事さんが奉仕活動が
マンネリ化しないように、例えば、おむつバ
ンクとか、いろいろ新しいアイデアを皆さん
から募っているとおっしゃってました。これ
からもどんどん新しいアイデアを出して、さ
らに奉仕活動を続けていただけたらと思いま
す。
　ガバナーというのは、本来は、ロータリー
も時代とともに少しずつ改革をしていこうと
いった話をすべきなんです。がしかし、こち
らのようにかっちりとした、一つの日本的な
クラブ運用の仕方、これはこれでいいのでは
ないかと思っています。

◇出席率報告

•篠原　徹ガバナー　よろしくお願いいたし
ます。
•竹村克彦　篠原ガバナー、北岡ガバナー補
佐、随行の上池裕さん、ようこそ高知東ＲＣ
へ。
•西森やよい　篠原徹ガバナー、北岡守男ガ
バナー補佐、随行の上池裕さん、ようこそお
越し下さいました。無事に本日を迎えられま
したこと、幹事として心より安堵しておりま
す。
•鬼田知明　前川さん、世界初のかやの実を
使ったクラフトビールの誕生おめでとうござ
います。とても美味しい出来映えですね。入
会記念品のお礼も。
•市川哲司　本日入会の市川です。よろしく
お願いします。
•𠮷永光男　ＩＭのことよろしく。市川さん、
入会おめでとうございます。
•前川美智子　本日会場にてＴＯＳＡＫＯさ
んのかやの森ビールを販売していただきあり
がとうございます。お父ちゃんの大好きな榧
の香りを入れてます。ぜひご賞味ください。
•石川　健　70歳の誕生日を祝っていただき
ましてありがとうございます。この度は、Ｉ
Ｍの実行委員長を拝命しておきながら、体調
不良により辞任いたしました。会員の皆さま
に多大なるご迷惑をおかけしまして、誠に申
し訳ありません。登録委員会で頑張ります。
•浦田健治　誕生祝いを頂きありがとうござ
いました。
•岡﨑勇樹　誕生祝いありがとうございます。

47歳になりました。健康に気を付けて今年も
がんばります。
•土居祐三　誕生日と結婚記念日のお祝いの
お礼です。市川さん、入会おめでとうござい
ます。真面目に気楽に頑張ってください。
•松本隆之　誕生祝いありがとうございまし
た。何と明日で50歳になります。
•松井洋介　家内の誕生日にとてもきれいな
お花を頂きありがとうございました。家内は
横浜にいて渡せないので、枯れないように私
が世話をします。あまり自信はありませんが
…
•関　淑公　結婚記念日のお礼。結婚55年に
なると思う。
•前田　博　結婚記念日、お祝いありがとう
ございました。用心しながら旅行を計画して
います。
•五百蔵誠一　家庭記念日のお祝いありがと
うございました。
•田中伸樹　この度は、結婚記念のお祝いを
頂きありがとうございました。諸先輩のご夫
婦に負けないよう、これからも楽しく過ごし
たいと思います。
•森田倫光　結婚９年目を迎えました。妻の
我慢に感謝です。ありがとうございました。
•中西克行　結婚記念のお祝いありがとうご
ざいます。19回目です。来年は、結婚成人式
ですネ。
•沖　卓史　家庭記念日のお礼。金婚式まで
10年を切りました。
•西山忠利　入会記念の品ありがとうござい
ます。
•西内俊介　入会して丸７年になりました。
今後もよろしくお願いいたします。さて、篠
原ガバナー遠方よりご来高ありがとうござい
ます。随行員の上池君、お久し振り。また高
知に帰ってきたとき正（しょう）ちゃんと飲
みに行きましょう。

10月７日

９月23日

総数
－3 54
－2 53

出席
41
49

欠席
4
0

メイク
アップ HC出席率
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出席率
92.16％
100％
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◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんばんは。
篠原徹ガバナーをお迎え
して、創立記念夜間例会
がこのように開催される
ことは大変光栄なことで
あり、心から感謝し、歓

迎申し上げます。今日はどうもありがとうご
ざいます。そして北岡守男ガバナー補佐、随
行の上池裕さん、ようこそ高知東ＲＣへ。ま
た、水曜会の皆さま、ようこそ。
　今日の夜間例会はコロナウイルス感染拡大
防止の観点から、随分と制約をかけた内容に
なっていますが、限られた中で有意義な時間
をお過ごしいただけると嬉しく思います。
　篠原ガバナーのホームクラブである高松東
ＲＣは、高知東ＲＣと同じ1968年の創立です
が、創立日が６月29日ですから少し先輩クラ
ブになります。個人的には３年前の９月５日、
柳澤パストガバナーの随行員として訪ねまし
た。さらに、高松東ＲＣの次期会長の森和夫
さんは私と同業で、先週、高松市内でご一緒
させていただいたという、あれやこれやで随
分と親しみの湧く、勝手にですが強いご縁を
感じているところです。
　篠原ガバナーにおかれては、コロナ感染拡
大という大変な年度の要職に就かれてご苦労

の絶えない日々を過ごされていると思います。
ガバナーは、地区のテーマを「行動するロー
タリーを目指そう」と示されました。行動す
るという言葉に込められた深い意味も承知し
ていますが、実際のところ、行動が制限され
ている中で精力的にガバナー公式訪問をこな
されています。心から敬意を表するとともに
感謝申し上げます。ご苦労様でございます。
　さて、私たちの高知東ＲＣは10月９日で52
年になります。1968年、29名で高知クラブさ
ん、高知南クラブさんのスポンサーで創立し
ました。最も会員歴の長いのは、もちろんチ
ャーターメンバーの西山さん、そして対局の
最も短いのは、本日入会される市川さん。創
立以来208名の方が東クラブに入会され、退
会等をされた方も含めていろんな方と未だに
交流があります。水曜会の皆さんの活動もあ
って、長いお付き合いが続いている。そうい
ったロータリーの出会いに感謝し、そして、
これからの出会いにも大いに期待したいと思
っています。
　高知東ＲＣといえば出席率100％が私たち
の大きな誇りでもあります。昨年度まで、年
間100％達成回数、31回を記録しています。
これは会員の連帯意識の源になっているので
はないかと思いますし、逆に連帯意識の体現
であるとも言えるのではないかと思います。
一人一人が努力をし、全員が同じ方向に向
かって努力することによって達成されること
です。今後も続けてまいりましょう。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

　私はこのクラブの個性について思うとき、
亡くなられた元会長の谷辰二さんの言葉を思
い出します。「このクラブはアカデミックで
なければならない」と言ったことだったと記
憶しています。私は、その教えを十分に達成
していない、十分な理解をしていないという
のが正直なところで、今、会長として谷さん
の真意をもう少し具体的に聞いておけば良
かったかなと思います。辞書によると、アカ
デミックには学問の分野で正統的で堅実であ
る。あるいは学究的といった意味があるよう
です。平たく解釈すると意味が変わるかもし
れませんが、谷さんは、とにかくロータリ
ーを学ぶだけでなくて、研究し、それを実践
するようにと、入会間もない私たちに教えて
くれたのではないかと思います。
　今後も、この言葉を念頭にロータリーと長
く関係していきたいと思っています。
　いささか簡単ですが、高知東ＲＣ52年の記
念すべき日にあたり、皆さんとお祝いすると
ともに、ご参会の皆さんのご健勝とご多幸を
心からお祈りいたしまして、創立記念夜間例
会の会長挨拶といたします。今日はよろしく
お願いいたします。
◇来訪ロータリアン及びお客さま
　国際ロータリー第2670地区ガバナー
　　篠原　徹氏
　高知第Ⅰ分区ガバナー補佐
　　北岡守男氏（高知中央ＲＣ）
　随行員
　　上池　裕氏（高松東ＲＣ）
　水曜会
　　浦田比奈子さん　　沖　伸歩子さん
　　猿田　静子さん　　田中　まみさん
　　西山加奈子さん　　松﨑　範子さん
　ピアノ伴奏
　　小笠原貴美子さん
◇新入会員紹介
　　　　　　•氏　　名　市川　哲司
　　　　　　•生年月日　昭和48年８月12日
　　　　　　•職　　業　市川哲司税理士
　　　　　　　　　　　　事務所
　　　　　　•配　偶　者　由紀
•趣　　味　ゴルフ、蘭園芸
•専任アドバイザー　岡本淳一会員

•市川哲司氏挨拶
　このような尊厳と威厳に満ちた会に入会さ
せていただき、本当に光栄です。至らぬとこ
ろがあると思いますが、どうぞよろしくお願
いいたします。
◇ＩＭ実行委員会より

　この度、石川会員に代
わりＩＭ実行委員長を務
めることになりました。
技量、裁量はございませ
ん。健康で元気だけの私
ですが、どうぞよろしく

お願いします。
　昨今の may be・かもしれない。中止にな
るかもしれないということはあり得ない、ホ
ストクラブとしてＩＭは実行するということ
で既に準備を進めていることをご報告します。
　安全第一で十分なコロナ対策も考えて、皆
さんに安心して参加していただけるためには、
クラブ全員で進める必要があります。皆さん
のご理解、ご協力により、意義あるＩＭが開
催できるようにお願い申し上げ、簡単ですが
就任挨拶とします。
◇10月の会員祝日（敬称略）
•会員誕生日　
　浦田　健治
　土居　祐三
　岡﨑　勇樹
　野町　和也
　松本　隆之　　鬼頭　愼一　　石川　　健
•配偶者誕生日
　松井　智子　　寺尾　幸子　　岡本多美子
•家庭記念日
　沖　　卓史　　森田　倫光　　近森　範久
　中西　克行　　土居　祐三　　前田　　博
　関　　淑公　　西村　美香　　田中　伸樹
　五百蔵誠一
•入会記念日
　鬼田　知明　　西内　俊介　　西山　忠利
　山崎　敏朗
◇篠原　徹ガバナー
　とバナーの交換を
　行いました。

　とは言いながら、世界のロータリーは時代
の流れとともにどんどん変わっています。
2016年、2019年の規定審議会ではロータリー
の根幹を揺るがすような変更も行われていま
す。ひょっとしたら2016年は、世界のロータ
リーのターニングポイントだったのかもしれ
ません。この流れは、私は多分、元には戻ら
ないと思います。今後も、次々と時代や世界
の流れに沿って、新しい案も出てくるでしょ
う。そのとき、こちらのように伝統的な素晴
らしい会がずっと続くことは難しいかもしれ
ません。ただ、私が思う最後のよりどころ、
それはロータリアンの奉仕の心。つまりロー
タリアンとは何であるかということです。　
　先ほど歌った「四つのテスト」これは世界
共通です。それと五つの中核的価値観、ロー
タリーの綱領、これだけは決して忘れてはい
けない。この扇の要がほどけてしまうと、バ
ラバラになってしまいます。表面的なこと
は、今以上に変わっていくかも分かりません
が、ロータリーのロータリーたる倫理、心の
持ち方等々は変わらないと思います。ここだ
けは、皆さんもしっかり心に留めておいてい
ただきたいと思います。
　私は、24歳のときから50年間内科医を務め
てきました。ですから、コロナについて、今
後の見通しがたたないというのが本当だと思
います。山中伸也先生もインタビューで「こ
ういうパンデミックはどうなるか分からない。
だから、本当のところ、ストーリーが書けま
せん」とおっしゃっていました。が、そうは
いっても、私も職業柄、毎日毎日、一般の方
よりは情報やニュース等で見ていて、大体の
コンセンサスはどうかという話です。パンデ
ミックというのは例がありません。唯一の例
は100年前のスペイン風邪です。時は第二次
世界大戦、欧州を中心に大戦争が起こり、そ
の最中にパンデミックが起こりました。若い
兵士がいろんな所で戦うために移動して、世
界中に広がりました。５億人が発症し5,000
万人が亡くなりました。人類滅亡じゃないか
という話ですが、戦争が終わったら風邪も終
息したんです。２年間かかりました。
　当時は、ワクチンもありません。ＰＣＲ検
査もできない、自然になすがままでも、それ
でも２年で収まったんです。人類は滅亡しま

◇米山記念奨学会より
　前川美智子会員
　（第３回マルチプ
　　ルポールハリス
　　フェローバッチ）

◇会　長　報　告
・ＩＭ実行委員会の組織表をお配りしました。
全会員参加でお願いします。
◇幹事報告
・10月のロータリーレートは１ドル105円です。
・来週10月14日、11時50分から理事会を行い
ます。

せんでした。これは、今から思うと、５億人
が感染したということは、本当はその10倍ぐ
らいが感染している。今度のコロナも報告で
は3,300万が感染したと言われていますが、
全人口を調べたら、本当はその10倍から20倍
は感染しているんじゃないかという先生もい
ます。そういう意味でいうと、５億人が感染
ということは本当は何十億の人が感染してい
たかもしれない。そこまでいくと、さすがに
ワクチンを打ったと同じことで、ウイルスに
対する抗体ができて、ようやく自然に収まる
ということです。要するに、パンデミックは
延々とは続かない。ある程度の感染者が出れ
ば出るほど、時間がたてばたつほど抗体を持
つ人が多くなります。
　今は第２波の最後の山場だと言われていま
すが、この秋以降、第３、第４、第５波と来
る可能性はあります。スペイン風邪のときは
第５波までいきました。山が起こるけれども、
だんだんと平坦になっていって一応終息。で
すが、ウイルスはずっといるわけです。コロ
ナウイルスもパンデミックになった以上、地
球上から消えることはありません。だけど、
日常生活は、来年ぐらいには平坦になってウ
イルスも減って、ひょっとしたらマスクも取
れるかもしれない。
　今、ワクチンを西側諸国の四つの会社が開
発しています。一番有名なのはオックスフォ
ード大学の医学部の先生が開発したもので、
現在１万人ぐらいで最終試験をしています。
いいワクチンができた、あらゆる人に打った
らちゃんと抗体ができた。だけど、それだけ
ではいけない。副作用はどうか、どのぐらい
で効果があるか、最終チェックをしています
が、多分これはうまくいくだろうというデー
タです。もう一つは、アメリカのファイザー。
ここも同じようなレベルで、ほぼ完成形に近
いと言われていて、来年の春ごろには、皆さ
んに打つことができるのではないかというの
が、今のコンセンサスのようです。
　先日のニュースでは、日本は１億2,000万
本は確保した。全人口分を確保して予算も付
けたと報道されていました。ですから、来年
の秋ぐらいには皆さんがワクチンを打って、
感染者数もどんどん減っていく。そんなふう
にひょっとしたらなるかもしれません。

　２月にはＩＭが開かれます。そのとき、コ
ロナがどうなっているかちょっと分かりませ
んが、コロナに対して、来年は少し終息に向
かう年になるんじゃないか。ロータリーの活
動も含めて、日常的にマスクなしで、密もあ
りという生活に戻る可能性が高いのではない

かと、私は思っています。
　本当は、ロータリーの話をしなければいけ
ませんが、私は医者ですのでコロナについて、
少しお話をさせていただきました。皆さん、
今日はありがとうございました。　

　皆さん、改めましてこんばんは。私、本年
度2020－2021年度地区ガバナーを仰せつかっ
ています篠原　徹と申します。所属は香川県
高松の高松東ＲＣです。この１年間、ご指導、
ご協力を賜りますようにお願いいたします。
　先ほど、竹村会長さんから、高松東ＲＣと
の高知東ＲＣは目に見えない縁があるという
お話がありましたが、全く私も同感です。フ
ラグには Kochi east 当然ですが、私のとこ
ろは Takamatsu east 。個人的にも、私のガ
バナー指名の出発点は高知です。2017年、柳
澤パストガバナーと高知東ＲＣが主催された
高知大会で、私は柳澤パストガバナーから、
ガバナーデグジネイトとして指名されました。
以後、何回か高知には足を運んでいます。
　また、私どものクラブとこちらのクラブは、
規模も歴史もほとんど一緒です。私どもも２
年前に50周年記念式典を行いましたし、会員
数も50人前後、何か不思議な縁で結ばれてい
るクラブ同士です。非常に、親近感を抱いて
います。
　先ほど、別室で竹村会長、西森幹事とお話
しましたが、男性会長と女性幹事、本当にい
いコンビですね。私もこういう立場ですか
ら、いろんなクラブさんを訪問しますが、お
世辞抜きで、東クラブさんは正統派で、これ
ぞまさに日本のロータリークラブだという伝
統的で和やかなクラブ運営をされていると思
います。

　また、いろいろお話を聞く中で、2005－
2006年度以降14年連続で出席率100％が、自
然にできている。強制ではなくて、素晴らし
いことです。なかなかできないことが自然に
続いているのは素晴らしいことです。そし
て、女性会員７名。ちょっと秘密をお聞きす
ると、女性会員と会員奥さまの会、水曜会と
いうのがあって、女性同士の横のつながりが
あることが、女性会員増加にもなっているの
ではないかとのことですが、なかなかこうい
うクラブはないと思います。ぜひ、今後も続
けて行かれたらと思います。
　今年はコロナでどのクラブも自粛が続き奉
仕活動ができていませんが、東クラブさんは
これまでに浦戸湾河川清掃、バザー、繁華街
パトロール等々の奉仕活動をされています。
ユニークなのは、西森幹事さんが奉仕活動が
マンネリ化しないように、例えば、おむつバ
ンクとか、いろいろ新しいアイデアを皆さん
から募っているとおっしゃってました。これ
からもどんどん新しいアイデアを出して、さ
らに奉仕活動を続けていただけたらと思いま
す。
　ガバナーというのは、本来は、ロータリー
も時代とともに少しずつ改革をしていこうと
いった話をすべきなんです。がしかし、こち
らのようにかっちりとした、一つの日本的な
クラブ運用の仕方、これはこれでいいのでは
ないかと思っています。

◇出席率報告

•篠原　徹ガバナー　よろしくお願いいたし
ます。
•竹村克彦　篠原ガバナー、北岡ガバナー補
佐、随行の上池裕さん、ようこそ高知東ＲＣ
へ。
•西森やよい　篠原徹ガバナー、北岡守男ガ
バナー補佐、随行の上池裕さん、ようこそお
越し下さいました。無事に本日を迎えられま
したこと、幹事として心より安堵しておりま
す。
•鬼田知明　前川さん、世界初のかやの実を
使ったクラフトビールの誕生おめでとうござ
います。とても美味しい出来映えですね。入
会記念品のお礼も。
•市川哲司　本日入会の市川です。よろしく
お願いします。
•𠮷永光男　ＩＭのことよろしく。市川さん、
入会おめでとうございます。
•前川美智子　本日会場にてＴＯＳＡＫＯさ
んのかやの森ビールを販売していただきあり
がとうございます。お父ちゃんの大好きな榧
の香りを入れてます。ぜひご賞味ください。
•石川　健　70歳の誕生日を祝っていただき
ましてありがとうございます。この度は、Ｉ
Ｍの実行委員長を拝命しておきながら、体調
不良により辞任いたしました。会員の皆さま
に多大なるご迷惑をおかけしまして、誠に申
し訳ありません。登録委員会で頑張ります。
•浦田健治　誕生祝いを頂きありがとうござ
いました。
•岡﨑勇樹　誕生祝いありがとうございます。

47歳になりました。健康に気を付けて今年も
がんばります。
•土居祐三　誕生日と結婚記念日のお祝いの
お礼です。市川さん、入会おめでとうござい
ます。真面目に気楽に頑張ってください。
•松本隆之　誕生祝いありがとうございまし
た。何と明日で50歳になります。
•松井洋介　家内の誕生日にとてもきれいな
お花を頂きありがとうございました。家内は
横浜にいて渡せないので、枯れないように私
が世話をします。あまり自信はありませんが
…
•関　淑公　結婚記念日のお礼。結婚55年に
なると思う。
•前田　博　結婚記念日、お祝いありがとう
ございました。用心しながら旅行を計画して
います。
•五百蔵誠一　家庭記念日のお祝いありがと
うございました。
•田中伸樹　この度は、結婚記念のお祝いを
頂きありがとうございました。諸先輩のご夫
婦に負けないよう、これからも楽しく過ごし
たいと思います。
•森田倫光　結婚９年目を迎えました。妻の
我慢に感謝です。ありがとうございました。
•中西克行　結婚記念のお祝いありがとうご
ざいます。19回目です。来年は、結婚成人式
ですネ。
•沖　卓史　家庭記念日のお礼。金婚式まで
10年を切りました。
•西山忠利　入会記念の品ありがとうござい
ます。
•西内俊介　入会して丸７年になりました。
今後もよろしくお願いいたします。さて、篠
原ガバナー遠方よりご来高ありがとうござい
ます。随行員の上池君、お久し振り。また高
知に帰ってきたとき正（しょう）ちゃんと飲
みに行きましょう。

ガバナー補佐訪問 クラブ協議会
2020年９月23日㈬　於：ザ クラウンパレス新阪急高知

米　山　協　議　会
2020年９月26日㈯　於：高知市文化プラザかるぽーと



●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
394,861円
81,300円
476,161円

6,388円
0円

6,388円

401,249円
81,300円
482,549円

チビニコ 合　計

10月７日
今期の累計

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

■高知東ＲＣ当面の日程
10月28日㈬　役員会
11月４日㈬　定例理事会
11月11日㈬　ロータリー休日
11月18日㈬　第４回クラブ協議会
　　　　　　（例会終了後）
11月25日㈬　役員会
12月２日㈬　五大奉仕中間発表・年次総会
　　　　　　定例理事会
12月16日㈬　役員会（例会前）
12月23日㈬　忘年夜間例会（ラ・ヴィータ）
12月30日㈬　休会（年末年始）

■例会変更のお知らせ
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
高知北ＲＣ　　11月２日㈪　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　11月５日㈭　休会
高知南ＲＣ　　11月12日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　11月13日㈮　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　11月17日㈫　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　11月19日㈭　職場例会

ガバナー訪問  ガバナー・会長・幹事懇談会
2020年10月７日㈬　於：ザ クラウンパレス新阪急高知
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