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本日　１月13日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「自分と母国紹介」

米山記念奨学生 レ・ティ・フィエン さん

次週　１月20日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「会計からの報告と提案について」

会計 寺村　　勉 会員

第2477回　例会報告／令和２年12月２日　天候　晴
◇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。12
月は「疾病予防と治療月
間」です。奇しくもとい
いますか、折しも高知県
内のコロナの感染者数が
しばらくゼロでしたが、

昨日５名、そして今日もおそらく１名以上と
発表される状況で、非常に悩ましいことにな
りました。
　話は代わりますが、コロナの影響が一番少
なかった10月、念願が叶い十津川村というと
ころへ行ってまいりました。十津川村は奈良
県です。奈良県といえば飛鳥時代の都で、史
跡が多いところですが、実は山間地も非常に
多い県です。紀伊半島のほぼど真ん中に位置
し、奈良県の中では一番南の端にある山間地
ばかりの地域が十津川村です。ここは昔から、
都に近いことと、地形が非常に入りくんでい
るということで、位の高い方々が隠れ住むの
に好都合であったため、僻地でありながらと
ても文化的に高いところであったようです。
　私個人的には、明治時代に大水害に見舞わ
れて村民2,500人ぐらいが大挙して北海道に
移り住み、新十津川村というのをつくったと
いうのをテレビ番組で見てから興味を覚えて
いました。それと高校生のころから、日本列

島を眺めるとき地形的なものに注目してみる
ことがあって、高知県は中央構造線の南側に
ありますが、奈良県南部も中央構造線の南側
に位置しており、地形的にも高知と似たもの
があるのではないか、ちょっと行ってみたい
なという思いがありました。
　実は家族が奈良県にご縁ができたというこ
とで、その親戚の家を訪ねるのを口実に十津
川村まで足を延ばしてみました。実際、行っ
てみると、四国で言えば大歩危・小歩危から
本山町辺りに至る吉野川流域、あるいはかず
ら橋で有名な祖谷渓谷のような地形がほとん
どです。人が生活道として使う徒歩だけ渡れ
る日本一長いつり橋があります。それが最近
でいうところのインスタ映えする場所でした。
資料館に立ち寄ってみました。一番印象に残
ったのは、自分が土地家屋調査士という仕事
をしている関係もあって、明治初期の検地の
基になる豊臣秀吉が行った太閤検地というの
がありますが、十津川村は太閤検地を行う前
に50年くらいかけて検地を行ったそうです。
そういった部分でも昔から知識レベルが高か
ったのではないかということが伺えるところ
です。
　その他に資料館には、タイトルが「天朱組
水郡邸出発の図」という、昭和初期の画家が
描いたもので、出兵する郷士たちが陣を組ん
でいる蒔絵がありました。その絵の中に吉村
寅太郎という名前を見つけました。同姓同名
なのかなと思いますと、実は津野町出身の吉
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村寅太郎さんが十津川村まで行って、そこで
彼が兵を集めたかどうかは分かりませんが村
人たちと一緒に兵をなして都に出たというよ
うなことがあったそうです。明治時代の人た
ちの行動力のすごさを感慨深く感じたところ
です。
　平成23年台風12号の大水害で土砂崩れがた
くさん起こって、随所にあるダム湖も砂利湖
のような、土砂崩れの砂を受止める砂防ダム
のようになりつつあります。住むのには恵ま
れないけれども、都に近くて知識レベルが高
い地域を回ってみて、時代の流れに奔走され
ながら、逞しく生きた古（いにしえ）の人々
の生活を垣間見てきたということで、今日は
ロータリーに全く関係ないお話をさせていた
だきました。
◇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。
◇社会奉仕委員会より
　４日、中央公園北出入口交番前に夕方６時
集合で、年末恒例の防犯パトロールを実施い
たします。現在、29名が参加予定。当日は防
犯の啓発チラシとエコバッグ、除菌シートを
配布します。コロナ感染予防でマスクの着用
をよろしくお願いいたします。

◇12月の会員祝日（敬称略）

•会員誕生日
　岡本　裕史　　松岡　英雄　　前川美智子
　五百蔵誠一　　𠮷永　光男　　佐野　博三
　竹村　克彦　　前田　　博　　高橋　典子
•配偶者誕生日
　田中　まみ　　中越　由紀　　西山　加南
•家庭記念日
　寺尾　正生　　柳澤　光秋　　佐野　博三
　西森　良文
•入会記念日
　髙橋　卓弥　　水上　　元　　早瀬　源慶
◇会　長　報　告
・入会候補の今西さんに関して、異議はあり
ませんでしたので入会が認められました。
入会式は１月の予定。
・コロナの第３波により、今後、感染者が増
加傾向になれば、オンライン例会の導入も
検討する時期かもしれないということと、
今後の夜間例会等の開催事については役員、
理事会の検討を踏まえ、皆さんには連絡を
するという可能性もあるという前提で、ご
理解をお願いします。
◇幹　事　報　告
・12月ロータリーレートは1ドル105円です。
・例会終了後、年次総会。その後、理事会を
行います。

◇出席率報告
　　

•竹村克彦　59歳になります。誕生日のお祝
いありがとうございました。
•西森やよい　五大奉仕中間発表ありがとう
ございました。引き続き年次総会もよろしく
お願いいたします。
•五百蔵誠一　都市対抗野球の応援ありがと
うございました。昨日は大差で負けましたが、
パナソニックに勝ってベスト８出場は本当に
嬉しかったです。また来年行けるように練習
しますので、応援お願いします。誕生日祝い
ありがとうございます。61歳まだまだ若造で
すが、健康に気を付けて頑張ります。
•浦田健治　先週あろうことか名札をつけた
まま帰ってしまいました。
•岡本裕史　今日、12月２日、本当に今日が
誕生日です。
•前川美智子　12月５日、誕生日プレゼント
ありがとうございます。とってもうれしいで
す。記念すべき年です。
•𠮷永光男　誕生日のお礼。ボウリングを始
めました。マイボール、マイシューズ、マイ
バッグ３点で9,950円でした。
•前田　博　誕生祝い御礼！

◎社会奉仕委員会（発表：西村美香）
　実施した事業は、社会
奉仕活動について考える
機会として、９月30日の
例会で厳しい環境を生き
る子供たちへのサポート
をテーマに、こども支援

ネット「みんなのはらっぱ」代表の中島香織
弁護士に卓話をしていただきました。
　居場所のない子供たちのために、何とか心

安らげる場所をつくりたいと地域と連携し
て、このコロナ禍において、何かできること
はないかと奔走される中島弁護士のお話を聞
いて、会員の方からも活動の趣旨に賛同し
て、「みんなのはらっぱ」の会員として登録
していただいた方も沢山いらっしゃいます。
子供たちを支える輪が広がったことを大変う
れしく思っております。感謝申し上げます。
ありがとうございました。
　残念ながらコロナ禍で中止となった事業は

•高橋典子　誕生祝いありがとうございます。
たくさんの方にお祝いいただける場をいただ
き、感謝申し上げます。
•松岡英雄　誕生日祝いお礼。
•田中伸樹　妻の誕生日のお花ありがとうご
ざいます。今朝車で軽い事故にあったので、
このお花で癒やしてあげたいと思います。
•中越貴宣　妻の誕生祝いありがとうござい
ます。
•西山忠利　家内誕生日祝いありがとうござ
いました。
•佐野博三　家庭記念、誕生日祝いありがと
うございます。結婚して57年になりました。
82歳です。あと10年頑張ります、
•西森良文　家庭記念祝いありがとうござい
ます。昨日ＩＭ案内訪問をスタートし、香長
クラブに行ってきました。
•柳澤光秋　家庭記念日お礼。高知市医師会
から初めてのことですが、12月３日日曜日午
後４時半から１時間ＲＫＣ高知放送で、第12
回フォーラムとして放送します。「頭痛、む
くみ、不眠」についてです。
•髙橋卓弥　入会記念ありがとうございます。
•水上　元　入会記念品をありがとうござい
ました。
•早瀬源慶　入会記念祝いお礼。42年目、健
康でできる限り出席し、ロータリーライフを
楽しみます。
•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・早退　３件

７月の７河川一斉清掃と水曜会の１月のバ
ザーです。
　今後の実施予定事業は、明後日４日の年末
の防犯パトロール。四国八十八か所の支援に
ついては例年通り寄付をいたしました。
◎職業奉仕委員会（発表：松本隆之）

　職業奉仕月間である１
月27日に職場例会を企画
しており、実行する予定
でいます。内容は高知市
役所新市庁舎の見学で、
市庁舎で食事の後、卓話

という計画をしています。
　卓話は、岡﨑市長はお差し支えですので、
二人いらっしゃる副市長のどちらかに話をし
ていただくと日程調整をしているところです。
　当日の時間割については、職員の方に迷惑
をかけるわけにはいきませんので、食事の時
間、見学の時間等々、秘書課の方と協議中で、
決まり次第、皆さまにご報告をしたいと考え
ております。
◎国際奉仕委員会（発表：西森　大）

　新型コロナウイルスの
世界的大流行により青少
年短期・長期交換事業は、
今期は中止。再開の目途
も全く立っていない状況
ですので、ご理解いただ

ければ幸いです。
　書き損じはがき及び切手回収は、例年通り
事務局に持参ください。受付期間は2021年度
１月末日です。
◎青少年奉仕委員会（発表：𠮷永光男）

　インターアクトクラブ
及びローターアクトクラ
ブへの支援については、
新型コロナウイルス感染
防止ということで十分な
支援はできておりません。

なお、ローターアクトクラブには提唱クラブ
として、例年通りの支援金を納めています。
　ライナーセミナーへの受講生の派遣支援に
ついて、昨年度ライナーセミナーが中止に
なった関係で、昨年度参加の予定の沖さんと
寺村さんに再度ご無理を申し上げ、来年３月
18日から21日に行われるライナーセミナーに

各１名参加をしていただくことで了承をいた
だいております。
　続きまして、ＩＭの報告をさせていただき
ます。
　来年２月27日（土）午後１時から受付、１時
半から開催。現在プログラムも出来上がり各
クラブに案内状を送っています。また昨日よ
り２人１組で各クラブに参加依頼の訪問を始
めております。
　プログラムの内容は第１部の基調講演は南
ＲＣの織田英正さんにお願いしています。
テーマは「私の日常生活とロータリー」。
　第２部は各クラブ発表で、テーマは「今だ
からこそロータリー」サブテーマは「今まで
普通だと思っていたことが普通ではなくなっ
た、そんな中これからのロータリーをどう楽
しむか。そしてロータリーと私たちの暮らし
を考えよう」
　各ガバナー補佐から講評いただき、閉会後
５時半ごろから懇親会、７時ごろ終了予定で
す。なお司会は東さんと前川美智子さん。ソ
ングリーダーは浦田さん、ピアノの伴奏は小
笠原貴美子さんにお願いをしております。皆
さんには当日のお手伝いをよろしくお願いい
たします。
◎クラブ奉仕委員会（発表：中平真理子）

　コロナ禍の中でも各委
員会順調に活動していた
だけていることと思いま
す。なかなか今の状態で
全委員会とコミュニケー
ションをとるのは厳しい

ですが、出席率も今まで通り100％維持でき
ていますし、この状況でも親睦活動やプログ
ラムなど頑張っていただいております。後半
もぜひ皆さまのご協力をよろしくお願いいた
します。

議長　ただ今から年次総会を開催いたします。
高知東ロータリークラブ細則第３条・役員の
任務、第１節により、議長は会長が務めるこ
とになっていますので、私が務めさせていた
だきます。
　細則により、総会は会員総数の３分の１以
上の出席を要するとなっています。本日、会
員総数53名のうち43名の出席で81％ですので、
本日の総会は有効に成立します。
　本日の議案は２件です。第１号議案は、
次々年度（2022－23年度）の会長選任の件。
第２号議案は次年度の役員・理事承認の件で
す。
　まず、第１号議案、次々年度の会長選任の
件です。立候補される方はいらっしゃいます
か。
　いらっしゃらないようですので、先般開催
されましたパスト会長会において、2022－23
年度の会長に推薦いただいた会員をご紹介し
ます。浦田健治会員です。
　それでは、ご賛同いただける方は拍手をお
願いします。
（賛同の拍手）

議長　ありがとうございました。全員の賛同
をいただきましたので、浦田健治会員を2022
－23年度の会長に推薦することといたします。
　それでは、浦田健治会員、ご挨拶をお願い
します。

次々期会長・浦田健治会員挨拶
　大役ですけれども、推薦いただきましたの
で喜んで受けさせていただきます。どうぞ皆
さんよろしくお願いいたします。
　今日、実は早めに来て「ロータリーの友」
を読んでいましたが、左開きの13ページに非
常にショッキングなものがあって、というの
は、日本のロータリークラブで８月とか９月

と書いてありますが、１ヵ月で10クラブがな
くなって、2,919人の方が辞めていると出て
いました。おそらく、このコロナ禍の影響が
大きいと思いますが、やっぱり魅力あるロー
タリークラブであれば、そこまでの数字には
ならないのかなと思ったことでした。
　来年、再来年と我がクラブ、魅力のあるク
ラブとなるように微力ながら尽くしていきま
すので、よろしくお願いします。
　　
議長　浦田さん、ありがとうございました。
よろしくお願いします。
　次に、第２号議案、次年度の役員並びに理
事承認の件です。中平副会長よろしくお願い
します。

中平副会長　クラブ細則第４条、第１節によ
り、12月開催の年次総会において、次年度
2021－22年度の役員並びに理事の選挙を行わ
なければならないとなっていますが、恒例に
より私から候補者のお名前を発表します。
役員…会長：中平真理子、副会長：浦田健治、
幹事：西内俊介、会計：五百蔵誠一、ＳＡ
Ａ：別役重具
理事…役員５名に加えて、職業奉仕委員長：
岡　今朝男、社会奉仕委員長：西森良文、青
少年奉仕委員長：石川　健、国際奉仕委員
長：島村信一、直前会長：竹村克彦
　以上10名が候補者となっています。よろし
くお願いします。

議長　ただ今、中平副会長からご提案いただ
きました次年度理事候補者につきまして、ご
賛同の方は拍手をお願いいたします。
（賛同の拍手）

議長　ありがとうございます。以上で年次総
会を終了いたします。お疲れ様でした。

に　ごり
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寅太郎という名前を見つけました。同姓同名
なのかなと思いますと、実は津野町出身の吉
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村寅太郎さんが十津川村まで行って、そこで
彼が兵を集めたかどうかは分かりませんが村
人たちと一緒に兵をなして都に出たというよ
うなことがあったそうです。明治時代の人た
ちの行動力のすごさを感慨深く感じたところ
です。
　平成23年台風12号の大水害で土砂崩れがた
くさん起こって、随所にあるダム湖も砂利湖
のような、土砂崩れの砂を受止める砂防ダム
のようになりつつあります。住むのには恵ま
れないけれども、都に近くて知識レベルが高
い地域を回ってみて、時代の流れに奔走され
ながら、逞しく生きた古（いにしえ）の人々
の生活を垣間見てきたということで、今日は
ロータリーに全く関係ないお話をさせていた
だきました。
◇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。
◇社会奉仕委員会より
　４日、中央公園北出入口交番前に夕方６時
集合で、年末恒例の防犯パトロールを実施い
たします。現在、29名が参加予定。当日は防
犯の啓発チラシとエコバッグ、除菌シートを
配布します。コロナ感染予防でマスクの着用
をよろしくお願いいたします。

◇12月の会員祝日（敬称略）

•会員誕生日
　岡本　裕史　　松岡　英雄　　前川美智子
　五百蔵誠一　　𠮷永　光男　　佐野　博三
　竹村　克彦　　前田　　博　　高橋　典子
•配偶者誕生日
　田中　まみ　　中越　由紀　　西山　加南
•家庭記念日
　寺尾　正生　　柳澤　光秋　　佐野　博三
　西森　良文
•入会記念日
　髙橋　卓弥　　水上　　元　　早瀬　源慶
◇会　長　報　告
・入会候補の今西さんに関して、異議はあり
ませんでしたので入会が認められました。
入会式は１月の予定。
・コロナの第３波により、今後、感染者が増
加傾向になれば、オンライン例会の導入も
検討する時期かもしれないということと、
今後の夜間例会等の開催事については役員、
理事会の検討を踏まえ、皆さんには連絡を
するという可能性もあるという前提で、ご
理解をお願いします。
◇幹　事　報　告
・12月ロータリーレートは1ドル105円です。
・例会終了後、年次総会。その後、理事会を
行います。

◇出席率報告
　　

•竹村克彦　59歳になります。誕生日のお祝
いありがとうございました。
•西森やよい　五大奉仕中間発表ありがとう
ございました。引き続き年次総会もよろしく
お願いいたします。
•五百蔵誠一　都市対抗野球の応援ありがと
うございました。昨日は大差で負けましたが、
パナソニックに勝ってベスト８出場は本当に
嬉しかったです。また来年行けるように練習
しますので、応援お願いします。誕生日祝い
ありがとうございます。61歳まだまだ若造で
すが、健康に気を付けて頑張ります。
•浦田健治　先週あろうことか名札をつけた
まま帰ってしまいました。
•岡本裕史　今日、12月２日、本当に今日が
誕生日です。
•前川美智子　12月５日、誕生日プレゼント
ありがとうございます。とってもうれしいで
す。記念すべき年です。
•𠮷永光男　誕生日のお礼。ボウリングを始
めました。マイボール、マイシューズ、マイ
バッグ３点で9,950円でした。
•前田　博　誕生祝い御礼！

◎社会奉仕委員会（発表：西村美香）
　実施した事業は、社会
奉仕活動について考える
機会として、９月30日の
例会で厳しい環境を生き
る子供たちへのサポート
をテーマに、こども支援

ネット「みんなのはらっぱ」代表の中島香織
弁護士に卓話をしていただきました。
　居場所のない子供たちのために、何とか心

安らげる場所をつくりたいと地域と連携し
て、このコロナ禍において、何かできること
はないかと奔走される中島弁護士のお話を聞
いて、会員の方からも活動の趣旨に賛同し
て、「みんなのはらっぱ」の会員として登録
していただいた方も沢山いらっしゃいます。
子供たちを支える輪が広がったことを大変う
れしく思っております。感謝申し上げます。
ありがとうございました。
　残念ながらコロナ禍で中止となった事業は

•高橋典子　誕生祝いありがとうございます。
たくさんの方にお祝いいただける場をいただ
き、感謝申し上げます。
•松岡英雄　誕生日祝いお礼。
•田中伸樹　妻の誕生日のお花ありがとうご
ざいます。今朝車で軽い事故にあったので、
このお花で癒やしてあげたいと思います。
•中越貴宣　妻の誕生祝いありがとうござい
ます。
•西山忠利　家内誕生日祝いありがとうござ
いました。
•佐野博三　家庭記念、誕生日祝いありがと
うございます。結婚して57年になりました。
82歳です。あと10年頑張ります、
•西森良文　家庭記念祝いありがとうござい
ます。昨日ＩＭ案内訪問をスタートし、香長
クラブに行ってきました。
•柳澤光秋　家庭記念日お礼。高知市医師会
から初めてのことですが、12月３日日曜日午
後４時半から１時間ＲＫＣ高知放送で、第12
回フォーラムとして放送します。「頭痛、む
くみ、不眠」についてです。
•髙橋卓弥　入会記念ありがとうございます。
•水上　元　入会記念品をありがとうござい
ました。
•早瀬源慶　入会記念祝いお礼。42年目、健
康でできる限り出席し、ロータリーライフを
楽しみます。
•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・早退　３件

７月の７河川一斉清掃と水曜会の１月のバ
ザーです。
　今後の実施予定事業は、明後日４日の年末
の防犯パトロール。四国八十八か所の支援に
ついては例年通り寄付をいたしました。
◎職業奉仕委員会（発表：松本隆之）

　職業奉仕月間である１
月27日に職場例会を企画
しており、実行する予定
でいます。内容は高知市
役所新市庁舎の見学で、
市庁舎で食事の後、卓話

という計画をしています。
　卓話は、岡﨑市長はお差し支えですので、
二人いらっしゃる副市長のどちらかに話をし
ていただくと日程調整をしているところです。
　当日の時間割については、職員の方に迷惑
をかけるわけにはいきませんので、食事の時
間、見学の時間等々、秘書課の方と協議中で、
決まり次第、皆さまにご報告をしたいと考え
ております。
◎国際奉仕委員会（発表：西森　大）

　新型コロナウイルスの
世界的大流行により青少
年短期・長期交換事業は、
今期は中止。再開の目途
も全く立っていない状況
ですので、ご理解いただ

ければ幸いです。
　書き損じはがき及び切手回収は、例年通り
事務局に持参ください。受付期間は2021年度
１月末日です。
◎青少年奉仕委員会（発表：𠮷永光男）

　インターアクトクラブ
及びローターアクトクラ
ブへの支援については、
新型コロナウイルス感染
防止ということで十分な
支援はできておりません。

なお、ローターアクトクラブには提唱クラブ
として、例年通りの支援金を納めています。
　ライナーセミナーへの受講生の派遣支援に
ついて、昨年度ライナーセミナーが中止に
なった関係で、昨年度参加の予定の沖さんと
寺村さんに再度ご無理を申し上げ、来年３月
18日から21日に行われるライナーセミナーに

各１名参加をしていただくことで了承をいた
だいております。
　続きまして、ＩＭの報告をさせていただき
ます。
　来年２月27日（土）午後１時から受付、１時
半から開催。現在プログラムも出来上がり各
クラブに案内状を送っています。また昨日よ
り２人１組で各クラブに参加依頼の訪問を始
めております。
　プログラムの内容は第１部の基調講演は南
ＲＣの織田英正さんにお願いしています。
テーマは「私の日常生活とロータリー」。
　第２部は各クラブ発表で、テーマは「今だ
からこそロータリー」サブテーマは「今まで
普通だと思っていたことが普通ではなくなっ
た、そんな中これからのロータリーをどう楽
しむか。そしてロータリーと私たちの暮らし
を考えよう」
　各ガバナー補佐から講評いただき、閉会後
５時半ごろから懇親会、７時ごろ終了予定で
す。なお司会は東さんと前川美智子さん。ソ
ングリーダーは浦田さん、ピアノの伴奏は小
笠原貴美子さんにお願いをしております。皆
さんには当日のお手伝いをよろしくお願いい
たします。
◎クラブ奉仕委員会（発表：中平真理子）

　コロナ禍の中でも各委
員会順調に活動していた
だけていることと思いま
す。なかなか今の状態で
全委員会とコミュニケー
ションをとるのは厳しい

ですが、出席率も今まで通り100％維持でき
ていますし、この状況でも親睦活動やプログ
ラムなど頑張っていただいております。後半
もぜひ皆さまのご協力をよろしくお願いいた
します。

◇五大奉仕中間報告

議長　ただ今から年次総会を開催いたします。
高知東ロータリークラブ細則第３条・役員の
任務、第１節により、議長は会長が務めるこ
とになっていますので、私が務めさせていた
だきます。
　細則により、総会は会員総数の３分の１以
上の出席を要するとなっています。本日、会
員総数53名のうち43名の出席で81％ですので、
本日の総会は有効に成立します。
　本日の議案は２件です。第１号議案は、
次々年度（2022－23年度）の会長選任の件。
第２号議案は次年度の役員・理事承認の件で
す。
　まず、第１号議案、次々年度の会長選任の
件です。立候補される方はいらっしゃいます
か。
　いらっしゃらないようですので、先般開催
されましたパスト会長会において、2022－23
年度の会長に推薦いただいた会員をご紹介し
ます。浦田健治会員です。
　それでは、ご賛同いただける方は拍手をお
願いします。
（賛同の拍手）

議長　ありがとうございました。全員の賛同
をいただきましたので、浦田健治会員を2022
－23年度の会長に推薦することといたします。
　それでは、浦田健治会員、ご挨拶をお願い
します。

次々期会長・浦田健治会員挨拶
　大役ですけれども、推薦いただきましたの
で喜んで受けさせていただきます。どうぞ皆
さんよろしくお願いいたします。
　今日、実は早めに来て「ロータリーの友」
を読んでいましたが、左開きの13ページに非
常にショッキングなものがあって、というの
は、日本のロータリークラブで８月とか９月

と書いてありますが、１ヵ月で10クラブがな
くなって、2,919人の方が辞めていると出て
いました。おそらく、このコロナ禍の影響が
大きいと思いますが、やっぱり魅力あるロー
タリークラブであれば、そこまでの数字には
ならないのかなと思ったことでした。
　来年、再来年と我がクラブ、魅力のあるク
ラブとなるように微力ながら尽くしていきま
すので、よろしくお願いします。
　　
議長　浦田さん、ありがとうございました。
よろしくお願いします。
　次に、第２号議案、次年度の役員並びに理
事承認の件です。中平副会長よろしくお願い
します。

中平副会長　クラブ細則第４条、第１節によ
り、12月開催の年次総会において、次年度
2021－22年度の役員並びに理事の選挙を行わ
なければならないとなっていますが、恒例に
より私から候補者のお名前を発表します。
役員…会長：中平真理子、副会長：浦田健治、
幹事：西内俊介、会計：五百蔵誠一、ＳＡ
Ａ：別役重具
理事…役員５名に加えて、職業奉仕委員長：
岡　今朝男、社会奉仕委員長：西森良文、青
少年奉仕委員長：石川　健、国際奉仕委員
長：島村信一、直前会長：竹村克彦
　以上10名が候補者となっています。よろし
くお願いします。

議長　ただ今、中平副会長からご提案いただ
きました次年度理事候補者につきまして、ご
賛同の方は拍手をお願いいたします。
（賛同の拍手）

議長　ありがとうございます。以上で年次総
会を終了いたします。お疲れ様でした。



◇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。12
月は「疾病予防と治療月
間」です。奇しくもとい
いますか、折しも高知県
内のコロナの感染者数が
しばらくゼロでしたが、

昨日５名、そして今日もおそらく１名以上と
発表される状況で、非常に悩ましいことにな
りました。
　話は代わりますが、コロナの影響が一番少
なかった10月、念願が叶い十津川村というと
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し、奈良県の中では一番南の端にある山間地
ばかりの地域が十津川村です。ここは昔から、
都に近いことと、地形が非常に入りくんでい
るということで、位の高い方々が隠れ住むの
に好都合であったため、僻地でありながらと
ても文化的に高いところであったようです。
　私個人的には、明治時代に大水害に見舞わ
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移り住み、新十津川村というのをつくったと
いうのをテレビ番組で見てから興味を覚えて
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島を眺めるとき地形的なものに注目してみる
ことがあって、高知県は中央構造線の南側に
ありますが、奈良県南部も中央構造線の南側
に位置しており、地形的にも高知と似たもの
があるのではないか、ちょっと行ってみたい
なという思いがありました。
　実は家族が奈良県にご縁ができたというこ
とで、その親戚の家を訪ねるのを口実に十津
川村まで足を延ばしてみました。実際、行っ
てみると、四国で言えば大歩危・小歩危から
本山町辺りに至る吉野川流域、あるいはかず
ら橋で有名な祖谷渓谷のような地形がほとん
どです。人が生活道として使う徒歩だけ渡れ
る日本一長いつり橋があります。それが最近
でいうところのインスタ映えする場所でした。
資料館に立ち寄ってみました。一番印象に残
ったのは、自分が土地家屋調査士という仕事
をしている関係もあって、明治初期の検地の
基になる豊臣秀吉が行った太閤検地というの
がありますが、十津川村は太閤検地を行う前
に50年くらいかけて検地を行ったそうです。
そういった部分でも昔から知識レベルが高か
ったのではないかということが伺えるところ
です。
　その他に資料館には、タイトルが「天朱組
水郡邸出発の図」という、昭和初期の画家が
描いたもので、出兵する郷士たちが陣を組ん
でいる蒔絵がありました。その絵の中に吉村
寅太郎という名前を見つけました。同姓同名
なのかなと思いますと、実は津野町出身の吉
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ちの行動力のすごさを感慨深く感じたところ
です。
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ませんでしたので入会が認められました。
入会式は１月の予定。
・コロナの第３波により、今後、感染者が増
加傾向になれば、オンライン例会の導入も
検討する時期かもしれないということと、
今後の夜間例会等の開催事については役員、
理事会の検討を踏まえ、皆さんには連絡を
するという可能性もあるという前提で、ご
理解をお願いします。
◇幹　事　報　告
・12月ロータリーレートは1ドル105円です。
・例会終了後、年次総会。その後、理事会を
行います。
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•竹村克彦　59歳になります。誕生日のお祝
いありがとうございました。
•西森やよい　五大奉仕中間発表ありがとう
ございました。引き続き年次総会もよろしく
お願いいたします。
•五百蔵誠一　都市対抗野球の応援ありがと
うございました。昨日は大差で負けましたが、
パナソニックに勝ってベスト８出場は本当に
嬉しかったです。また来年行けるように練習
しますので、応援お願いします。誕生日祝い
ありがとうございます。61歳まだまだ若造で
すが、健康に気を付けて頑張ります。
•浦田健治　先週あろうことか名札をつけた
まま帰ってしまいました。
•岡本裕史　今日、12月２日、本当に今日が
誕生日です。
•前川美智子　12月５日、誕生日プレゼント
ありがとうございます。とってもうれしいで
す。記念すべき年です。
•𠮷永光男　誕生日のお礼。ボウリングを始
めました。マイボール、マイシューズ、マイ
バッグ３点で9,950円でした。
•前田　博　誕生祝い御礼！

◎社会奉仕委員会（発表：西村美香）
　実施した事業は、社会
奉仕活動について考える
機会として、９月30日の
例会で厳しい環境を生き
る子供たちへのサポート
をテーマに、こども支援

ネット「みんなのはらっぱ」代表の中島香織
弁護士に卓話をしていただきました。
　居場所のない子供たちのために、何とか心

安らげる場所をつくりたいと地域と連携し
て、このコロナ禍において、何かできること
はないかと奔走される中島弁護士のお話を聞
いて、会員の方からも活動の趣旨に賛同し
て、「みんなのはらっぱ」の会員として登録
していただいた方も沢山いらっしゃいます。
子供たちを支える輪が広がったことを大変う
れしく思っております。感謝申し上げます。
ありがとうございました。
　残念ながらコロナ禍で中止となった事業は

•高橋典子　誕生祝いありがとうございます。
たくさんの方にお祝いいただける場をいただ
き、感謝申し上げます。
•松岡英雄　誕生日祝いお礼。
•田中伸樹　妻の誕生日のお花ありがとうご
ざいます。今朝車で軽い事故にあったので、
このお花で癒やしてあげたいと思います。
•中越貴宣　妻の誕生祝いありがとうござい
ます。
•西山忠利　家内誕生日祝いありがとうござ
いました。
•佐野博三　家庭記念、誕生日祝いありがと
うございます。結婚して57年になりました。
82歳です。あと10年頑張ります、
•西森良文　家庭記念祝いありがとうござい
ます。昨日ＩＭ案内訪問をスタートし、香長
クラブに行ってきました。
•柳澤光秋　家庭記念日お礼。高知市医師会
から初めてのことですが、12月３日日曜日午
後４時半から１時間ＲＫＣ高知放送で、第12
回フォーラムとして放送します。「頭痛、む
くみ、不眠」についてです。
•髙橋卓弥　入会記念ありがとうございます。
•水上　元　入会記念品をありがとうござい
ました。
•早瀬源慶　入会記念祝いお礼。42年目、健
康でできる限り出席し、ロータリーライフを
楽しみます。
•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・早退　３件

７月の７河川一斉清掃と水曜会の１月のバ
ザーです。
　今後の実施予定事業は、明後日４日の年末
の防犯パトロール。四国八十八か所の支援に
ついては例年通り寄付をいたしました。
◎職業奉仕委員会（発表：松本隆之）

　職業奉仕月間である１
月27日に職場例会を企画
しており、実行する予定
でいます。内容は高知市
役所新市庁舎の見学で、
市庁舎で食事の後、卓話

という計画をしています。
　卓話は、岡﨑市長はお差し支えですので、
二人いらっしゃる副市長のどちらかに話をし
ていただくと日程調整をしているところです。
　当日の時間割については、職員の方に迷惑
をかけるわけにはいきませんので、食事の時
間、見学の時間等々、秘書課の方と協議中で、
決まり次第、皆さまにご報告をしたいと考え
ております。
◎国際奉仕委員会（発表：西森　大）

　新型コロナウイルスの
世界的大流行により青少
年短期・長期交換事業は、
今期は中止。再開の目途
も全く立っていない状況
ですので、ご理解いただ

ければ幸いです。
　書き損じはがき及び切手回収は、例年通り
事務局に持参ください。受付期間は2021年度
１月末日です。
◎青少年奉仕委員会（発表：𠮷永光男）

　インターアクトクラブ
及びローターアクトクラ
ブへの支援については、
新型コロナウイルス感染
防止ということで十分な
支援はできておりません。

なお、ローターアクトクラブには提唱クラブ
として、例年通りの支援金を納めています。
　ライナーセミナーへの受講生の派遣支援に
ついて、昨年度ライナーセミナーが中止に
なった関係で、昨年度参加の予定の沖さんと
寺村さんに再度ご無理を申し上げ、来年３月
18日から21日に行われるライナーセミナーに

各１名参加をしていただくことで了承をいた
だいております。
　続きまして、ＩＭの報告をさせていただき
ます。
　来年２月27日（土）午後１時から受付、１時
半から開催。現在プログラムも出来上がり各
クラブに案内状を送っています。また昨日よ
り２人１組で各クラブに参加依頼の訪問を始
めております。
　プログラムの内容は第１部の基調講演は南
ＲＣの織田英正さんにお願いしています。
テーマは「私の日常生活とロータリー」。
　第２部は各クラブ発表で、テーマは「今だ
からこそロータリー」サブテーマは「今まで
普通だと思っていたことが普通ではなくなっ
た、そんな中これからのロータリーをどう楽
しむか。そしてロータリーと私たちの暮らし
を考えよう」
　各ガバナー補佐から講評いただき、閉会後
５時半ごろから懇親会、７時ごろ終了予定で
す。なお司会は東さんと前川美智子さん。ソ
ングリーダーは浦田さん、ピアノの伴奏は小
笠原貴美子さんにお願いをしております。皆
さんには当日のお手伝いをよろしくお願いい
たします。
◎クラブ奉仕委員会（発表：中平真理子）

　コロナ禍の中でも各委
員会順調に活動していた
だけていることと思いま
す。なかなか今の状態で
全委員会とコミュニケー
ションをとるのは厳しい

ですが、出席率も今まで通り100％維持でき
ていますし、この状況でも親睦活動やプログ
ラムなど頑張っていただいております。後半
もぜひ皆さまのご協力をよろしくお願いいた
します。

議長　ただ今から年次総会を開催いたします。
高知東ロータリークラブ細則第３条・役員の
任務、第１節により、議長は会長が務めるこ
とになっていますので、私が務めさせていた
だきます。
　細則により、総会は会員総数の３分の１以
上の出席を要するとなっています。本日、会
員総数53名のうち43名の出席で81％ですので、
本日の総会は有効に成立します。
　本日の議案は２件です。第１号議案は、
次々年度（2022－23年度）の会長選任の件。
第２号議案は次年度の役員・理事承認の件で
す。
　まず、第１号議案、次々年度の会長選任の
件です。立候補される方はいらっしゃいます
か。
　いらっしゃらないようですので、先般開催
されましたパスト会長会において、2022－23
年度の会長に推薦いただいた会員をご紹介し
ます。浦田健治会員です。
　それでは、ご賛同いただける方は拍手をお
願いします。
（賛同の拍手）

議長　ありがとうございました。全員の賛同
をいただきましたので、浦田健治会員を2022
－23年度の会長に推薦することといたします。
　それでは、浦田健治会員、ご挨拶をお願い
します。

次々期会長・浦田健治会員挨拶
　大役ですけれども、推薦いただきましたの
で喜んで受けさせていただきます。どうぞ皆
さんよろしくお願いいたします。
　今日、実は早めに来て「ロータリーの友」
を読んでいましたが、左開きの13ページに非
常にショッキングなものがあって、というの
は、日本のロータリークラブで８月とか９月

と書いてありますが、１ヵ月で10クラブがな
くなって、2,919人の方が辞めていると出て
いました。おそらく、このコロナ禍の影響が
大きいと思いますが、やっぱり魅力あるロー
タリークラブであれば、そこまでの数字には
ならないのかなと思ったことでした。
　来年、再来年と我がクラブ、魅力のあるク
ラブとなるように微力ながら尽くしていきま
すので、よろしくお願いします。
　　
議長　浦田さん、ありがとうございました。
よろしくお願いします。
　次に、第２号議案、次年度の役員並びに理
事承認の件です。中平副会長よろしくお願い
します。

中平副会長　クラブ細則第４条、第１節によ
り、12月開催の年次総会において、次年度
2021－22年度の役員並びに理事の選挙を行わ
なければならないとなっていますが、恒例に
より私から候補者のお名前を発表します。
役員…会長：中平真理子、副会長：浦田健治、
幹事：西内俊介、会計：五百蔵誠一、ＳＡ
Ａ：別役重具
理事…役員５名に加えて、職業奉仕委員長：
岡　今朝男、社会奉仕委員長：西森良文、青
少年奉仕委員長：石川　健、国際奉仕委員
長：島村信一、直前会長：竹村克彦
　以上10名が候補者となっています。よろし
くお願いします。

議長　ただ今、中平副会長からご提案いただ
きました次年度理事候補者につきまして、ご
賛同の方は拍手をお願いいたします。
（賛同の拍手）

議長　ありがとうございます。以上で年次総
会を終了いたします。お疲れ様でした。



◇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。12
月は「疾病予防と治療月
間」です。奇しくもとい
いますか、折しも高知県
内のコロナの感染者数が
しばらくゼロでしたが、

昨日５名、そして今日もおそらく１名以上と
発表される状況で、非常に悩ましいことにな
りました。
　話は代わりますが、コロナの影響が一番少
なかった10月、念願が叶い十津川村というと
ころへ行ってまいりました。十津川村は奈良
県です。奈良県といえば飛鳥時代の都で、史
跡が多いところですが、実は山間地も非常に
多い県です。紀伊半島のほぼど真ん中に位置
し、奈良県の中では一番南の端にある山間地
ばかりの地域が十津川村です。ここは昔から、
都に近いことと、地形が非常に入りくんでい
るということで、位の高い方々が隠れ住むの
に好都合であったため、僻地でありながらと
ても文化的に高いところであったようです。
　私個人的には、明治時代に大水害に見舞わ
れて村民2,500人ぐらいが大挙して北海道に
移り住み、新十津川村というのをつくったと
いうのをテレビ番組で見てから興味を覚えて
いました。それと高校生のころから、日本列

島を眺めるとき地形的なものに注目してみる
ことがあって、高知県は中央構造線の南側に
ありますが、奈良県南部も中央構造線の南側
に位置しており、地形的にも高知と似たもの
があるのではないか、ちょっと行ってみたい
なという思いがありました。
　実は家族が奈良県にご縁ができたというこ
とで、その親戚の家を訪ねるのを口実に十津
川村まで足を延ばしてみました。実際、行っ
てみると、四国で言えば大歩危・小歩危から
本山町辺りに至る吉野川流域、あるいはかず
ら橋で有名な祖谷渓谷のような地形がほとん
どです。人が生活道として使う徒歩だけ渡れ
る日本一長いつり橋があります。それが最近
でいうところのインスタ映えする場所でした。
資料館に立ち寄ってみました。一番印象に残
ったのは、自分が土地家屋調査士という仕事
をしている関係もあって、明治初期の検地の
基になる豊臣秀吉が行った太閤検地というの
がありますが、十津川村は太閤検地を行う前
に50年くらいかけて検地を行ったそうです。
そういった部分でも昔から知識レベルが高か
ったのではないかということが伺えるところ
です。
　その他に資料館には、タイトルが「天朱組
水郡邸出発の図」という、昭和初期の画家が
描いたもので、出兵する郷士たちが陣を組ん
でいる蒔絵がありました。その絵の中に吉村
寅太郎という名前を見つけました。同姓同名
なのかなと思いますと、実は津野町出身の吉
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村寅太郎さんが十津川村まで行って、そこで
彼が兵を集めたかどうかは分かりませんが村
人たちと一緒に兵をなして都に出たというよ
うなことがあったそうです。明治時代の人た
ちの行動力のすごさを感慨深く感じたところ
です。
　平成23年台風12号の大水害で土砂崩れがた
くさん起こって、随所にあるダム湖も砂利湖
のような、土砂崩れの砂を受止める砂防ダム
のようになりつつあります。住むのには恵ま
れないけれども、都に近くて知識レベルが高
い地域を回ってみて、時代の流れに奔走され
ながら、逞しく生きた古（いにしえ）の人々
の生活を垣間見てきたということで、今日は
ロータリーに全く関係ないお話をさせていた
だきました。
◇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。
◇社会奉仕委員会より
　４日、中央公園北出入口交番前に夕方６時
集合で、年末恒例の防犯パトロールを実施い
たします。現在、29名が参加予定。当日は防
犯の啓発チラシとエコバッグ、除菌シートを
配布します。コロナ感染予防でマスクの着用
をよろしくお願いいたします。

◇12月の会員祝日（敬称略）

•会員誕生日
　岡本　裕史　　松岡　英雄　　前川美智子
　五百蔵誠一　　𠮷永　光男　　佐野　博三
　竹村　克彦　　前田　　博　　高橋　典子
•配偶者誕生日
　田中　まみ　　中越　由紀　　西山　加南
•家庭記念日
　寺尾　正生　　柳澤　光秋　　佐野　博三
　西森　良文
•入会記念日
　髙橋　卓弥　　水上　　元　　早瀬　源慶
◇会　長　報　告
・入会候補の今西さんに関して、異議はあり
ませんでしたので入会が認められました。
入会式は１月の予定。
・コロナの第３波により、今後、感染者が増
加傾向になれば、オンライン例会の導入も
検討する時期かもしれないということと、
今後の夜間例会等の開催事については役員、
理事会の検討を踏まえ、皆さんには連絡を
するという可能性もあるという前提で、ご
理解をお願いします。
◇幹　事　報　告
・12月ロータリーレートは1ドル105円です。
・例会終了後、年次総会。その後、理事会を
行います。

◇出席率報告
　　

•竹村克彦　59歳になります。誕生日のお祝
いありがとうございました。
•西森やよい　五大奉仕中間発表ありがとう
ございました。引き続き年次総会もよろしく
お願いいたします。
•五百蔵誠一　都市対抗野球の応援ありがと
うございました。昨日は大差で負けましたが、
パナソニックに勝ってベスト８出場は本当に
嬉しかったです。また来年行けるように練習
しますので、応援お願いします。誕生日祝い
ありがとうございます。61歳まだまだ若造で
すが、健康に気を付けて頑張ります。
•浦田健治　先週あろうことか名札をつけた
まま帰ってしまいました。
•岡本裕史　今日、12月２日、本当に今日が
誕生日です。
•前川美智子　12月５日、誕生日プレゼント
ありがとうございます。とってもうれしいで
す。記念すべき年です。
•𠮷永光男　誕生日のお礼。ボウリングを始
めました。マイボール、マイシューズ、マイ
バッグ３点で9,950円でした。
•前田　博　誕生祝い御礼！

◎社会奉仕委員会（発表：西村美香）
　実施した事業は、社会
奉仕活動について考える
機会として、９月30日の
例会で厳しい環境を生き
る子供たちへのサポート
をテーマに、こども支援

ネット「みんなのはらっぱ」代表の中島香織
弁護士に卓話をしていただきました。
　居場所のない子供たちのために、何とか心

安らげる場所をつくりたいと地域と連携し
て、このコロナ禍において、何かできること
はないかと奔走される中島弁護士のお話を聞
いて、会員の方からも活動の趣旨に賛同し
て、「みんなのはらっぱ」の会員として登録
していただいた方も沢山いらっしゃいます。
子供たちを支える輪が広がったことを大変う
れしく思っております。感謝申し上げます。
ありがとうございました。
　残念ながらコロナ禍で中止となった事業は

•高橋典子　誕生祝いありがとうございます。
たくさんの方にお祝いいただける場をいただ
き、感謝申し上げます。
•松岡英雄　誕生日祝いお礼。
•田中伸樹　妻の誕生日のお花ありがとうご
ざいます。今朝車で軽い事故にあったので、
このお花で癒やしてあげたいと思います。
•中越貴宣　妻の誕生祝いありがとうござい
ます。
•西山忠利　家内誕生日祝いありがとうござ
いました。
•佐野博三　家庭記念、誕生日祝いありがと
うございます。結婚して57年になりました。
82歳です。あと10年頑張ります、
•西森良文　家庭記念祝いありがとうござい
ます。昨日ＩＭ案内訪問をスタートし、香長
クラブに行ってきました。
•柳澤光秋　家庭記念日お礼。高知市医師会
から初めてのことですが、12月３日日曜日午
後４時半から１時間ＲＫＣ高知放送で、第12
回フォーラムとして放送します。「頭痛、む
くみ、不眠」についてです。
•髙橋卓弥　入会記念ありがとうございます。
•水上　元　入会記念品をありがとうござい
ました。
•早瀬源慶　入会記念祝いお礼。42年目、健
康でできる限り出席し、ロータリーライフを
楽しみます。
•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・早退　３件

７月の７河川一斉清掃と水曜会の１月のバ
ザーです。
　今後の実施予定事業は、明後日４日の年末
の防犯パトロール。四国八十八か所の支援に
ついては例年通り寄付をいたしました。
◎職業奉仕委員会（発表：松本隆之）

　職業奉仕月間である１
月27日に職場例会を企画
しており、実行する予定
でいます。内容は高知市
役所新市庁舎の見学で、
市庁舎で食事の後、卓話

という計画をしています。
　卓話は、岡﨑市長はお差し支えですので、
二人いらっしゃる副市長のどちらかに話をし
ていただくと日程調整をしているところです。
　当日の時間割については、職員の方に迷惑
をかけるわけにはいきませんので、食事の時
間、見学の時間等々、秘書課の方と協議中で、
決まり次第、皆さまにご報告をしたいと考え
ております。
◎国際奉仕委員会（発表：西森　大）

　新型コロナウイルスの
世界的大流行により青少
年短期・長期交換事業は、
今期は中止。再開の目途
も全く立っていない状況
ですので、ご理解いただ

ければ幸いです。
　書き損じはがき及び切手回収は、例年通り
事務局に持参ください。受付期間は2021年度
１月末日です。
◎青少年奉仕委員会（発表：𠮷永光男）

　インターアクトクラブ
及びローターアクトクラ
ブへの支援については、
新型コロナウイルス感染
防止ということで十分な
支援はできておりません。

なお、ローターアクトクラブには提唱クラブ
として、例年通りの支援金を納めています。
　ライナーセミナーへの受講生の派遣支援に
ついて、昨年度ライナーセミナーが中止に
なった関係で、昨年度参加の予定の沖さんと
寺村さんに再度ご無理を申し上げ、来年３月
18日から21日に行われるライナーセミナーに

各１名参加をしていただくことで了承をいた
だいております。
　続きまして、ＩＭの報告をさせていただき
ます。
　来年２月27日（土）午後１時から受付、１時
半から開催。現在プログラムも出来上がり各
クラブに案内状を送っています。また昨日よ
り２人１組で各クラブに参加依頼の訪問を始
めております。
　プログラムの内容は第１部の基調講演は南
ＲＣの織田英正さんにお願いしています。
テーマは「私の日常生活とロータリー」。
　第２部は各クラブ発表で、テーマは「今だ
からこそロータリー」サブテーマは「今まで
普通だと思っていたことが普通ではなくなっ
た、そんな中これからのロータリーをどう楽
しむか。そしてロータリーと私たちの暮らし
を考えよう」
　各ガバナー補佐から講評いただき、閉会後
５時半ごろから懇親会、７時ごろ終了予定で
す。なお司会は東さんと前川美智子さん。ソ
ングリーダーは浦田さん、ピアノの伴奏は小
笠原貴美子さんにお願いをしております。皆
さんには当日のお手伝いをよろしくお願いい
たします。
◎クラブ奉仕委員会（発表：中平真理子）

　コロナ禍の中でも各委
員会順調に活動していた
だけていることと思いま
す。なかなか今の状態で
全委員会とコミュニケー
ションをとるのは厳しい

ですが、出席率も今まで通り100％維持でき
ていますし、この状況でも親睦活動やプログ
ラムなど頑張っていただいております。後半
もぜひ皆さまのご協力をよろしくお願いいた
します。
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議長　ただ今から年次総会を開催いたします。
高知東ロータリークラブ細則第３条・役員の
任務、第１節により、議長は会長が務めるこ
とになっていますので、私が務めさせていた
だきます。
　細則により、総会は会員総数の３分の１以
上の出席を要するとなっています。本日、会
員総数53名のうち43名の出席で81％ですので、
本日の総会は有効に成立します。
　本日の議案は２件です。第１号議案は、
次々年度（2022－23年度）の会長選任の件。
第２号議案は次年度の役員・理事承認の件で
す。
　まず、第１号議案、次々年度の会長選任の
件です。立候補される方はいらっしゃいます
か。
　いらっしゃらないようですので、先般開催
されましたパスト会長会において、2022－23
年度の会長に推薦いただいた会員をご紹介し
ます。浦田健治会員です。
　それでは、ご賛同いただける方は拍手をお
願いします。
（賛同の拍手）

議長　ありがとうございました。全員の賛同
をいただきましたので、浦田健治会員を2022
－23年度の会長に推薦することといたします。
　それでは、浦田健治会員、ご挨拶をお願い
します。

次々期会長・浦田健治会員挨拶
　大役ですけれども、推薦いただきましたの
で喜んで受けさせていただきます。どうぞ皆
さんよろしくお願いいたします。
　今日、実は早めに来て「ロータリーの友」
を読んでいましたが、左開きの13ページに非
常にショッキングなものがあって、というの
は、日本のロータリークラブで８月とか９月

と書いてありますが、１ヵ月で10クラブがな
くなって、2,919人の方が辞めていると出て
いました。おそらく、このコロナ禍の影響が
大きいと思いますが、やっぱり魅力あるロー
タリークラブであれば、そこまでの数字には
ならないのかなと思ったことでした。
　来年、再来年と我がクラブ、魅力のあるク
ラブとなるように微力ながら尽くしていきま
すので、よろしくお願いします。
　　
議長　浦田さん、ありがとうございました。
よろしくお願いします。
　次に、第２号議案、次年度の役員並びに理
事承認の件です。中平副会長よろしくお願い
します。

中平副会長　クラブ細則第４条、第１節によ
り、12月開催の年次総会において、次年度
2021－22年度の役員並びに理事の選挙を行わ
なければならないとなっていますが、恒例に
より私から候補者のお名前を発表します。
役員…会長：中平真理子、副会長：浦田健治、
幹事：西内俊介、会計：五百蔵誠一、ＳＡ
Ａ：別役重具
理事…役員５名に加えて、職業奉仕委員長：
岡　今朝男、社会奉仕委員長：西森良文、青
少年奉仕委員長：石川　健、国際奉仕委員
長：島村信一、直前会長：竹村克彦
　以上10名が候補者となっています。よろし
くお願いします。

議長　ただ今、中平副会長からご提案いただ
きました次年度理事候補者につきまして、ご
賛同の方は拍手をお願いいたします。
（賛同の拍手）

議長　ありがとうございます。以上で年次総
会を終了いたします。お疲れ様でした。



◇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。12
月は「疾病予防と治療月
間」です。奇しくもとい
いますか、折しも高知県
内のコロナの感染者数が
しばらくゼロでしたが、

昨日５名、そして今日もおそらく１名以上と
発表される状況で、非常に悩ましいことにな
りました。
　話は代わりますが、コロナの影響が一番少
なかった10月、念願が叶い十津川村というと
ころへ行ってまいりました。十津川村は奈良
県です。奈良県といえば飛鳥時代の都で、史
跡が多いところですが、実は山間地も非常に
多い県です。紀伊半島のほぼど真ん中に位置
し、奈良県の中では一番南の端にある山間地
ばかりの地域が十津川村です。ここは昔から、
都に近いことと、地形が非常に入りくんでい
るということで、位の高い方々が隠れ住むの
に好都合であったため、僻地でありながらと
ても文化的に高いところであったようです。
　私個人的には、明治時代に大水害に見舞わ
れて村民2,500人ぐらいが大挙して北海道に
移り住み、新十津川村というのをつくったと
いうのをテレビ番組で見てから興味を覚えて
いました。それと高校生のころから、日本列

島を眺めるとき地形的なものに注目してみる
ことがあって、高知県は中央構造線の南側に
ありますが、奈良県南部も中央構造線の南側
に位置しており、地形的にも高知と似たもの
があるのではないか、ちょっと行ってみたい
なという思いがありました。
　実は家族が奈良県にご縁ができたというこ
とで、その親戚の家を訪ねるのを口実に十津
川村まで足を延ばしてみました。実際、行っ
てみると、四国で言えば大歩危・小歩危から
本山町辺りに至る吉野川流域、あるいはかず
ら橋で有名な祖谷渓谷のような地形がほとん
どです。人が生活道として使う徒歩だけ渡れ
る日本一長いつり橋があります。それが最近
でいうところのインスタ映えする場所でした。
資料館に立ち寄ってみました。一番印象に残
ったのは、自分が土地家屋調査士という仕事
をしている関係もあって、明治初期の検地の
基になる豊臣秀吉が行った太閤検地というの
がありますが、十津川村は太閤検地を行う前
に50年くらいかけて検地を行ったそうです。
そういった部分でも昔から知識レベルが高か
ったのではないかということが伺えるところ
です。
　その他に資料館には、タイトルが「天朱組
水郡邸出発の図」という、昭和初期の画家が
描いたもので、出兵する郷士たちが陣を組ん
でいる蒔絵がありました。その絵の中に吉村
寅太郎という名前を見つけました。同姓同名
なのかなと思いますと、実は津野町出身の吉

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

村寅太郎さんが十津川村まで行って、そこで
彼が兵を集めたかどうかは分かりませんが村
人たちと一緒に兵をなして都に出たというよ
うなことがあったそうです。明治時代の人た
ちの行動力のすごさを感慨深く感じたところ
です。
　平成23年台風12号の大水害で土砂崩れがた
くさん起こって、随所にあるダム湖も砂利湖
のような、土砂崩れの砂を受止める砂防ダム
のようになりつつあります。住むのには恵ま
れないけれども、都に近くて知識レベルが高
い地域を回ってみて、時代の流れに奔走され
ながら、逞しく生きた古（いにしえ）の人々
の生活を垣間見てきたということで、今日は
ロータリーに全く関係ないお話をさせていた
だきました。
◇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。
◇社会奉仕委員会より
　４日、中央公園北出入口交番前に夕方６時
集合で、年末恒例の防犯パトロールを実施い
たします。現在、29名が参加予定。当日は防
犯の啓発チラシとエコバッグ、除菌シートを
配布します。コロナ感染予防でマスクの着用
をよろしくお願いいたします。

◇12月の会員祝日（敬称略）

•会員誕生日
　岡本　裕史　　松岡　英雄　　前川美智子
　五百蔵誠一　　𠮷永　光男　　佐野　博三
　竹村　克彦　　前田　　博　　高橋　典子
•配偶者誕生日
　田中　まみ　　中越　由紀　　西山　加南
•家庭記念日
　寺尾　正生　　柳澤　光秋　　佐野　博三
　西森　良文
•入会記念日
　髙橋　卓弥　　水上　　元　　早瀬　源慶
◇会　長　報　告
・入会候補の今西さんに関して、異議はあり
ませんでしたので入会が認められました。
入会式は１月の予定。
・コロナの第３波により、今後、感染者が増
加傾向になれば、オンライン例会の導入も
検討する時期かもしれないということと、
今後の夜間例会等の開催事については役員、
理事会の検討を踏まえ、皆さんには連絡を
するという可能性もあるという前提で、ご
理解をお願いします。
◇幹　事　報　告
・12月ロータリーレートは1ドル105円です。
・例会終了後、年次総会。その後、理事会を
行います。

◇出席率報告
　　

•竹村克彦　59歳になります。誕生日のお祝
いありがとうございました。
•西森やよい　五大奉仕中間発表ありがとう
ございました。引き続き年次総会もよろしく
お願いいたします。
•五百蔵誠一　都市対抗野球の応援ありがと
うございました。昨日は大差で負けましたが、
パナソニックに勝ってベスト８出場は本当に
嬉しかったです。また来年行けるように練習
しますので、応援お願いします。誕生日祝い
ありがとうございます。61歳まだまだ若造で
すが、健康に気を付けて頑張ります。
•浦田健治　先週あろうことか名札をつけた
まま帰ってしまいました。
•岡本裕史　今日、12月２日、本当に今日が
誕生日です。
•前川美智子　12月５日、誕生日プレゼント
ありがとうございます。とってもうれしいで
す。記念すべき年です。
•𠮷永光男　誕生日のお礼。ボウリングを始
めました。マイボール、マイシューズ、マイ
バッグ３点で9,950円でした。
•前田　博　誕生祝い御礼！

◎社会奉仕委員会（発表：西村美香）
　実施した事業は、社会
奉仕活動について考える
機会として、９月30日の
例会で厳しい環境を生き
る子供たちへのサポート
をテーマに、こども支援

ネット「みんなのはらっぱ」代表の中島香織
弁護士に卓話をしていただきました。
　居場所のない子供たちのために、何とか心

安らげる場所をつくりたいと地域と連携し
て、このコロナ禍において、何かできること
はないかと奔走される中島弁護士のお話を聞
いて、会員の方からも活動の趣旨に賛同し
て、「みんなのはらっぱ」の会員として登録
していただいた方も沢山いらっしゃいます。
子供たちを支える輪が広がったことを大変う
れしく思っております。感謝申し上げます。
ありがとうございました。
　残念ながらコロナ禍で中止となった事業は

•高橋典子　誕生祝いありがとうございます。
たくさんの方にお祝いいただける場をいただ
き、感謝申し上げます。
•松岡英雄　誕生日祝いお礼。
•田中伸樹　妻の誕生日のお花ありがとうご
ざいます。今朝車で軽い事故にあったので、
このお花で癒やしてあげたいと思います。
•中越貴宣　妻の誕生祝いありがとうござい
ます。
•西山忠利　家内誕生日祝いありがとうござ
いました。
•佐野博三　家庭記念、誕生日祝いありがと
うございます。結婚して57年になりました。
82歳です。あと10年頑張ります、
•西森良文　家庭記念祝いありがとうござい
ます。昨日ＩＭ案内訪問をスタートし、香長
クラブに行ってきました。
•柳澤光秋　家庭記念日お礼。高知市医師会
から初めてのことですが、12月３日日曜日午
後４時半から１時間ＲＫＣ高知放送で、第12
回フォーラムとして放送します。「頭痛、む
くみ、不眠」についてです。
•髙橋卓弥　入会記念ありがとうございます。
•水上　元　入会記念品をありがとうござい
ました。
•早瀬源慶　入会記念祝いお礼。42年目、健
康でできる限り出席し、ロータリーライフを
楽しみます。
•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。
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　今後の実施予定事業は、明後日４日の年末
の防犯パトロール。四国八十八か所の支援に
ついては例年通り寄付をいたしました。
◎職業奉仕委員会（発表：松本隆之）

　職業奉仕月間である１
月27日に職場例会を企画
しており、実行する予定
でいます。内容は高知市
役所新市庁舎の見学で、
市庁舎で食事の後、卓話

という計画をしています。
　卓話は、岡﨑市長はお差し支えですので、
二人いらっしゃる副市長のどちらかに話をし
ていただくと日程調整をしているところです。
　当日の時間割については、職員の方に迷惑
をかけるわけにはいきませんので、食事の時
間、見学の時間等々、秘書課の方と協議中で、
決まり次第、皆さまにご報告をしたいと考え
ております。
◎国際奉仕委員会（発表：西森　大）

　新型コロナウイルスの
世界的大流行により青少
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ですので、ご理解いただ

ければ幸いです。
　書き損じはがき及び切手回収は、例年通り
事務局に持参ください。受付期間は2021年度
１月末日です。
◎青少年奉仕委員会（発表：𠮷永光男）
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ブへの支援については、
新型コロナウイルス感染
防止ということで十分な
支援はできておりません。

なお、ローターアクトクラブには提唱クラブ
として、例年通りの支援金を納めています。
　ライナーセミナーへの受講生の派遣支援に
ついて、昨年度ライナーセミナーが中止に
なった関係で、昨年度参加の予定の沖さんと
寺村さんに再度ご無理を申し上げ、来年３月
18日から21日に行われるライナーセミナーに

各１名参加をしていただくことで了承をいた
だいております。
　続きまして、ＩＭの報告をさせていただき
ます。
　来年２月27日（土）午後１時から受付、１時
半から開催。現在プログラムも出来上がり各
クラブに案内状を送っています。また昨日よ
り２人１組で各クラブに参加依頼の訪問を始
めております。
　プログラムの内容は第１部の基調講演は南
ＲＣの織田英正さんにお願いしています。
テーマは「私の日常生活とロータリー」。
　第２部は各クラブ発表で、テーマは「今だ
からこそロータリー」サブテーマは「今まで
普通だと思っていたことが普通ではなくなっ
た、そんな中これからのロータリーをどう楽
しむか。そしてロータリーと私たちの暮らし
を考えよう」
　各ガバナー補佐から講評いただき、閉会後
５時半ごろから懇親会、７時ごろ終了予定で
す。なお司会は東さんと前川美智子さん。ソ
ングリーダーは浦田さん、ピアノの伴奏は小
笠原貴美子さんにお願いをしております。皆
さんには当日のお手伝いをよろしくお願いい
たします。
◎クラブ奉仕委員会（発表：中平真理子）

　コロナ禍の中でも各委
員会順調に活動していた
だけていることと思いま
す。なかなか今の状態で
全委員会とコミュニケー
ションをとるのは厳しい

ですが、出席率も今まで通り100％維持でき
ていますし、この状況でも親睦活動やプログ
ラムなど頑張っていただいております。後半
もぜひ皆さまのご協力をよろしくお願いいた
します。

議長　ただ今から年次総会を開催いたします。
高知東ロータリークラブ細則第３条・役員の
任務、第１節により、議長は会長が務めるこ
とになっていますので、私が務めさせていた
だきます。
　細則により、総会は会員総数の３分の１以
上の出席を要するとなっています。本日、会
員総数53名のうち43名の出席で81％ですので、
本日の総会は有効に成立します。
　本日の議案は２件です。第１号議案は、
次々年度（2022－23年度）の会長選任の件。
第２号議案は次年度の役員・理事承認の件で
す。
　まず、第１号議案、次々年度の会長選任の
件です。立候補される方はいらっしゃいます
か。
　いらっしゃらないようですので、先般開催
されましたパスト会長会において、2022－23
年度の会長に推薦いただいた会員をご紹介し
ます。浦田健治会員です。
　それでは、ご賛同いただける方は拍手をお
願いします。
（賛同の拍手）

議長　ありがとうございました。全員の賛同
をいただきましたので、浦田健治会員を2022
－23年度の会長に推薦することといたします。
　それでは、浦田健治会員、ご挨拶をお願い
します。

次々期会長・浦田健治会員挨拶
　大役ですけれども、推薦いただきましたの
で喜んで受けさせていただきます。どうぞ皆
さんよろしくお願いいたします。
　今日、実は早めに来て「ロータリーの友」
を読んでいましたが、左開きの13ページに非
常にショッキングなものがあって、というの
は、日本のロータリークラブで８月とか９月

と書いてありますが、１ヵ月で10クラブがな
くなって、2,919人の方が辞めていると出て
いました。おそらく、このコロナ禍の影響が
大きいと思いますが、やっぱり魅力あるロー
タリークラブであれば、そこまでの数字には
ならないのかなと思ったことでした。
　来年、再来年と我がクラブ、魅力のあるク
ラブとなるように微力ながら尽くしていきま
すので、よろしくお願いします。
　　
議長　浦田さん、ありがとうございました。
よろしくお願いします。
　次に、第２号議案、次年度の役員並びに理
事承認の件です。中平副会長よろしくお願い
します。

中平副会長　クラブ細則第４条、第１節によ
り、12月開催の年次総会において、次年度
2021－22年度の役員並びに理事の選挙を行わ
なければならないとなっていますが、恒例に
より私から候補者のお名前を発表します。
役員…会長：中平真理子、副会長：浦田健治、
幹事：西内俊介、会計：五百蔵誠一、ＳＡ
Ａ：別役重具
理事…役員５名に加えて、職業奉仕委員長：
岡　今朝男、社会奉仕委員長：西森良文、青
少年奉仕委員長：石川　健、国際奉仕委員
長：島村信一、直前会長：竹村克彦
　以上10名が候補者となっています。よろし
くお願いします。

議長　ただ今、中平副会長からご提案いただ
きました次年度理事候補者につきまして、ご
賛同の方は拍手をお願いいたします。
（賛同の拍手）

議長　ありがとうございます。以上で年次総
会を終了いたします。お疲れ様でした。

◇年　次　総　会
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● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
619,111円
58,600円
677,711円

8,997円
837円
9,834円

628,108円
59,437円
687,545円

チビニコ 合　計

12月２日
今期の累計

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

■高知東ＲＣ当面の日程
１月13日㈬　定例理事会
１月20日㈬　入会式
１月27日㈬　役員会
２月３日㈬　定例理事会（例会終了後）
２月10日㈬　観梅夜間例会（得月樓）
２月24日㈬　役員会
２月27日㈯　高知第Ⅰ分区・第Ⅱ分区Ｉ.Ｍ
　　　　　　　　　  （ザ クラウンパレス）

■例会変更のお知らせ
高知南ＲＣ　　１月14日㈭　時間短縮例会
高知西ＲＣ　　１月15日㈮　例会変更
高知北ＲＣ　　１月18日㈪　時間短縮例会
高知ＲＣ　　　１月19日㈫　例会取消
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　１月19日㈫　時間短縮例会
高知北ＲＣ　　１月25日㈪　時間短縮例会
高知ＲＣ　　　１月26日㈫　例会取消
高知南ＲＣ　　１月28日㈭　職場例会
高知北ＲＣ　　２月１日㈪　2月3日に振替
高知中央ＲＣ　２月４日㈭　創立記念夜間例会
高知北ＲＣ　　２月８日㈪　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　２月９日㈫　夜間例会
高知ＲＣ　　　２月16日㈫　夜間例会
高知南ＲＣ　　２月18日㈭　夜間例会
高知西ＲＣ　　２月19日㈮　夜間例会
高知北ＲＣ　　２月22日㈪　2月20日に振替
高知南ＲＣ　　２月25日㈭　ロータリー休日

他クラブ変更事項

●高松グリーンロータリークラブ　例会会場変更
　•例会場：ホテルマリンパレスさぬき
　•所在地：〒760－0066 香川県高松市福岡町２－３－４
　　　　　　ＴＥＬ：0894－24－3454
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