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本日　２月24日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「お口から見えてくる風邪の予防とは」

西内　俊介 会員

次週　３月３日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「SDGsへの取り組み」

ミタニ建設工業㈱ 代表取締役社長 三谷　剛平 氏

第2483回　例会報告／令和３年２月10日　天候　晴　観梅夜間例会
◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんばんは。
随分前からこの観梅夜間
例会を開催するかどうか、
非常に悩みましたが、年
明けからの傾向で、感染
者数も徐々に減って来た

ということで、決行といたしました。しかし、
まだまだ緊張の糸は切れていない状況で、い
わば自粛ムードはまだ漂っています。その影
響か、香長クラブさんはクラブとしてではな
く、各会員に出欠を取られたうえで出席者ゼ
ロというご配慮のあるお返事をいただいてお
り、致し方ないかなと受け止めています。ま
た、東クラブの出席者も、いつもよりは少な
めということです。常に前向きに解釈しよう
としていますが、言わば自粛ムードの中で、
この人数というのは健全な傾向ではないのか
なと捉えています。今日はこの梅の香りの中
で、楽しく厳かに親交を深めてまいりたいと
思います。
　得月樓さんは、昨年創業150年を迎えられ、
おめでとうございます。今日は少し時間をい
ただいて、得月樓さんとの関わりをお話して
みたいと思います。
　私、ロータリークラブに入るまでは得月樓
さんっていうのは、非常に格式が高く門から
中を覗くのも憚るような敷居の高いというか、

松岡さんに怒られますけれども、なかなか私
たちの入れるところではないと思っておりま
した。
　ロータリーに入って、忘れもしません2005
年、親睦副委員長の立場で野外レクレーショ
ンを企画しました。夜須の地引網と山北のみ
かん狩りにバス一台いっぱいの参加者を集め
ました。ところが前の日は晴れてたんですが、
当日は天候が悪く、バスが出発する時からパ
ラパラと雨が降り始め、着いたらバケツの底
をひっくり返したような雨。カッパも用意し
てましたが、とても間に合わないというひど
いお天気でした。恐らく東クラブの野外レク
レーションの歴史に残る最悪の内容ではなか
ったかと思います。ただ、参加いただいた皆
さんが、にこにこしてみかん狩りをしてくだ
さって宅配で送ったり、いろんなことを工夫
して楽しんでいただいたということで非常に
感謝しております。
　とはいえ、主催したものとしては打ちひし
がれていました。東局前で解散のときに、松
岡さんに「飲むか」と誘っていただき、ここ
の１階に連れて来ていただきました。日曜日
で得月樓さんは休みだったのですが、当時、
まだお元気だった奥さんが燗を付けてくださ
って、１時前ぐらいから夕方暗くなるまで盃
の往復が続きました。奥さんが「もうええ加
減に帰しちゃらんかね」と松岡さんに怒って
いたのを、昨日のことのように思い出します。
　その後も松岡さんにはいろいろとお世話に
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なり、そんな関係の中で2014－2015年に松岡
さんが会長をされたときに、幹事のご指名い
ただいたんだろうと思います。打ち合わせの
度にこちらにお伺いすると「まぁえいじゃい
か」とすぐにお酒の席になってしまって、打
ち合わせがまともにできなかった記憶があり
ます。
　例会での会長挨拶というのは、ロータリー
を理解する、あるいはロータリーを広める、
ものによっては会員の教育というものを会長
はしないといけない。だから挨拶のときはロ
ータリーの話をしないといけないと言われて
おります。ところが、松岡会長は会長挨拶の
中で一度もロータリーのロの字を使った記憶
が私はありません。半年ぐらいまで私はずっ
と「今日はロータリーの話をしますよね」と
横で言っていましたが、「さぁどうかな」と
いいながら、掛け軸の話、宴会や土佐のお酒

文化の話、建物の話、まさにこの得月樓さん
に関わることを１年間、話し通して終わりま
した。
　私としては、あれでよかったのかと思って
いましたが、最近ある方から「それも職業奉
仕の面で捉えると、一つのロータリーの話じ
ゃないのかな」というお話を聞き、やっと腑
に落ちるようになりました。そんな松岡さん
のエピソードでした。
　以来、松岡さんとはお酒をご一緒する機会
もたくさんございます。その都度、会長挨拶
にもなかったような配膳の話とか、席順とか、
さまざまなお話を聞かせていただいておりま
す。ところが私、生来お酒を飲むと何も記憶
に残らないタイプで、繰り返しお聞きした話
のみが残っているという、非常に勿体ない経
験の持ち主でございます。
　後ほど、松岡さんには梅のお話をいただけ

るということです。皆さんにおかれましては、
忘れずにしっかりと松岡さんのお話を踏まえ
ながら梅を愛でて、今日はお帰りいただきた
いと思います。
　今日の集まりが、ロータリーの親睦を深め
る機会の日となりますことを念頭に、できれ
ば動くときはマスクをして、大声で喋ること
なく歓談を楽しんでいただきたいと思います。
◇お　客　さ　ま
•水曜会
　浦田比奈子さん　　猿田　静子さん
　寺村みゆきさん　　永野　雅子さん
•ピアノ伴奏　　小笠原貴美子さん
◇会　長　報　告
・ガバナーノミニー・デジグネートとして、
高松北ＲＣの八田光氏が指名されました。
各クラブ独自の候補者がある場合は、２月
19日㈮までに、ガバナー事務所に書面で提

出してくださいという連絡が来ています。
手を挙げる方がいらっしゃればお願いいた
します。
・鬼頭愼一会員から、先の旭日双光章受章の
際のクラブからのお祝いに対してお礼状が
来ています。
・３月に予定していた情報集会について、一
旦見送ってタイミングを見計らって開催す
る。場合によっては中止もあり得るという
ことを理事会で決定しました。
◇幹　事　報　告
・地区協議会は中止という案内が来ています。

◇出席率報告



◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんばんは。
随分前からこの観梅夜間
例会を開催するかどうか、
非常に悩みましたが、年
明けからの傾向で、感染
者数も徐々に減って来た

ということで、決行といたしました。しかし、
まだまだ緊張の糸は切れていない状況で、い
わば自粛ムードはまだ漂っています。その影
響か、香長クラブさんはクラブとしてではな
く、各会員に出欠を取られたうえで出席者ゼ
ロというご配慮のあるお返事をいただいてお
り、致し方ないかなと受け止めています。ま
た、東クラブの出席者も、いつもよりは少な
めということです。常に前向きに解釈しよう
としていますが、言わば自粛ムードの中で、
この人数というのは健全な傾向ではないのか
なと捉えています。今日はこの梅の香りの中
で、楽しく厳かに親交を深めてまいりたいと
思います。
　得月樓さんは、昨年創業150年を迎えられ、
おめでとうございます。今日は少し時間をい
ただいて、得月樓さんとの関わりをお話して
みたいと思います。
　私、ロータリークラブに入るまでは得月樓
さんっていうのは、非常に格式が高く門から
中を覗くのも憚るような敷居の高いというか、

松岡さんに怒られますけれども、なかなか私
たちの入れるところではないと思っておりま
した。
　ロータリーに入って、忘れもしません2005
年、親睦副委員長の立場で野外レクレーショ
ンを企画しました。夜須の地引網と山北のみ
かん狩りにバス一台いっぱいの参加者を集め
ました。ところが前の日は晴れてたんですが、
当日は天候が悪く、バスが出発する時からパ
ラパラと雨が降り始め、着いたらバケツの底
をひっくり返したような雨。カッパも用意し
てましたが、とても間に合わないというひど
いお天気でした。恐らく東クラブの野外レク
レーションの歴史に残る最悪の内容ではなか
ったかと思います。ただ、参加いただいた皆
さんが、にこにこしてみかん狩りをしてくだ
さって宅配で送ったり、いろんなことを工夫
して楽しんでいただいたということで非常に
感謝しております。
　とはいえ、主催したものとしては打ちひし
がれていました。東局前で解散のときに、松
岡さんに「飲むか」と誘っていただき、ここ
の１階に連れて来ていただきました。日曜日
で得月樓さんは休みだったのですが、当時、
まだお元気だった奥さんが燗を付けてくださ
って、１時前ぐらいから夕方暗くなるまで盃
の往復が続きました。奥さんが「もうええ加
減に帰しちゃらんかね」と松岡さんに怒って
いたのを、昨日のことのように思い出します。
　その後も松岡さんにはいろいろとお世話に

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

なり、そんな関係の中で2014－2015年に松岡
さんが会長をされたときに、幹事のご指名い
ただいたんだろうと思います。打ち合わせの
度にこちらにお伺いすると「まぁえいじゃい
か」とすぐにお酒の席になってしまって、打
ち合わせがまともにできなかった記憶があり
ます。
　例会での会長挨拶というのは、ロータリー
を理解する、あるいはロータリーを広める、
ものによっては会員の教育というものを会長
はしないといけない。だから挨拶のときはロ
ータリーの話をしないといけないと言われて
おります。ところが、松岡会長は会長挨拶の
中で一度もロータリーのロの字を使った記憶
が私はありません。半年ぐらいまで私はずっ
と「今日はロータリーの話をしますよね」と
横で言っていましたが、「さぁどうかな」と
いいながら、掛け軸の話、宴会や土佐のお酒

文化の話、建物の話、まさにこの得月樓さん
に関わることを１年間、話し通して終わりま
した。
　私としては、あれでよかったのかと思って
いましたが、最近ある方から「それも職業奉
仕の面で捉えると、一つのロータリーの話じ
ゃないのかな」というお話を聞き、やっと腑
に落ちるようになりました。そんな松岡さん
のエピソードでした。
　以来、松岡さんとはお酒をご一緒する機会
もたくさんございます。その都度、会長挨拶
にもなかったような配膳の話とか、席順とか、
さまざまなお話を聞かせていただいておりま
す。ところが私、生来お酒を飲むと何も記憶
に残らないタイプで、繰り返しお聞きした話
のみが残っているという、非常に勿体ない経
験の持ち主でございます。
　後ほど、松岡さんには梅のお話をいただけ

るということです。皆さんにおかれましては、
忘れずにしっかりと松岡さんのお話を踏まえ
ながら梅を愛でて、今日はお帰りいただきた
いと思います。
　今日の集まりが、ロータリーの親睦を深め
る機会の日となりますことを念頭に、できれ
ば動くときはマスクをして、大声で喋ること
なく歓談を楽しんでいただきたいと思います。
◇お　客　さ　ま
•水曜会
　浦田比奈子さん　　猿田　静子さん
　寺村みゆきさん　　永野　雅子さん
•ピアノ伴奏　　小笠原貴美子さん
◇会　長　報　告
・ガバナーノミニー・デジグネートとして、
高松北ＲＣの八田光氏が指名されました。
各クラブ独自の候補者がある場合は、２月
19日㈮までに、ガバナー事務所に書面で提

出してくださいという連絡が来ています。
手を挙げる方がいらっしゃればお願いいた
します。
・鬼頭愼一会員から、先の旭日双光章受章の
際のクラブからのお祝いに対してお礼状が
来ています。
・３月に予定していた情報集会について、一
旦見送ってタイミングを見計らって開催す
る。場合によっては中止もあり得るという
ことを理事会で決定しました。
◇幹　事　報　告
・地区協議会は中止という案内が来ています。

◇出席率報告



◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんばんは。
随分前からこの観梅夜間
例会を開催するかどうか、
非常に悩みましたが、年
明けからの傾向で、感染
者数も徐々に減って来た

ということで、決行といたしました。しかし、
まだまだ緊張の糸は切れていない状況で、い
わば自粛ムードはまだ漂っています。その影
響か、香長クラブさんはクラブとしてではな
く、各会員に出欠を取られたうえで出席者ゼ
ロというご配慮のあるお返事をいただいてお
り、致し方ないかなと受け止めています。ま
た、東クラブの出席者も、いつもよりは少な
めということです。常に前向きに解釈しよう
としていますが、言わば自粛ムードの中で、
この人数というのは健全な傾向ではないのか
なと捉えています。今日はこの梅の香りの中
で、楽しく厳かに親交を深めてまいりたいと
思います。
　得月樓さんは、昨年創業150年を迎えられ、
おめでとうございます。今日は少し時間をい
ただいて、得月樓さんとの関わりをお話して
みたいと思います。
　私、ロータリークラブに入るまでは得月樓
さんっていうのは、非常に格式が高く門から
中を覗くのも憚るような敷居の高いというか、

松岡さんに怒られますけれども、なかなか私
たちの入れるところではないと思っておりま
した。
　ロータリーに入って、忘れもしません2005
年、親睦副委員長の立場で野外レクレーショ
ンを企画しました。夜須の地引網と山北のみ
かん狩りにバス一台いっぱいの参加者を集め
ました。ところが前の日は晴れてたんですが、
当日は天候が悪く、バスが出発する時からパ
ラパラと雨が降り始め、着いたらバケツの底
をひっくり返したような雨。カッパも用意し
てましたが、とても間に合わないというひど
いお天気でした。恐らく東クラブの野外レク
レーションの歴史に残る最悪の内容ではなか
ったかと思います。ただ、参加いただいた皆
さんが、にこにこしてみかん狩りをしてくだ
さって宅配で送ったり、いろんなことを工夫
して楽しんでいただいたということで非常に
感謝しております。
　とはいえ、主催したものとしては打ちひし
がれていました。東局前で解散のときに、松
岡さんに「飲むか」と誘っていただき、ここ
の１階に連れて来ていただきました。日曜日
で得月樓さんは休みだったのですが、当時、
まだお元気だった奥さんが燗を付けてくださ
って、１時前ぐらいから夕方暗くなるまで盃
の往復が続きました。奥さんが「もうええ加
減に帰しちゃらんかね」と松岡さんに怒って
いたのを、昨日のことのように思い出します。
　その後も松岡さんにはいろいろとお世話に

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

なり、そんな関係の中で2014－2015年に松岡
さんが会長をされたときに、幹事のご指名い
ただいたんだろうと思います。打ち合わせの
度にこちらにお伺いすると「まぁえいじゃい
か」とすぐにお酒の席になってしまって、打
ち合わせがまともにできなかった記憶があり
ます。
　例会での会長挨拶というのは、ロータリー
を理解する、あるいはロータリーを広める、
ものによっては会員の教育というものを会長
はしないといけない。だから挨拶のときはロ
ータリーの話をしないといけないと言われて
おります。ところが、松岡会長は会長挨拶の
中で一度もロータリーのロの字を使った記憶
が私はありません。半年ぐらいまで私はずっ
と「今日はロータリーの話をしますよね」と
横で言っていましたが、「さぁどうかな」と
いいながら、掛け軸の話、宴会や土佐のお酒

文化の話、建物の話、まさにこの得月樓さん
に関わることを１年間、話し通して終わりま
した。
　私としては、あれでよかったのかと思って
いましたが、最近ある方から「それも職業奉
仕の面で捉えると、一つのロータリーの話じ
ゃないのかな」というお話を聞き、やっと腑
に落ちるようになりました。そんな松岡さん
のエピソードでした。
　以来、松岡さんとはお酒をご一緒する機会
もたくさんございます。その都度、会長挨拶
にもなかったような配膳の話とか、席順とか、
さまざまなお話を聞かせていただいておりま
す。ところが私、生来お酒を飲むと何も記憶
に残らないタイプで、繰り返しお聞きした話
のみが残っているという、非常に勿体ない経
験の持ち主でございます。
　後ほど、松岡さんには梅のお話をいただけ

るということです。皆さんにおかれましては、
忘れずにしっかりと松岡さんのお話を踏まえ
ながら梅を愛でて、今日はお帰りいただきた
いと思います。
　今日の集まりが、ロータリーの親睦を深め
る機会の日となりますことを念頭に、できれ
ば動くときはマスクをして、大声で喋ること
なく歓談を楽しんでいただきたいと思います。
◇お　客　さ　ま
•水曜会
　浦田比奈子さん　　猿田　静子さん
　寺村みゆきさん　　永野　雅子さん
•ピアノ伴奏　　小笠原貴美子さん
◇会　長　報　告
・ガバナーノミニー・デジグネートとして、
高松北ＲＣの八田光氏が指名されました。
各クラブ独自の候補者がある場合は、２月
19日㈮までに、ガバナー事務所に書面で提

出してくださいという連絡が来ています。
手を挙げる方がいらっしゃればお願いいた
します。
・鬼頭愼一会員から、先の旭日双光章受章の
際のクラブからのお祝いに対してお礼状が
来ています。
・３月に予定していた情報集会について、一
旦見送ってタイミングを見計らって開催す
る。場合によっては中止もあり得るという
ことを理事会で決定しました。
◇幹　事　報　告
・地区協議会は中止という案内が来ています。

◇出席率報告

２月10日

１月27日

総数
－7 54
－5 54

出席
26
43

欠席
5
0

メイク
アップ HC出席率

48.15％
79.63％

出席率
89.36％
100％

16
6



●会長／竹村克彦　●幹事／西森やよい　●雑誌会報委員／永野正将・関　淑公
●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
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● ニコニコ箱 ●
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チビニコ 合　計

２月10日
今期の累計

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

■高知東ＲＣ当面の日程
３月３日㈬　定例理事会
３月17日㈬　ロータリー休日
３月31日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
高知南ＲＣ　　２月25日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　３月４日㈭　職場例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　３月16日㈫　定款８条第１節による休会
高知中央ＲＣ　３月18日㈭　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　３月22日㈪　花見例会
高知ＲＣ　　　３月23日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　３月25日㈭　花見例会
高知中央ＲＣ　３月25日㈭　花見夜間例会
高知北ＲＣ　　３月29日㈪　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　３月30日㈫　ロータリー休日

拝啓

皆さまには益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて　私こと　この度　令和二年秋の叙勲に際し　はからずも旭日双光章

受章の栄に浴しましたところ　早速ご鄭重なるご祝意を頂戴致し　誠に

ありがたく厚く御礼申し上げます　これもひとえに貴台をはじめ皆様方の

永年に亘る温かいご指導ご支援の賜と深く感謝致しております。

今後とも一層精進し　些かなりともご芳情に報いたいと存じますので

何卒従前のご交誼を賜りますようお願い申し上げます

末筆ながら　皆様の益々のご健勝とご多幸を心よりお祈り申し上げ御礼の

ご挨拶とさせていただきます

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　謹白

　令和三年一月吉日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鬼頭　愼一

鬼頭愼一会員よりお礼状
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