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本日　５月12日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「ヨーロッパ視察旅行」

前田　　博 会員

次週　５月19日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「ローターアクトクラブの活動について」

中村　瑠依 氏綜合警備保障㈱
高知西ローターアクトクラブ

第2491回　例会報告／令和３年４月14日　天候　晴
◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
皆さんは、京都にはほと
んどの方が行かれたこと
があると思いますが、京
都の町は東西南北、碁盤
の目のようになっていま

す。このような町での道案内では「ここから
四つ目の信号を左に曲がって、５軒目」と方
向を示すだけで目的地に辿りつけて、案内し
やすいと思います。私の生業としている土地
家屋調査士の業務の中で、測量があります。
曲がりくねったところや山を測ったりするこ
ともありますが、そういったときにトラバー
ス測量というのを使います。これは非常に正
確な角度と距離を測る機械です。ある地点を
据えて起点となる方向を定め、そこから測り
たい点の方向と距離を取る。そうすることで
それぞれの位置関係が総体的に分かります。
例えば、私がここにいて、ピアノの方向を起
点として、時計の方向までの角度とここから
の距離が分かれば、時計を一旦外しても元の
位置に置くことができます。
　ある目印となる情報が正確であれば、迷う
ことはないと思います。皆さんのお手元に、
情報集会の案内が届いたかと思いますが、私
の一存でということでしたので、テーマを
「ロータリーのエポックメイキング」としま

した。ちょっとヘビー過ぎるのではないかと
いうご指摘もいただきましたが、今までの
ロータリーの歴史を振り返ってみたときに、
様々な事情が起こって、そこからロータリー
がいろんな形に変わってきたというようなポ
イントがあったのではないか。
　あることを理解しようとしたとき、情報が
溢れかえっている中で何かポイントを決めて
深堀りしてみるというふうにしないと、一体
自分はどういう考えのもとに立っているのか
理解できないようになるんじゃないかと思い
ます。ただ、浅く広くではなくて、何か一つ、
その時代を変えた出来事などに目を当ててみ
ることが、ロータリーを理解するのに役立つ
のではないか。と思って、このテーマを考え
ました。ロータリーにこだわることなく、東
クラブの出来事についてでも構いませんので、
ざっくばらんにお話していただきたいと思い
ます。夜、開催される３回分は食事と話をす
る時間を分けずに、時間一杯使って、今まで
よりは肩の力を抜いて話していただきたいと
思います。
　ロータリーについて語りましょうという思
いに変わりはありませんので、その辺りをご
理解して、楽しい時間としていただけたらと
思います。入会間もない方も先輩方のお話を
聞く機会にもなると思いますので、参加をお
願いします。
　私にとって、エポックメイキングの出来事
は何だろうと振り返ると、2003年６月、ロー
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タリーに入会したことが第一かなと思います。
　本日の卓話は佐野会員から、以前、当クラ
ブに通われていた、アメリカのロータリアン
で、オリバーさんのその後ということでお話
を伺います。
◇ロータリー財団委員会より
　４月８日㈭、高知県立国際中学校にて、高
知県警さんの協力のもと「自転車を安全に乗
ろう」プロジェクトを開催しました。当日は
対象者である新入生80名、学校関係者10名ほ
どと教育委員会、当クラブから５名が参加し
て無事に開催できたことをご報告します。
　残念ながらメディアの取材がなかったこと
で、外へのアピールができませんでしたが、
内容としては充実した事業だったと思います。

ましたが、何の問題もありません。そして、
皆さまにできるだけ早くワクチンを打つこと
をお勧めします。ワクチンを打った後、私た
ちは外に出ていくようになりました。今年に

なってからは、初めてレストランに行って食
事をしました。これからは、友達や隣人を訪
問したいと思います。

　私は、ロータリーに入会して今年で20年で
すが、まだまだだと感じています。以前、ロ
ータリーの友で「ロータリー、そのうち分か
る30年」という言葉を読みました。あと10年
は頑張ろうと思っていますので、よろしくお
願いします。
　アメリカのロータリアンであるオリバー先
生が４年ほど高知市に在住し、高知市を拠点
として、日本全国あるいは台湾、ヨーロッパ
などに旅行しながら、当クラブに出席をされ
ていました。ちょうど、私の孫がアメリカに
行く直前でもあり、アメリカの食事作法等々
教えていただき、お世話になりました。オリ
バー先生のお孫さんもイタリア留学の帰りに
高知に来て、私どもの家で書画・骨董を見て
大変喜んでおられました。そのとき、カウボ
ーイハットをいただきましたが、見た目は布
で柔らかい感じがしますが、本当は硬い革で
作られていて鉄兜みたいです。

　オリバー先生のお宅に伺うと、とてもきれ
いで驚きました。別役さんに言わすと、日本
人は「これ、清潔の民なり」とのことですが、
オリバー先生のお宅はそれ以上です。そして、
窓から見える高知市の山の名前を全部覚えて
いて、筆山、鷲尾山と、私なんかが知らない
山も知っているという、山の好きな方でした。
　先生は、もともとアメリカの精神科の医師、
かつロータリアンらしい方で、私どもも例会
では様々なことを教えていただきました。昨
年２月にアメリカに帰国されましたが、その
後、メールで新しく買った家のことや現在の
アメリカにおけるコロナの状態などを送って
いただきました。それを皆さんにご紹介した
いと思います。

◇親睦委員会より
　５月16日㈰、野外レクレーションで鳴門市
のアオアヲナルトリゾートが主体で行ってい
る、筏の上で釣りをしてバーベキューをする
旅行を計画しています。コロナ禍ですので状
況が変われば中止もありますが、現時点では
大丈夫だという判断です。ぜひ、多くの方の
参加をよろしくお願いいたします。
◇幹　事　報　告
・情報集会の案内を手違いで２回発送してし
まい、大変失礼しました。後から届いた４
月30日に返信をする分でお願いします。コ
ロナ禍ですので出席義務ではなく、できる
だけの出席ということでお願いします。昼
の会について、場合によっては人数制限の
可能性もありますので、ご了承ください。

◎皆さんに先生のメールを紹介する旨の了解
を得るために、こちらから送ったメールに
対する、先生の返事です。

　私たちは元気です。あなたの元気なことを
聞き、大変うれしく思います。
　昨年中、私たちは食事を買ったり、あるい
は車で辺りを乗り回す以外は、ほとんど家に
いました。ノースカロライナは、私たちにと
って新しい土地ですので、車で見て回ってい
ます。毎朝散歩をしていて、そこでは隣の人
など多くの人に会っていますが、ほんの少し
しか話をすることができませんし、交流はし
ていません。
　妻は、非常に料理が好きですし、庭で花い
じりや仕事をしています。ここの気候は高知
に似ています。
　東ロータリーの皆さんによろしくお伝えく
ださい。コロナが流行って以来、私はロータ
リーに出席することができません。興味のあ
る方には、私の写真とか文書について、どう
ぞご自由に見せてください。
　私たちは今のところ元気です。しかし、コ
ロナウイルスはアメリカ全土に拡がっていま
す。私は多くの死者に出会っており、その流
行のピークは４月に向かって起こるのではな
いかと思います。ニューヨークはアメリカの
流行の中心です。私の４人の孫娘はニューヨ
ークにいますので、大変心配しています。同
じことが東京で起こらないように願っていま
す。
　私は新しい家を買い、徐々に慣れています。
ここは今花が咲き、周辺には多くの鳥が飛ん
でいます。私がいつも考えるのは、あなたが
酒の中にスズメバチをどうやって捉えて入れ
ているか不思議に思っています。
　部屋には、あなたからもらった掛け軸をか
けて、いつもテレビを見るときに見ています。
　あなたとお互いにコミュニケーションが取
れることを大変うれしく思います。もし、あ
なたが来られたときは展示しますので、いつ
でも見ていただくことができます。
※注釈：スズメバチは捕獲して、生きたまま
３合瓶に30匹ぐらい入れて、焼酎漬けにす
ると、瓶の中でスズメバチは毒を吐いて、
その毒が体に効くそうです。オリバー先生

が来たとき、１本差し上げるから取って帰
らないかと言いましたが、取って帰りませ
んでした。

◎オリバー先生が新しく買われたノースカロ
ライナの家は、かなり広い土地です。前は
駐車場と庭、後ろは小高い丘で、周辺は自
然木が多くアメリカらしい家で、リスなん
かも餌を食べに来るそうです。部屋には日
本から持っていった、掛け軸や魚拓なんか
を飾っています。その先生に、私が少し防
犯的な忠告をした手紙です。

　お手紙どうもありがとうございました。良
いお家を買いましたね。環境も非常によく、
よい生活を送れることでしょう。私は昔警察
官であった関係で、ひと言あなたに防犯上の
方法についてご忠告申し上げたいと思います。
　アメリカ合衆国は多民族国家で治安もあま
りよくはありませんので、次のことをしてく
ださい。
　まず、家に監視カメラを付けて、夜は人が
来ると光る装置をしてください。ガラスは防
弾ガラスがいいです。犬を家の前後に１匹ず
つ飼うのがいいと思います。銃を家に置くの
がいいでしょう。そして、あなたが犯罪防止
に注意を払えば完璧だと思います。

◎私の忠告に対する先生の返事です。

　あなたの提案どおりやっています。ただ、
犬は１匹だけですので、もう１匹飼うことに
します。銃の練習も４年ほどしていませんで
したが、練習するとすぐに勘が帰ってきまし
た。
　今のところ私たちは元気です。多くのアメ
リカの人々はマスクを付けずに、あまり注意
もしませんので、ウイルスはだんだん拡がっ
ています。多くの老人や病気を持っている人
が亡くなっています。私たちは社会的な距離
を持って少なくても２ｍは取っています。

◎コロナに関しては、ワクチンを打ったとい
う連絡もありました。

　私たちはファイザーのワクチンを２回打ち

◇出席率報告

•竹村克彦　年間の大切な事業の一つ、財団
事業が無事に終わりました。近森委員長ご苦
労様でした。
•西森やよい　４月８日の財団事業では、近
森会員に大変お世話になりました。学生の悲
惨な交通事故がなくなることを心より祈って
おります。佐野さん、まさにロータリーらし
い国際感覚にあふれた卓話ありがとうござい
ました。
•佐野博三　ご清聴ありがとうございます。
•近森範久　４月８日に本年度ロータリー財
団事業「自転車を安全に乗ろう」プロジェク
トを開催しました。新入生80名の学ぼうとす
る姿勢に大いに刺激を受けるとともに、彼ら
の楽しく安全な学生活動の一助となれたこと

を嬉しく思います。
•西内俊介　先週ネームプレートを持って帰
りましたので、ニコニコへ。また、同日のク
ラブ協議会へのご出席ありがとうございまし
た。貴重なご意見もいただきました。次年度
もよろしくお願いいたします。
•今西　博　今日４月14日は弊社の52回目の
創業記念日です。これからもよろしくお願い
します。
•石川　健　アジア初、日本人初、松山英樹
がマスターズゴルフで優勝しました。松山出
身で、松山の妹さんがエリエールゴルフクラ
ブでキャディーをしていたとき、お世話にな
ったのを思い出しました。優勝バンザ～イ
•西村美香　夫の誕生祝いありがとうござい
ました。とてもキレイなお花に、私の方がテ
ンションが上りました。前川さん、お忙しい
中わざわざ届けてくださってありがとうござ
いました。感謝です。
•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



「ロータリアン・オリバー先生の
　　　　　　　　　　その後」

◇会員スピーチ 佐野　博三 会員

◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
皆さんは、京都にはほと
んどの方が行かれたこと
があると思いますが、京
都の町は東西南北、碁盤
の目のようになっていま

す。このような町での道案内では「ここから
四つ目の信号を左に曲がって、５軒目」と方
向を示すだけで目的地に辿りつけて、案内し
やすいと思います。私の生業としている土地
家屋調査士の業務の中で、測量があります。
曲がりくねったところや山を測ったりするこ
ともありますが、そういったときにトラバー
ス測量というのを使います。これは非常に正
確な角度と距離を測る機械です。ある地点を
据えて起点となる方向を定め、そこから測り
たい点の方向と距離を取る。そうすることで
それぞれの位置関係が総体的に分かります。
例えば、私がここにいて、ピアノの方向を起
点として、時計の方向までの角度とここから
の距離が分かれば、時計を一旦外しても元の
位置に置くことができます。
　ある目印となる情報が正確であれば、迷う
ことはないと思います。皆さんのお手元に、
情報集会の案内が届いたかと思いますが、私
の一存でということでしたので、テーマを
「ロータリーのエポックメイキング」としま

した。ちょっとヘビー過ぎるのではないかと
いうご指摘もいただきましたが、今までの
ロータリーの歴史を振り返ってみたときに、
様々な事情が起こって、そこからロータリー
がいろんな形に変わってきたというようなポ
イントがあったのではないか。
　あることを理解しようとしたとき、情報が
溢れかえっている中で何かポイントを決めて
深堀りしてみるというふうにしないと、一体
自分はどういう考えのもとに立っているのか
理解できないようになるんじゃないかと思い
ます。ただ、浅く広くではなくて、何か一つ、
その時代を変えた出来事などに目を当ててみ
ることが、ロータリーを理解するのに役立つ
のではないか。と思って、このテーマを考え
ました。ロータリーにこだわることなく、東
クラブの出来事についてでも構いませんので、
ざっくばらんにお話していただきたいと思い
ます。夜、開催される３回分は食事と話をす
る時間を分けずに、時間一杯使って、今まで
よりは肩の力を抜いて話していただきたいと
思います。
　ロータリーについて語りましょうという思
いに変わりはありませんので、その辺りをご
理解して、楽しい時間としていただけたらと
思います。入会間もない方も先輩方のお話を
聞く機会にもなると思いますので、参加をお
願いします。
　私にとって、エポックメイキングの出来事
は何だろうと振り返ると、2003年６月、ロー
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タリーに入会したことが第一かなと思います。
　本日の卓話は佐野会員から、以前、当クラ
ブに通われていた、アメリカのロータリアン
で、オリバーさんのその後ということでお話
を伺います。
◇ロータリー財団委員会より
　４月８日㈭、高知県立国際中学校にて、高
知県警さんの協力のもと「自転車を安全に乗
ろう」プロジェクトを開催しました。当日は
対象者である新入生80名、学校関係者10名ほ
どと教育委員会、当クラブから５名が参加し
て無事に開催できたことをご報告します。
　残念ながらメディアの取材がなかったこと
で、外へのアピールができませんでしたが、
内容としては充実した事業だったと思います。

ましたが、何の問題もありません。そして、
皆さまにできるだけ早くワクチンを打つこと
をお勧めします。ワクチンを打った後、私た
ちは外に出ていくようになりました。今年に

なってからは、初めてレストランに行って食
事をしました。これからは、友達や隣人を訪
問したいと思います。

　私は、ロータリーに入会して今年で20年で
すが、まだまだだと感じています。以前、ロ
ータリーの友で「ロータリー、そのうち分か
る30年」という言葉を読みました。あと10年
は頑張ろうと思っていますので、よろしくお
願いします。
　アメリカのロータリアンであるオリバー先
生が４年ほど高知市に在住し、高知市を拠点
として、日本全国あるいは台湾、ヨーロッパ
などに旅行しながら、当クラブに出席をされ
ていました。ちょうど、私の孫がアメリカに
行く直前でもあり、アメリカの食事作法等々
教えていただき、お世話になりました。オリ
バー先生のお孫さんもイタリア留学の帰りに
高知に来て、私どもの家で書画・骨董を見て
大変喜んでおられました。そのとき、カウボ
ーイハットをいただきましたが、見た目は布
で柔らかい感じがしますが、本当は硬い革で
作られていて鉄兜みたいです。

　オリバー先生のお宅に伺うと、とてもきれ
いで驚きました。別役さんに言わすと、日本
人は「これ、清潔の民なり」とのことですが、
オリバー先生のお宅はそれ以上です。そして、
窓から見える高知市の山の名前を全部覚えて
いて、筆山、鷲尾山と、私なんかが知らない
山も知っているという、山の好きな方でした。
　先生は、もともとアメリカの精神科の医師、
かつロータリアンらしい方で、私どもも例会
では様々なことを教えていただきました。昨
年２月にアメリカに帰国されましたが、その
後、メールで新しく買った家のことや現在の
アメリカにおけるコロナの状態などを送って
いただきました。それを皆さんにご紹介した
いと思います。

◇親睦委員会より
　５月16日㈰、野外レクレーションで鳴門市
のアオアヲナルトリゾートが主体で行ってい
る、筏の上で釣りをしてバーベキューをする
旅行を計画しています。コロナ禍ですので状
況が変われば中止もありますが、現時点では
大丈夫だという判断です。ぜひ、多くの方の
参加をよろしくお願いいたします。
◇幹　事　報　告
・情報集会の案内を手違いで２回発送してし
まい、大変失礼しました。後から届いた４
月30日に返信をする分でお願いします。コ
ロナ禍ですので出席義務ではなく、できる
だけの出席ということでお願いします。昼
の会について、場合によっては人数制限の
可能性もありますので、ご了承ください。

◎皆さんに先生のメールを紹介する旨の了解
を得るために、こちらから送ったメールに
対する、先生の返事です。

　私たちは元気です。あなたの元気なことを
聞き、大変うれしく思います。
　昨年中、私たちは食事を買ったり、あるい
は車で辺りを乗り回す以外は、ほとんど家に
いました。ノースカロライナは、私たちにと
って新しい土地ですので、車で見て回ってい
ます。毎朝散歩をしていて、そこでは隣の人
など多くの人に会っていますが、ほんの少し
しか話をすることができませんし、交流はし
ていません。
　妻は、非常に料理が好きですし、庭で花い
じりや仕事をしています。ここの気候は高知
に似ています。
　東ロータリーの皆さんによろしくお伝えく
ださい。コロナが流行って以来、私はロータ
リーに出席することができません。興味のあ
る方には、私の写真とか文書について、どう
ぞご自由に見せてください。
　私たちは今のところ元気です。しかし、コ
ロナウイルスはアメリカ全土に拡がっていま
す。私は多くの死者に出会っており、その流
行のピークは４月に向かって起こるのではな
いかと思います。ニューヨークはアメリカの
流行の中心です。私の４人の孫娘はニューヨ
ークにいますので、大変心配しています。同
じことが東京で起こらないように願っていま
す。
　私は新しい家を買い、徐々に慣れています。
ここは今花が咲き、周辺には多くの鳥が飛ん
でいます。私がいつも考えるのは、あなたが
酒の中にスズメバチをどうやって捉えて入れ
ているか不思議に思っています。
　部屋には、あなたからもらった掛け軸をか
けて、いつもテレビを見るときに見ています。
　あなたとお互いにコミュニケーションが取
れることを大変うれしく思います。もし、あ
なたが来られたときは展示しますので、いつ
でも見ていただくことができます。
※注釈：スズメバチは捕獲して、生きたまま
３合瓶に30匹ぐらい入れて、焼酎漬けにす
ると、瓶の中でスズメバチは毒を吐いて、
その毒が体に効くそうです。オリバー先生

が来たとき、１本差し上げるから取って帰
らないかと言いましたが、取って帰りませ
んでした。

◎オリバー先生が新しく買われたノースカロ
ライナの家は、かなり広い土地です。前は
駐車場と庭、後ろは小高い丘で、周辺は自
然木が多くアメリカらしい家で、リスなん
かも餌を食べに来るそうです。部屋には日
本から持っていった、掛け軸や魚拓なんか
を飾っています。その先生に、私が少し防
犯的な忠告をした手紙です。

　お手紙どうもありがとうございました。良
いお家を買いましたね。環境も非常によく、
よい生活を送れることでしょう。私は昔警察
官であった関係で、ひと言あなたに防犯上の
方法についてご忠告申し上げたいと思います。
　アメリカ合衆国は多民族国家で治安もあま
りよくはありませんので、次のことをしてく
ださい。
　まず、家に監視カメラを付けて、夜は人が
来ると光る装置をしてください。ガラスは防
弾ガラスがいいです。犬を家の前後に１匹ず
つ飼うのがいいと思います。銃を家に置くの
がいいでしょう。そして、あなたが犯罪防止
に注意を払えば完璧だと思います。

◎私の忠告に対する先生の返事です。

　あなたの提案どおりやっています。ただ、
犬は１匹だけですので、もう１匹飼うことに
します。銃の練習も４年ほどしていませんで
したが、練習するとすぐに勘が帰ってきまし
た。
　今のところ私たちは元気です。多くのアメ
リカの人々はマスクを付けずに、あまり注意
もしませんので、ウイルスはだんだん拡がっ
ています。多くの老人や病気を持っている人
が亡くなっています。私たちは社会的な距離
を持って少なくても２ｍは取っています。

◎コロナに関しては、ワクチンを打ったとい
う連絡もありました。

　私たちはファイザーのワクチンを２回打ち

◇出席率報告

•竹村克彦　年間の大切な事業の一つ、財団
事業が無事に終わりました。近森委員長ご苦
労様でした。
•西森やよい　４月８日の財団事業では、近
森会員に大変お世話になりました。学生の悲
惨な交通事故がなくなることを心より祈って
おります。佐野さん、まさにロータリーらし
い国際感覚にあふれた卓話ありがとうござい
ました。
•佐野博三　ご清聴ありがとうございます。
•近森範久　４月８日に本年度ロータリー財
団事業「自転車を安全に乗ろう」プロジェク
トを開催しました。新入生80名の学ぼうとす
る姿勢に大いに刺激を受けるとともに、彼ら
の楽しく安全な学生活動の一助となれたこと

を嬉しく思います。
•西内俊介　先週ネームプレートを持って帰
りましたので、ニコニコへ。また、同日のク
ラブ協議会へのご出席ありがとうございまし
た。貴重なご意見もいただきました。次年度
もよろしくお願いいたします。
•今西　博　今日４月14日は弊社の52回目の
創業記念日です。これからもよろしくお願い
します。
•石川　健　アジア初、日本人初、松山英樹
がマスターズゴルフで優勝しました。松山出
身で、松山の妹さんがエリエールゴルフクラ
ブでキャディーをしていたとき、お世話にな
ったのを思い出しました。優勝バンザ～イ
•西村美香　夫の誕生祝いありがとうござい
ました。とてもキレイなお花に、私の方がテ
ンションが上りました。前川さん、お忙しい
中わざわざ届けてくださってありがとうござ
いました。感謝です。
•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



◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
皆さんは、京都にはほと
んどの方が行かれたこと
があると思いますが、京
都の町は東西南北、碁盤
の目のようになっていま

す。このような町での道案内では「ここから
四つ目の信号を左に曲がって、５軒目」と方
向を示すだけで目的地に辿りつけて、案内し
やすいと思います。私の生業としている土地
家屋調査士の業務の中で、測量があります。
曲がりくねったところや山を測ったりするこ
ともありますが、そういったときにトラバー
ス測量というのを使います。これは非常に正
確な角度と距離を測る機械です。ある地点を
据えて起点となる方向を定め、そこから測り
たい点の方向と距離を取る。そうすることで
それぞれの位置関係が総体的に分かります。
例えば、私がここにいて、ピアノの方向を起
点として、時計の方向までの角度とここから
の距離が分かれば、時計を一旦外しても元の
位置に置くことができます。
　ある目印となる情報が正確であれば、迷う
ことはないと思います。皆さんのお手元に、
情報集会の案内が届いたかと思いますが、私
の一存でということでしたので、テーマを
「ロータリーのエポックメイキング」としま

した。ちょっとヘビー過ぎるのではないかと
いうご指摘もいただきましたが、今までの
ロータリーの歴史を振り返ってみたときに、
様々な事情が起こって、そこからロータリー
がいろんな形に変わってきたというようなポ
イントがあったのではないか。
　あることを理解しようとしたとき、情報が
溢れかえっている中で何かポイントを決めて
深堀りしてみるというふうにしないと、一体
自分はどういう考えのもとに立っているのか
理解できないようになるんじゃないかと思い
ます。ただ、浅く広くではなくて、何か一つ、
その時代を変えた出来事などに目を当ててみ
ることが、ロータリーを理解するのに役立つ
のではないか。と思って、このテーマを考え
ました。ロータリーにこだわることなく、東
クラブの出来事についてでも構いませんので、
ざっくばらんにお話していただきたいと思い
ます。夜、開催される３回分は食事と話をす
る時間を分けずに、時間一杯使って、今まで
よりは肩の力を抜いて話していただきたいと
思います。
　ロータリーについて語りましょうという思
いに変わりはありませんので、その辺りをご
理解して、楽しい時間としていただけたらと
思います。入会間もない方も先輩方のお話を
聞く機会にもなると思いますので、参加をお
願いします。
　私にとって、エポックメイキングの出来事
は何だろうと振り返ると、2003年６月、ロー
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タリーに入会したことが第一かなと思います。
　本日の卓話は佐野会員から、以前、当クラ
ブに通われていた、アメリカのロータリアン
で、オリバーさんのその後ということでお話
を伺います。
◇ロータリー財団委員会より
　４月８日㈭、高知県立国際中学校にて、高
知県警さんの協力のもと「自転車を安全に乗
ろう」プロジェクトを開催しました。当日は
対象者である新入生80名、学校関係者10名ほ
どと教育委員会、当クラブから５名が参加し
て無事に開催できたことをご報告します。
　残念ながらメディアの取材がなかったこと
で、外へのアピールができませんでしたが、
内容としては充実した事業だったと思います。

ましたが、何の問題もありません。そして、
皆さまにできるだけ早くワクチンを打つこと
をお勧めします。ワクチンを打った後、私た
ちは外に出ていくようになりました。今年に

なってからは、初めてレストランに行って食
事をしました。これからは、友達や隣人を訪
問したいと思います。

　私は、ロータリーに入会して今年で20年で
すが、まだまだだと感じています。以前、ロ
ータリーの友で「ロータリー、そのうち分か
る30年」という言葉を読みました。あと10年
は頑張ろうと思っていますので、よろしくお
願いします。
　アメリカのロータリアンであるオリバー先
生が４年ほど高知市に在住し、高知市を拠点
として、日本全国あるいは台湾、ヨーロッパ
などに旅行しながら、当クラブに出席をされ
ていました。ちょうど、私の孫がアメリカに
行く直前でもあり、アメリカの食事作法等々
教えていただき、お世話になりました。オリ
バー先生のお孫さんもイタリア留学の帰りに
高知に来て、私どもの家で書画・骨董を見て
大変喜んでおられました。そのとき、カウボ
ーイハットをいただきましたが、見た目は布
で柔らかい感じがしますが、本当は硬い革で
作られていて鉄兜みたいです。

　オリバー先生のお宅に伺うと、とてもきれ
いで驚きました。別役さんに言わすと、日本
人は「これ、清潔の民なり」とのことですが、
オリバー先生のお宅はそれ以上です。そして、
窓から見える高知市の山の名前を全部覚えて
いて、筆山、鷲尾山と、私なんかが知らない
山も知っているという、山の好きな方でした。
　先生は、もともとアメリカの精神科の医師、
かつロータリアンらしい方で、私どもも例会
では様々なことを教えていただきました。昨
年２月にアメリカに帰国されましたが、その
後、メールで新しく買った家のことや現在の
アメリカにおけるコロナの状態などを送って
いただきました。それを皆さんにご紹介した
いと思います。

◇親睦委員会より
　５月16日㈰、野外レクレーションで鳴門市
のアオアヲナルトリゾートが主体で行ってい
る、筏の上で釣りをしてバーベキューをする
旅行を計画しています。コロナ禍ですので状
況が変われば中止もありますが、現時点では
大丈夫だという判断です。ぜひ、多くの方の
参加をよろしくお願いいたします。
◇幹　事　報　告
・情報集会の案内を手違いで２回発送してし
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よりは肩の力を抜いて話していただきたいと
思います。
　ロータリーについて語りましょうという思
いに変わりはありませんので、その辺りをご
理解して、楽しい時間としていただけたらと
思います。入会間もない方も先輩方のお話を
聞く機会にもなると思いますので、参加をお
願いします。
　私にとって、エポックメイキングの出来事
は何だろうと振り返ると、2003年６月、ロー

タリーに入会したことが第一かなと思います。
　本日の卓話は佐野会員から、以前、当クラ
ブに通われていた、アメリカのロータリアン
で、オリバーさんのその後ということでお話
を伺います。
◇ロータリー財団委員会より
　４月８日㈭、高知県立国際中学校にて、高
知県警さんの協力のもと「自転車を安全に乗
ろう」プロジェクトを開催しました。当日は
対象者である新入生80名、学校関係者10名ほ
どと教育委員会、当クラブから５名が参加し
て無事に開催できたことをご報告します。
　残念ながらメディアの取材がなかったこと
で、外へのアピールができませんでしたが、
内容としては充実した事業だったと思います。

ましたが、何の問題もありません。そして、
皆さまにできるだけ早くワクチンを打つこと
をお勧めします。ワクチンを打った後、私た
ちは外に出ていくようになりました。今年に

なってからは、初めてレストランに行って食
事をしました。これからは、友達や隣人を訪
問したいと思います。

　私は、ロータリーに入会して今年で20年で
すが、まだまだだと感じています。以前、ロ
ータリーの友で「ロータリー、そのうち分か
る30年」という言葉を読みました。あと10年
は頑張ろうと思っていますので、よろしくお
願いします。
　アメリカのロータリアンであるオリバー先
生が４年ほど高知市に在住し、高知市を拠点
として、日本全国あるいは台湾、ヨーロッパ
などに旅行しながら、当クラブに出席をされ
ていました。ちょうど、私の孫がアメリカに
行く直前でもあり、アメリカの食事作法等々
教えていただき、お世話になりました。オリ
バー先生のお孫さんもイタリア留学の帰りに
高知に来て、私どもの家で書画・骨董を見て
大変喜んでおられました。そのとき、カウボ
ーイハットをいただきましたが、見た目は布
で柔らかい感じがしますが、本当は硬い革で
作られていて鉄兜みたいです。

　オリバー先生のお宅に伺うと、とてもきれ
いで驚きました。別役さんに言わすと、日本
人は「これ、清潔の民なり」とのことですが、
オリバー先生のお宅はそれ以上です。そして、
窓から見える高知市の山の名前を全部覚えて
いて、筆山、鷲尾山と、私なんかが知らない
山も知っているという、山の好きな方でした。
　先生は、もともとアメリカの精神科の医師、
かつロータリアンらしい方で、私どもも例会
では様々なことを教えていただきました。昨
年２月にアメリカに帰国されましたが、その
後、メールで新しく買った家のことや現在の
アメリカにおけるコロナの状態などを送って
いただきました。それを皆さんにご紹介した
いと思います。

◇親睦委員会より
　５月16日㈰、野外レクレーションで鳴門市
のアオアヲナルトリゾートが主体で行ってい
る、筏の上で釣りをしてバーベキューをする
旅行を計画しています。コロナ禍ですので状
況が変われば中止もありますが、現時点では
大丈夫だという判断です。ぜひ、多くの方の
参加をよろしくお願いいたします。
◇幹　事　報　告
・情報集会の案内を手違いで２回発送してし
まい、大変失礼しました。後から届いた４
月30日に返信をする分でお願いします。コ
ロナ禍ですので出席義務ではなく、できる
だけの出席ということでお願いします。昼
の会について、場合によっては人数制限の
可能性もありますので、ご了承ください。

◎皆さんに先生のメールを紹介する旨の了解
を得るために、こちらから送ったメールに
対する、先生の返事です。

　私たちは元気です。あなたの元気なことを
聞き、大変うれしく思います。
　昨年中、私たちは食事を買ったり、あるい
は車で辺りを乗り回す以外は、ほとんど家に
いました。ノースカロライナは、私たちにと
って新しい土地ですので、車で見て回ってい
ます。毎朝散歩をしていて、そこでは隣の人
など多くの人に会っていますが、ほんの少し
しか話をすることができませんし、交流はし
ていません。
　妻は、非常に料理が好きですし、庭で花い
じりや仕事をしています。ここの気候は高知
に似ています。
　東ロータリーの皆さんによろしくお伝えく
ださい。コロナが流行って以来、私はロータ
リーに出席することができません。興味のあ
る方には、私の写真とか文書について、どう
ぞご自由に見せてください。
　私たちは今のところ元気です。しかし、コ
ロナウイルスはアメリカ全土に拡がっていま
す。私は多くの死者に出会っており、その流
行のピークは４月に向かって起こるのではな
いかと思います。ニューヨークはアメリカの
流行の中心です。私の４人の孫娘はニューヨ
ークにいますので、大変心配しています。同
じことが東京で起こらないように願っていま
す。
　私は新しい家を買い、徐々に慣れています。
ここは今花が咲き、周辺には多くの鳥が飛ん
でいます。私がいつも考えるのは、あなたが
酒の中にスズメバチをどうやって捉えて入れ
ているか不思議に思っています。
　部屋には、あなたからもらった掛け軸をか
けて、いつもテレビを見るときに見ています。
　あなたとお互いにコミュニケーションが取
れることを大変うれしく思います。もし、あ
なたが来られたときは展示しますので、いつ
でも見ていただくことができます。
※注釈：スズメバチは捕獲して、生きたまま
３合瓶に30匹ぐらい入れて、焼酎漬けにす
ると、瓶の中でスズメバチは毒を吐いて、
その毒が体に効くそうです。オリバー先生

が来たとき、１本差し上げるから取って帰
らないかと言いましたが、取って帰りませ
んでした。

◎オリバー先生が新しく買われたノースカロ
ライナの家は、かなり広い土地です。前は
駐車場と庭、後ろは小高い丘で、周辺は自
然木が多くアメリカらしい家で、リスなん
かも餌を食べに来るそうです。部屋には日
本から持っていった、掛け軸や魚拓なんか
を飾っています。その先生に、私が少し防
犯的な忠告をした手紙です。

　お手紙どうもありがとうございました。良
いお家を買いましたね。環境も非常によく、
よい生活を送れることでしょう。私は昔警察
官であった関係で、ひと言あなたに防犯上の
方法についてご忠告申し上げたいと思います。
　アメリカ合衆国は多民族国家で治安もあま
りよくはありませんので、次のことをしてく
ださい。
　まず、家に監視カメラを付けて、夜は人が
来ると光る装置をしてください。ガラスは防
弾ガラスがいいです。犬を家の前後に１匹ず
つ飼うのがいいと思います。銃を家に置くの
がいいでしょう。そして、あなたが犯罪防止
に注意を払えば完璧だと思います。

◎私の忠告に対する先生の返事です。

　あなたの提案どおりやっています。ただ、
犬は１匹だけですので、もう１匹飼うことに
します。銃の練習も４年ほどしていませんで
したが、練習するとすぐに勘が帰ってきまし
た。
　今のところ私たちは元気です。多くのアメ
リカの人々はマスクを付けずに、あまり注意
もしませんので、ウイルスはだんだん拡がっ
ています。多くの老人や病気を持っている人
が亡くなっています。私たちは社会的な距離
を持って少なくても２ｍは取っています。

◎コロナに関しては、ワクチンを打ったとい
う連絡もありました。

　私たちはファイザーのワクチンを２回打ち

◇出席率報告

•竹村克彦　年間の大切な事業の一つ、財団
事業が無事に終わりました。近森委員長ご苦
労様でした。
•西森やよい　４月８日の財団事業では、近
森会員に大変お世話になりました。学生の悲
惨な交通事故がなくなることを心より祈って
おります。佐野さん、まさにロータリーらし
い国際感覚にあふれた卓話ありがとうござい
ました。
•佐野博三　ご清聴ありがとうございます。
•近森範久　４月８日に本年度ロータリー財
団事業「自転車を安全に乗ろう」プロジェク
トを開催しました。新入生80名の学ぼうとす
る姿勢に大いに刺激を受けるとともに、彼ら
の楽しく安全な学生活動の一助となれたこと

を嬉しく思います。
•西内俊介　先週ネームプレートを持って帰
りましたので、ニコニコへ。また、同日のク
ラブ協議会へのご出席ありがとうございまし
た。貴重なご意見もいただきました。次年度
もよろしくお願いいたします。
•今西　博　今日４月14日は弊社の52回目の
創業記念日です。これからもよろしくお願い
します。
•石川　健　アジア初、日本人初、松山英樹
がマスターズゴルフで優勝しました。松山出
身で、松山の妹さんがエリエールゴルフクラ
ブでキャディーをしていたとき、お世話にな
ったのを思い出しました。優勝バンザ～イ
•西村美香　夫の誕生祝いありがとうござい
ました。とてもキレイなお花に、私の方がテ
ンションが上りました。前川さん、お忙しい
中わざわざ届けてくださってありがとうござ
いました。感謝です。
•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

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

４月14日

３月31日

総数
－4 53
－4 55

出席
40
41

欠席
6
0

メイク
アップ HC出席率

75.47％
74.55％

出席率
87.76％
100％

3
10



◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇会　長　挨　拶
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　ある目印となる情報が正確であれば、迷う
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思います。入会間もない方も先輩方のお話を
聞く機会にもなると思いますので、参加をお
願いします。
　私にとって、エポックメイキングの出来事
は何だろうと振り返ると、2003年６月、ロー

タリーに入会したことが第一かなと思います。
　本日の卓話は佐野会員から、以前、当クラ
ブに通われていた、アメリカのロータリアン
で、オリバーさんのその後ということでお話
を伺います。
◇ロータリー財団委員会より
　４月８日㈭、高知県立国際中学校にて、高
知県警さんの協力のもと「自転車を安全に乗
ろう」プロジェクトを開催しました。当日は
対象者である新入生80名、学校関係者10名ほ
どと教育委員会、当クラブから５名が参加し
て無事に開催できたことをご報告します。
　残念ながらメディアの取材がなかったこと
で、外へのアピールができませんでしたが、
内容としては充実した事業だったと思います。

ましたが、何の問題もありません。そして、
皆さまにできるだけ早くワクチンを打つこと
をお勧めします。ワクチンを打った後、私た
ちは外に出ていくようになりました。今年に

なってからは、初めてレストランに行って食
事をしました。これからは、友達や隣人を訪
問したいと思います。

　私は、ロータリーに入会して今年で20年で
すが、まだまだだと感じています。以前、ロ
ータリーの友で「ロータリー、そのうち分か
る30年」という言葉を読みました。あと10年
は頑張ろうと思っていますので、よろしくお
願いします。
　アメリカのロータリアンであるオリバー先
生が４年ほど高知市に在住し、高知市を拠点
として、日本全国あるいは台湾、ヨーロッパ
などに旅行しながら、当クラブに出席をされ
ていました。ちょうど、私の孫がアメリカに
行く直前でもあり、アメリカの食事作法等々
教えていただき、お世話になりました。オリ
バー先生のお孫さんもイタリア留学の帰りに
高知に来て、私どもの家で書画・骨董を見て
大変喜んでおられました。そのとき、カウボ
ーイハットをいただきましたが、見た目は布
で柔らかい感じがしますが、本当は硬い革で
作られていて鉄兜みたいです。

　オリバー先生のお宅に伺うと、とてもきれ
いで驚きました。別役さんに言わすと、日本
人は「これ、清潔の民なり」とのことですが、
オリバー先生のお宅はそれ以上です。そして、
窓から見える高知市の山の名前を全部覚えて
いて、筆山、鷲尾山と、私なんかが知らない
山も知っているという、山の好きな方でした。
　先生は、もともとアメリカの精神科の医師、
かつロータリアンらしい方で、私どもも例会
では様々なことを教えていただきました。昨
年２月にアメリカに帰国されましたが、その
後、メールで新しく買った家のことや現在の
アメリカにおけるコロナの状態などを送って
いただきました。それを皆さんにご紹介した
いと思います。

◇親睦委員会より
　５月16日㈰、野外レクレーションで鳴門市
のアオアヲナルトリゾートが主体で行ってい
る、筏の上で釣りをしてバーベキューをする
旅行を計画しています。コロナ禍ですので状
況が変われば中止もありますが、現時点では
大丈夫だという判断です。ぜひ、多くの方の
参加をよろしくお願いいたします。
◇幹　事　報　告
・情報集会の案内を手違いで２回発送してし
まい、大変失礼しました。後から届いた４
月30日に返信をする分でお願いします。コ
ロナ禍ですので出席義務ではなく、できる
だけの出席ということでお願いします。昼
の会について、場合によっては人数制限の
可能性もありますので、ご了承ください。

◎皆さんに先生のメールを紹介する旨の了解
を得るために、こちらから送ったメールに
対する、先生の返事です。

　私たちは元気です。あなたの元気なことを
聞き、大変うれしく思います。
　昨年中、私たちは食事を買ったり、あるい
は車で辺りを乗り回す以外は、ほとんど家に
いました。ノースカロライナは、私たちにと
って新しい土地ですので、車で見て回ってい
ます。毎朝散歩をしていて、そこでは隣の人
など多くの人に会っていますが、ほんの少し
しか話をすることができませんし、交流はし
ていません。
　妻は、非常に料理が好きですし、庭で花い
じりや仕事をしています。ここの気候は高知
に似ています。
　東ロータリーの皆さんによろしくお伝えく
ださい。コロナが流行って以来、私はロータ
リーに出席することができません。興味のあ
る方には、私の写真とか文書について、どう
ぞご自由に見せてください。
　私たちは今のところ元気です。しかし、コ
ロナウイルスはアメリカ全土に拡がっていま
す。私は多くの死者に出会っており、その流
行のピークは４月に向かって起こるのではな
いかと思います。ニューヨークはアメリカの
流行の中心です。私の４人の孫娘はニューヨ
ークにいますので、大変心配しています。同
じことが東京で起こらないように願っていま
す。
　私は新しい家を買い、徐々に慣れています。
ここは今花が咲き、周辺には多くの鳥が飛ん
でいます。私がいつも考えるのは、あなたが
酒の中にスズメバチをどうやって捉えて入れ
ているか不思議に思っています。
　部屋には、あなたからもらった掛け軸をか
けて、いつもテレビを見るときに見ています。
　あなたとお互いにコミュニケーションが取
れることを大変うれしく思います。もし、あ
なたが来られたときは展示しますので、いつ
でも見ていただくことができます。
※注釈：スズメバチは捕獲して、生きたまま
３合瓶に30匹ぐらい入れて、焼酎漬けにす
ると、瓶の中でスズメバチは毒を吐いて、
その毒が体に効くそうです。オリバー先生

が来たとき、１本差し上げるから取って帰
らないかと言いましたが、取って帰りませ
んでした。
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ライナの家は、かなり広い土地です。前は
駐車場と庭、後ろは小高い丘で、周辺は自
然木が多くアメリカらしい家で、リスなん
かも餌を食べに来るそうです。部屋には日
本から持っていった、掛け軸や魚拓なんか
を飾っています。その先生に、私が少し防
犯的な忠告をした手紙です。

　お手紙どうもありがとうございました。良
いお家を買いましたね。環境も非常によく、
よい生活を送れることでしょう。私は昔警察
官であった関係で、ひと言あなたに防犯上の
方法についてご忠告申し上げたいと思います。
　アメリカ合衆国は多民族国家で治安もあま
りよくはありませんので、次のことをしてく
ださい。
　まず、家に監視カメラを付けて、夜は人が
来ると光る装置をしてください。ガラスは防
弾ガラスがいいです。犬を家の前後に１匹ず
つ飼うのがいいと思います。銃を家に置くの
がいいでしょう。そして、あなたが犯罪防止
に注意を払えば完璧だと思います。

◎私の忠告に対する先生の返事です。

　あなたの提案どおりやっています。ただ、
犬は１匹だけですので、もう１匹飼うことに
します。銃の練習も４年ほどしていませんで
したが、練習するとすぐに勘が帰ってきまし
た。
　今のところ私たちは元気です。多くのアメ
リカの人々はマスクを付けずに、あまり注意
もしませんので、ウイルスはだんだん拡がっ
ています。多くの老人や病気を持っている人
が亡くなっています。私たちは社会的な距離
を持って少なくても２ｍは取っています。

◎コロナに関しては、ワクチンを打ったとい
う連絡もありました。

　私たちはファイザーのワクチンを２回打ち

◇出席率報告

•竹村克彦　年間の大切な事業の一つ、財団
事業が無事に終わりました。近森委員長ご苦
労様でした。
•西森やよい　４月８日の財団事業では、近
森会員に大変お世話になりました。学生の悲
惨な交通事故がなくなることを心より祈って
おります。佐野さん、まさにロータリーらし
い国際感覚にあふれた卓話ありがとうござい
ました。
•佐野博三　ご清聴ありがとうございます。
•近森範久　４月８日に本年度ロータリー財
団事業「自転車を安全に乗ろう」プロジェク
トを開催しました。新入生80名の学ぼうとす
る姿勢に大いに刺激を受けるとともに、彼ら
の楽しく安全な学生活動の一助となれたこと

を嬉しく思います。
•西内俊介　先週ネームプレートを持って帰
りましたので、ニコニコへ。また、同日のク
ラブ協議会へのご出席ありがとうございまし
た。貴重なご意見もいただきました。次年度
もよろしくお願いいたします。
•今西　博　今日４月14日は弊社の52回目の
創業記念日です。これからもよろしくお願い
します。
•石川　健　アジア初、日本人初、松山英樹
がマスターズゴルフで優勝しました。松山出
身で、松山の妹さんがエリエールゴルフクラ
ブでキャディーをしていたとき、お世話にな
ったのを思い出しました。優勝バンザ～イ
•西村美香　夫の誕生祝いありがとうござい
ました。とてもキレイなお花に、私の方がテ
ンションが上りました。前川さん、お忙しい
中わざわざ届けてくださってありがとうござ
いました。感謝です。
•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

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

高知東ＲＣ 親睦ゴルフコンペ
2021年４月25日㈰　於：パシフィックゴルフクラブ
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● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
1,131,651円
22,700円

1,154,351円

14,695円
317円

15,012円

1,146,346円
23,017円

1,169,363円

チビニコ 合　計

４月14日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
５月15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
　　　　　　　　　　　　　　　（得月樓）
５月25日㈫～27日㈭　情報集会
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
高知南ＲＣ　　５月13日㈭　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　５月18日㈫　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　５月21日㈮　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　６月８日㈫　職場例会
高知南ＲＣ　　６月10日㈭　日時計例会
高知中央ＲＣ　６月17日㈭　夜間例会
高知西ＲＣ　　６月18日㈮　最終夜間例会
高知北ＲＣ　　６月21日㈪　年度末夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　６月22日㈫　最終夜間例会
高知南ＲＣ　　６月24日㈭　最終夜間例会
高知中央ＲＣ　６月24日㈭　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　６月28日㈪　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　６月29日㈫　あじさい夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　６月29日㈫　ロータリー休日


	週報2445-1
	週報2445-2
	週報2445-3
	週報2445-4
	週報2445-5
	週報2445-6

