第2442号

高知東ロータリークラブ 週報
040月070日.2021

本日

４月７日㈬ 12：30 ザ クラウンパレス新阪急高知
会員スピーチ
「得月樓創業150周年」
松岡 英雄 会員

第2488回 例会報告／令和３年３月24日

天候

◇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、こんにちは。
今日のロータリーソング
の「それでこそロータリ
ー」は、歌詞はロータリ
ーの親睦の部分を端的に
示していて、ロータリー
以外の方にも分かりやすく、メロディーとリ
ズム感がゆったりした感じで大好きです。私
はこの歌の歌詞のように「ヤー」とか「オー」
ということがあります。皆さんもぜひ実践し
てみてください。
「悲喜こもごも」という言葉があります。
今日は、出会いと別れの交差点のような日
で、１月に今西さんを、そして今日、増田さ
んをお迎えします。心から歓迎申し上げます。
一方で、野志さん、水上さんが３月いっぱ
いで退会されることになりました。残念です
が、高知を離れられるとのことなので、再会
を誓ってお見送りしたいと思います。彼の地
でもお元気で、そして、さらにご活躍される
ことを祈念いたしております。
出会いと別れの季節である春ですが、個人
的にはもう一つ、自宅のマンションから見る
高知市の北山のヤマザクラが、存在をこれぞ
とばかりにアピールしているこの時季が、私
が視覚的に一番春を感じるときです。皆さん
も、注目してヤマザクラの本数などを数えて

次週

４月14日㈬ 12：30 ザ クラウンパレス新阪急高知
会員スピーチ
「ロータリアンオリバー先生のその後」
佐野 博三 会員

晴

みてはいかがでしょうか。
今日の卓話は、柳澤会員です。楽しみにし
ています。
◇新会員紹介
氏
名 増田 伝郎
生年月日 昭和43年３月９日
職
業 ㈱冨士美装
代表取締役
趣
味 居酒屋巡り
専任アドバイザー 鬼頭愼一会員
増田 伝郎氏挨拶
いろいろありまして、またお世話になるこ
とになりました。一生懸命がんばりますので
よろしくお願いします。
◇退 会 挨 拶
水上 元会員
この３月31日で退任し、
愛知県に転居することに
なりました。ちょうど７
年前の４月１日付けで名
古屋から着任しました。
誰も知る人がいない土地
に来て路頭に迷っていましたが、縁あって、
この東ＲＣに参加させていただき、地域と一
緒にいろいろ仕事ができることになりました。
７年間、誠にありがとうございました。
牧野植物園は今から63年前、竹林寺のそば
に比較的小さな規模の植物園として開園しま
したが、ロータリークラブの会員の皆さんは
じめ、高知県の皆さんの大きなご支援を得て、
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今では間違いなく日本を代表する、国内有数
の植物園として発展してきました。次は、や
はり国際的なレベルでの発展が大事だと思い
ます。アジアにはシンガポール植物園など、
いくつかの大きくて有名な、あるいは優れた
植物園がありますが、そういうところに伍し
て、次はアジアを代表する植物園として発展
していくことを希望しています。
考えてみると、坂本龍馬にしても牧野富太
郎にしても、東京から少し離れたこの地で、
決して高知のことだけを考えるのではなくて、
日本全体、あるいは世界を見つめて活動して
います。そういう人を生み出した高知ですが、
残念ながら高知県庁には全くとはいいません
が、そういう視点で物事を考えられる人は、
非常に少ないと、個人の勝手な感想ですが、
思います。やはりこれからもロータリークラ
ブの皆さんの、大きなご援助が必要かと思い
ます。何卒よろしくお願いいたします。
私は東ＲＣから物心ともに様々なご支援を
いただきましたが、一方で、あまりロータリ
ークラブには貢献できなかったことを反省し
ています。７年間、本当にありがとうござい
ました。今後とも牧野植物園をよろしくお願
いいたします。ありがとうございました。
野志征生会員
久しぶりにお会いした
ときが退会の挨拶という
ことで、申し訳なく思い
ます。来月から、高松の
香川支店勤務となります。
高知県には２年半いまし
たが、この１年はほとんど活動ができない、
させてもらえない状態が続きました。後任は、
鹿児島から来ますが、同じような状況だと思
います。
いろんな会社、企業の考え方に基づいて今
回のコロナ禍に対応していますが、弊社、大
和ハウスはどちらかというと、厳しい対応を
取っています。東ＲＣに入会させていただい
た２年前、私どもの会社が過去の不祥事を公
表して、新聞やニュースを通して、随分と世
間から叩かれました。そのときの対応策の一
番がガバナンスの強化でした。もともとは、
どちらかというと「行け行け」の会社で、守
りの部分に弱い体質だったのを一気に改善す

るという形で、必要以上に締め付ける状況が
生まれました。
ですから、一番初めの緊急事態宣言が出て、
まだコロナがどういうものかはっきり分から
ないときに、全国の支店を閉鎖。さらに、工
事現場も全部止めました。これは日本では大
和ハウスだけです。そこまでやってでも、と
いう思いです。が故に、緊急事態宣言が解け
ている今もなお、縛りは緩んでいなくて、や
むを得ず行く場合は４人以下。社員が多いた
め、さらに懲罰委員会なるものがあり、おか
しなことになるとすぐ懲罰にかけられて、固
有名詞と何をやって、どういう処分を受けた
か、社内のホームページに全部出るようにな
っています。
そのため、例会にも宴会にも参加できない。
非常につまらない日々を過ごしていました。
高知県にきて、最初の１年は一生懸命仕事を
して、やっと落ち着いて楽しもうと思ったと
きに自粛。収まるのを待っている間に、今度
は転勤。せっかく高知県にきて全く高知を堪
能できなかったのが、本当に残念です。ただ、
これからも同じ四国の中にいますので、次は
遊びで、コロナが収まったら高知に来たいと
思います。もし、見かけたらお声をかけてい
ただきたいと思います。
短い間で、皆さんのお役に何も立てなくて
申し訳ありません。これからも、皆さんの健
康で、さらに東ＲＣの発展のために活躍して
いただくことを祈念して私の挨拶とさせてい
ただきます。本当にありがとうございました。
◇親睦委員会より
本日６時半から歓送迎会とフィエンさんの
激励会を行います。変更等があれば、早めに
ご連絡ください。
◇会 長 報 告
野志さんからお菓子を、水上さんからは冊
子をお別れの記念にいただきました。
◇幹 事 報 告
ガバナーノミニーデジグネート候補に徳島
ＲＣの吉岡宏美氏が指名されました。クラ
ブ内で他に候補者があれば、今日中にご連
絡ください。
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◇会員スピーチ

柳澤

光秋 会員

「ロータリーについて」

１月の中旬に野町プログラム委員長から、
卓話をしてほしいという依頼があり「いいで
すよ」と安請け合いしたのですが、ガバナー
候補の指名委員会、PETS、地区協議会の冊
子への原稿等々バタバタしている間に、野町
さんからせめて題名だけでも教えてほしいと
いわれ、簡単に「ロータリーについて」と
言ってしまいました。
国際ロータリーの未来形成委員会（SRF）
は、2018−19年度のバリーラシンＲＩ会長が
委員長として、昨年11月19日にＲＩの理事会
で発表されました。来年の審議会で認可され
ると思いますが、ちょっと驚く内容です。
ＲＩ理事会とロータリー財団はそのままで
すが、新たに世界を言葉や宗教、文化等で20
〜40の地域に分けて、ここを統括する地域カ
ウンシル１名を選挙で選出します。任期は３
年。日本は全体で一つの地域となります。こ
の地域をさらにセクション（全世界を1500〜
1600）に分割して、ここにセクションリー
ダーを設置して25〜40クラブを管理し、任期
は２年。日本は102のセクションに分かれま
す。現在43地区ありますが、その１地区を３
セクションに分ければ102となり、我々の
2670地区は３セクションに分割される可能性
があります。高知は15、香川が18、愛媛21、
徳島21、各クラブありますので、愛媛と徳島、
高知と香川が一緒になるかもしれません。
こういう組織に変わりますので、今までの
地区割は一切なくなり、ガバナーやガバナー
補佐もなくなります。2022年の規定審議会で
決裁されたら、まずパイロット地区をつくり、
６年間試行して、その結果により2030年から
本格的に動くことになります。これについて
はいろんな意見があり、日本の各地区からは、
賛成する動きや反対運動や意見書が出ていま
す。四国の場合は、とりあえず経過を見るこ

とになっています。ただ、この未来形成委員
会に関しては、英語の訳やその他、細かい内
容に関しては、まだネットでもマイロータ
リーにも、ほとんど出ていません。
未来形成委員会はともかく、現実問題、こ
の2670地区のガバナーとして、東さんの次が
香川、徳島、高知と回ってきます。今、次の
高知の場合、ガバナーを受けてくださる方が
いるようには聞いていますが、この東クラブ
では2030年までに２人のガバナー補佐を輩出
しなければいけません。今後の会長・幹事会
で話があるかと思います。
僕は、1985年３月13日に入会しました。38
歳になる直前でした。この1985年は微妙な年
でした。東クラブは、もともとホテルニュー
高知が例会場でしたが、1983年８月３日にホ
テルニュー高知からホテルサンルート高知に
例会場が移りました。この会場は２階で階段
を上がった踊り場に受付がありました。新入
会員は、最初は親睦委員会に所属しますが、
親睦委員の出席はとても厳しかったです。当
時問題になっていたのは、食事が終わったら
すぐに帰ってしまう食い逃げロータリアンを
いかに減らすかということでした。
僕がガバナーのとき、地区大会での講演を、
牧野植物園の理事をされている関係で、司
葉子さんにお願いしました。香川へ公式訪問
に行ったとき、近くのうちわの博物館にクラ
ブの方が連れていってくれました。すると、
そこに和服を着た美人画の古いうちわがあり
ました。ひょっとしてと思って館長さんに
「このモデルは司葉子さんじゃないですか」
とお聞きすると、まさにドンピシャリ！ こ
の話を地区大会のときに司さんにお話しする
と、非常に喜んでくださいました。彼女は東
京の恵比寿ロータリークラブに所属していま
す。
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このクラブで３月が誕生日の会員は、早瀬会
員が27日、僕が28日、29日が水上会員です。
水上会員は今度退会されますが、僕にとって
は大切な会員でした。先の例会で、土居会員
が牧野植物園が見違えるようになっていたと、
ニコニコに書いていましたが、僕も長寿手帳
を利用して、ただで時々牧野植物園に行って
います。素晴らしい変わりようです。水上さ
んは高知県への貢献大で、昨日の高知新聞に
も薬草についての記事が載っていました。こ
れからもつながりがあると思いますので、こ
れからもお元気で活躍なさってください。
以前、牧野植物園にプロジェクターを贈呈

したことがありますが、どこでどう間違った
のか、贈呈式のとき見るとプロジェクターの
下に「国際ロータリークラブ」と書いてあり
ました。これは絶対に間違いです。すぐに間
違いに気がついて修理しましたが、国際ロー
タリークラブというのはありません。あるの
は「国際ロータリー」です。
もっといろいろお話ししたかったのです
が、時間がないようです。最後にロータリー
には「ノー」がありません。役がくれば遠慮
なく引き受けて、予算を十分使ってロータリ
ー生活を楽しんでいただければと思います。

◇出席率報告

ございます。これからまたよろしくお願いし
ます。
広瀬雅彦 日曜日にホタル会ゴルフコンペ
があり、優勝させていただきました。午前中
雨でしたが、桜もきれいで楽しくできました。
岡﨑勇樹 ３月21日、第１回ホタル会ゴル
フを急遽体調不良で欠席となり申し訳ありま
せんでした。まだ体調が良くないですが、皆
さまも体調には十分気をつけてください。先
日、次女が小学校を卒業しました。子供の成
長を感じた良き日となりました！僕も成長し
てるかな？
𠮷永光男（ＩＭ実行委員会） ３月11日、
ＩＭ残念会を開催しました。おつりをニコニ
コへ。
鬼田知明 長女が大学に入学し、４月から
は妻と２人になります。26年ぶりです。緊張
しています…。
福岡満喜子 本社ビルの解体工事が終わり、
更地になりました。主人の父が50年前に「り
ぐって」建てました。猿田先生、騒音でご迷
惑をおかけしました。
増田伝郎 またお世話になることになりま
した。竹村会長から二度目はないぞと言われ
ていますので、一生懸命がんばります。よろ
しくお願いします。
ザ クラウンパレス新阪急高知 いつもあり
がとうございます。
◇遅刻・早退 ３件

総数 出席 欠席

メイク
アップ

HC出席率 出席率

３月24日

−4

55 39

9

3

70.91％ 82.35％

３月10日

−3

54 44

0

8

81.48％

100％

３月３日

−3

54 46

0

5

85.19％

100％

竹村克彦 水上さん、野志さん、いってら
っしゃい。増さんお帰りなさい。
西森やよい 柳澤先生、卓話ありがとうご
ざいました。増田さん、再入会ありがとうご
ざいます。水上会員、野志会員、これまで大
変お世話になりました。温かいご厚情に心よ
り感謝申し上げます。どうか、いつまでもお
元気で、ご活躍ください。
野志征生 皆さま、短い間でしたが、大変
お世話になりました。本当にありがとうござ
います。記念のお品もありがとうございます。
水上 元 ７年間、本当にありがとうござ
いました。別れを惜しみつつ、出会いに感謝
したいと思います。最後の仕事として発行し
ましたガイドブックを配布させていただきま
した。ご笑納ください。
柳澤光秋 卓話させていただきました。
前川美智子 水上さん、野志さん、高知東
ＲＣでの出会いありがとうございます。お元
気でこれからもお幸せにお過ごしください。
増田さん、約束どおり再度の入会ありがとう
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高知東ＲＣ 歓送迎会
2021年３月24日㈬

於：ザ クラウンパレス新阪急高知
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■高知東ＲＣ当面の日程
４月21日㈬ 役員会
４月25日㈰ ゴルフコンペ
（パシフィックＣＣ）
４月28日㈬ ロータリー休日
５月５日㈬ 休会（国民の休日）
５月12日㈬ 定例理事会
５月15日㈯・16日㈰
地区大会（サンポート高松）
５月19日㈬ 第６回クラブ協議会・現新合同
（城西館）
５月26日㈬ 役員会
６月２日㈬ 定例理事会
６月16日㈬ 委員会活動実績報告
６月23日㈬ 委員会活動実績報告
理事エレクト会（例会終了後）
６月30日㈬ 最終夜間例会
（ザ クラウンパレス）

■例会変更のお知らせ
高知中央ＲＣ ４月８日㈭
高知西ＲＣ
４月９日㈮
高知北ＲＣ
４月26日㈪
高知ロイヤルＲＣ
４月27日㈫
高知西ＲＣ
４月30日㈮
高知中央ＲＣ ５月６日㈭
高知南ＲＣ
５月13日㈭
高知ロイヤルＲＣ
５月18日㈫
高知西ＲＣ
５月21日㈮

夜間例会
夜間例会
ロータリー休日
夜間例会
ロータリー休日
ロータリー休日
ロータリー休日
ロータリー休日
ロータリー休日

他クラブ変更事項
新居浜ロータリークラブメールおよびホームページアドレス変更のご案内
メールアドレス：jimukyoku@niihama-rc.jp
ホームページアドレス：http://www.niihama-rc.jp
運用開始日：令和３年４月１日
※移行期間を設けておりますので、４月末までにご登録の変更をよろしくお願い
いたします。

● ニコニコ箱 ●
ニコニコ

チビニコ

合

計

先週まで

990,801円

13,801円

1,004,602円

３月24日

51,450円

0円

51,450円

1,042,251円

13,801円

1,056,052円

今期の累計

●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
●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
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