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本日　６月16日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　委  員  会  活  動  実  績  報  告

次週　６月23日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　委  員  会  活  動  実  績  報  告

第2493回　例会報告／令和３年５月12日　天候　雨
◇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。
ゴールデンウィークを挟
んで２週間ぶりの例会で
す。たくさんお集まりい
ただきありがとうござい
ます。少し声がかすれた

状態になってますが、私、黄砂がひどいとき
には、喉をやられてしまいます。風邪の症状
とかそういったものではありませんので、ご
理解いただきたいと思います。
　５月は青少年奉仕月間です。先日の地区財
団事業もそれに類するもので、青少年の安全
を啓発するということでは非常に重要な取り
組みだったと自負しています。
　しかしながら、コロナ禍といわれ続けて会
長挨拶のテーマを考えるときも、「コロナ」
の３文字がずーと頭から離れずに毎回悩んで
います。できるだけ明るい話題に触れてお話
したいと考えますが、まずは、何より東クラ
ブの皆さんの中に陽性者、感染者がいない、
その報告がないということがありがたいこと
だと思います。ワクチン接種がいよいよ高齢
者、医療関係者から始まっています。ようや
く、これ以上の峠はないだろうという見通し
が立つ状況に至って、少し明るい未来を見て
いけるような条件が整ったのではないかなと

思います。ただ、ワクチン接種も全員に行き
渡るまでには時間がかかるようで、収束とい
うことにはなかなかならないというところは、
やっぱり、意識して対応していかなければな
らないと思います。
　そんな中、一昨日、今期最後の８クラブの
現・新の会長幹事会が、新阪急ホテルさんで
行われました。もちろん、次年度の予算承認
といった重要なテーマもありますが、年間４
回の内、３回目までお弁当の持ち帰りや希望
者だけお弁当食べながらの飲食という形で、
極力懇談の機会を抑えてきました。ただ、や
はり、幹事クラブとしてお世話させていただ
いた中で、1回は懇親会のセットをしたいな
と考えておりました。
　県の方針で自粛の要請があれば、即座に中
止をしなければならないんですが、幸いぎり
ぎり開催ができる状況の感染者数の推移で
あったことで、皆さんのご理解を得て懇親会
をさせていただきました。中には会社の方針
で、会議は出席、懇親会は欠席という会長・
幹事さんもいらっしゃいましたが８割以上の
方が残っていただいて、名刺や情報の交換、
懇親を深めていただきました。もちろん、立
ち歩くときには必ずマスクをするなどのルー
ルを、あらかじめ設定してのことです。そう
いった形で開催できたことは、有意義であっ
たと思っています。
　振り返りますとこの一年、いろんな事業の
開催をする、しないという判断をしてきまし
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学に再生させたものです。ロの字型の建物の
中に、鉄骨造で中庭に図書館をこしらえて、
各フロアをブリッジで繋いで各科がいつでも
図書館へ行けるように再生。古い建物と新し
い建物がブリッジで繋がっている。その間で
は、学生が勉強しています。
•スイスでは現代美術を工事費の３％を使っ
て設置しなければいけないという法律ができ
ていて、建物が新しくなると、必ず現代美術
が入っています。ゴミ箱もいろんな形があり
ます。
•次はヴヴェイ、レマン湖のほとりの町です。
これはコルビュジェが建てたお母さんに捧げ

る家です。小さいお家でワンルームで構成さ
れています。
•インターラーケンからヴァルスという田舎
町へ。全部バスで移動しています。アルプス
の麓の温泉保養地です。ズント―という建築
家が設計した温泉施設があり、後ろにはホテ
ルがあります。ここは一流のホテルで、我々
はその脇の学生用のホテルに泊まって見学だ
けしました。ただ、食事はここでしましたけ
どもおいしいワインでした。
•室内の温泉です。男女混浴で、水着を付け
てご夫婦が一緒に入っています。

た。まだ、最終夜間例会が残っていますが、
その都度かなり厳しい状況であっても、何と
かして開催できる可能性があると思えたとき
には、最終判断はぎりぎりまで延ばして、や
っぱり駄目でやめた事業もありますし、開催
にこぎつけたこともあります。
　引き延ばしたことで関係する皆さんにはご
迷惑をおかけしたかも知れませんが、単純に
やらないと決めることは容易ですが、やはり、
何か事業を可能性がある以上は、それを検討
して判断していかなければならないと思いま
す。どうしたらできるかという工夫もありま
すが、最後は、どうするべきなのかという最
終判断が必要になってくると思います。稚拙
ですが、毎回、私なりには、なぜ今なのか、
なぜやめたのか、なぜやるのかということに
対する自分なりの答えを持って判断をするこ
とに努めてまいりました。
　そういった話を会長・幹事会の懇親会の席
で言いますと、他クラブの会長さんも同じよ
うな悩みを持っていて、事業をしなかったか
ら楽ちんな年度やなかったかなと言われるの
は、ちょっと心外なよと、共通認識が共有で
きたのかなと思っております。
　今日は前田さんのお話、非常に楽しみにし
ております。よろしくお願いいたします。
◇親睦委員会より
　遅くなりましたが、鬼頭さんの受章祝いの
会を６月16日（水）夜６時半から得月樓さん
で、予定をしています。詳細が決まり次第改

めてご案内いたしますので、よろしくお願い
いたします。
◇５月の会員祝日（敬称略）

•会員誕生日
　髙橋　卓弥　　沖　　卓史　　松野　宏司
　今西　　博　　西村　美香
•配偶者誕生日
　岡　　倫子　　髙橋　和加
•家庭記念日
　別役　重具　　岡﨑　勇樹　　山村　一正
　中越　貴宣　　鬼田　知明
•入会記念日
　沖　　卓史　　近森　範久　　別役　重具
◇幹　事　報　告
・５月のロータリーレートは１ドル109円です。
・今週、日曜日に予定されていた野外レクに
ついて、県外の状況に鑑み残念ながら中止
といたします。ご予定いただいた皆様、ど
うも申し訳ございませんでした。
・来週水曜日５月19日に新旧クラブ協議会を
行います。会場は、得月樓さんに変更にな
　っていますので、ご注意ください。
・本日例会終了後、理事会を行います。

撼させた本です。その20年後の1992年「成長
を超えて」という、高度成長期を迎えた世界、
その限界があるということを世界に知らせた
本が出版されて、その後、1997年に京都議定
書が結ばれ、2015年のパリ協定に繋がってい
きます。この旅行はちょうどそのころ、1999
年にヨーロッパに視察に行ったものです。
　というのは、建築設計をしている職業柄、
環境という問題をどういうふうに捉えて、ど
ういうふうに社会に貢献していくことができ
るかということを、少し勉強してみようとい
うことで高知の建築設計の人たち、約28人で
この計画を立てました。
（映像を見ながら説明）
　日本からチューリッヒへ入りドイツの南西
部フライブルクへ。それからフランスのコル
マール、ロンシャンを通ってスイスの首都の
ベルン、ジュネーブの近くのヴヴェイへ、ア
ルプスのインターラーケン、ヴァルス、それ
からベニスへ飛んで、日本へという行程でし
た。
•チューリッヒはほとんどが中世の街並みで
すが、その中に新しい建物も混在して建って
います。
•黒い森の玄関口の町がフライブルクです。
隣町に原発建設が持ち上がり、大学の教授陣
と生徒たちが立ち上がって反対運動を起こし
ます。黒い森がパリの工業地帯からの酸性雨
で壊滅状態にあいますが、その再生運動が起
きて、見事に再生させたことで、環境の先進
都市として世界に知られている町です。
　現在は、スイス、フランス、ドイツの人た
ちがトレッキングをしたり楽しめる所になっ
ています。どの町に行っても必ずあるのがご
みの分別ボックスです。観光地に限らず空き
缶がそこら辺に落ちてるなんてことは全然あ
りません。
•フライブルクは、環境先進都市ですから車
が一切町の中を走っていません。電車と自転
車と徒歩です。周辺から作物が集まって来て
市が立っていますが、パッケージ化されたも
のはありません。
•ソーラーハウスという実験住宅を見学しま
した。真ん中にある軸が24時間回転して太陽
を追う仕組みで、全エネルギーがソーラーパ
ネルで賄い生活するというものです。外壁の

材料はガラスを再生したもので、冬は太陽の
入射角で室内に暖気が入り、夏は遮断する。
•壁面中がソーラーパネルで、それが開閉で
き光を取り入れる。地下の地熱を利用した建
物もあります。
•こういった環境先進都市という考えに賛同
する人たちがどんどんここへ移住してきて、
人口５万人ぐらいの町が、現在は23万人ぐら
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•学生寮と分譲住宅で新しく開発したボンボ
ン地区。面白いのはエネルギーを住民が自分
で選ぶという方法をこの地区は取っています。
例えば、自分たちの排せつ物を地下に貯めて
メタンガスをこしらえてエネルギーとして使
う。発電して電気を使う、あるいはソーラー
を選ぶ等々。町の中にはソーラーパネルの工
場があって、ここで生産をしたものは、日本
の半分ぐらいの値段で売られています。
•次にコルマール、ここは中世の町が保存さ
れている地域で、有名なのはアメリカの自由
の女神はこの町からアメリカ向いて出かけた
そうで、小型のものがあります。
•ロンシャンは、世界的に有名なル・コルビ
ュジェという建築家が設計した建物です。中
は撮影禁止ですがこっそり撮った写真です。
面白いのは天井と壁面とがスリットでずっと
空いていて内部へ光を取り入れています。
　それからベルンへ戻り、スイスへまた戻っ
てきます。
•中世の建物や古い建物を保存し、残して、
再生して有効に使われている建物にワッカー
さんという大金持ちが賞を与えるというワッ
カー賞というものがあります。これはポンプ
小屋を劇場とかカフェといったものに再生を
して賞を受けたものです。
•スイスという国は、高校生にあなたは高校
を卒業したら何になりますかと質問をすると
10人の内７人が親父の職業を継ぐと答えるそ
うです。職人は職人、大工さんは大工さん、
農業を継ぐ人もいる。残りの３人が細々と手
を挙げて大学へ行く。これが一般的なこと
で、木工の学校なんかも十分に成り立ってい
くという、ちょっと日本では考えられないよ
うな社会を築いています。
•スイスに有名な三角形のユニドラチョコレ
ートがありますが、その建物を残しながら大

　このコロナ禍で皆さんどこへも行けず、ま
してやほとんどの方が海外へは行けてないん
じゃないかということで、資料は古くなりま
すけどヨーロッパへ行ったときのスライドを
見ながら、気分転換もかねてご紹介しようか

なと思います。
　1972年「成長の限界」という本が出版され
ました。イタリアのローマクラブがマサチュ
ーセッツ大学に依頼をして出版された本です。
世界のベストセラーになると同時に世界を震

◇出席率報告

•西村美香　誕生祝いありがとうございます。
いろいろと体の衰えが気になりだしました。
•今西　博　誕生祝いありがとうございます。
65歳になりました。高齢者の仲間入りしまし
た。
•松野宏司 誕生祝いありがとうございまし
た。
•岡　今朝男　妻の誕生日お祝いありがとう
ございます。
•髙橋卓弥　妻ともども誕生祝いありがとう
ございます。
•鬼田知明　記念品のお礼。26回目の結婚記
念日を無事に迎えます。
•山村一正　結婚記念日ありがとうございま

す。５月15日が結婚記念日です。この日は沖
縄が本土返還された日です。私の主権返還は
いつになるのでしょう。
•岡﨑勇樹　結婚記念日お祝いありがとうご
ざいます。結婚生活、何とかやってます。
•前川美智子　この度は、お父ちゃんが藍綬
褒章をいただくことができました。元気でい
る今、受章させていただけたことがとてもあ
りがたく、全ての方々に感謝しています。本
当に幸せです。
•西山忠利　先日の東ＲＣゴルフ、運良く優
勝ができました。賞金の一部を。
•市川哲司　先日の親睦ゴルフで西山さんが
優勝なさいました。我々若い者からすると、
本当に尊敬いたします。ますますお元気でゴ
ルフをしてください。おめでとうございます
•松﨑範子　親睦ゴルフ大会で、ニアピンを
いただきありがとうございました。
•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　１件
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　別役　重具　　岡﨑　勇樹　　山村　一正
　中越　貴宣　　鬼田　知明
•入会記念日
　沖　　卓史　　近森　範久　　別役　重具
◇幹　事　報　告
・５月のロータリーレートは１ドル109円です。
・今週、日曜日に予定されていた野外レクに
ついて、県外の状況に鑑み残念ながら中止
といたします。ご予定いただいた皆様、ど
うも申し訳ございませんでした。
・来週水曜日５月19日に新旧クラブ協議会を
行います。会場は、得月樓さんに変更にな
　っていますので、ご注意ください。
・本日例会終了後、理事会を行います。

撼させた本です。その20年後の1992年「成長
を超えて」という、高度成長期を迎えた世界、
その限界があるということを世界に知らせた
本が出版されて、その後、1997年に京都議定
書が結ばれ、2015年のパリ協定に繋がってい
きます。この旅行はちょうどそのころ、1999
年にヨーロッパに視察に行ったものです。
　というのは、建築設計をしている職業柄、
環境という問題をどういうふうに捉えて、ど
ういうふうに社会に貢献していくことができ
るかということを、少し勉強してみようとい
うことで高知の建築設計の人たち、約28人で
この計画を立てました。
（映像を見ながら説明）
　日本からチューリッヒへ入りドイツの南西
部フライブルクへ。それからフランスのコル
マール、ロンシャンを通ってスイスの首都の
ベルン、ジュネーブの近くのヴヴェイへ、ア
ルプスのインターラーケン、ヴァルス、それ
からベニスへ飛んで、日本へという行程でし
た。
•チューリッヒはほとんどが中世の街並みで
すが、その中に新しい建物も混在して建って
います。
•黒い森の玄関口の町がフライブルクです。
隣町に原発建設が持ち上がり、大学の教授陣
と生徒たちが立ち上がって反対運動を起こし
ます。黒い森がパリの工業地帯からの酸性雨
で壊滅状態にあいますが、その再生運動が起
きて、見事に再生させたことで、環境の先進
都市として世界に知られている町です。
　現在は、スイス、フランス、ドイツの人た
ちがトレッキングをしたり楽しめる所になっ
ています。どの町に行っても必ずあるのがご
みの分別ボックスです。観光地に限らず空き
缶がそこら辺に落ちてるなんてことは全然あ
りません。
•フライブルクは、環境先進都市ですから車
が一切町の中を走っていません。電車と自転
車と徒歩です。周辺から作物が集まって来て
市が立っていますが、パッケージ化されたも
のはありません。
•ソーラーハウスという実験住宅を見学しま
した。真ん中にある軸が24時間回転して太陽
を追う仕組みで、全エネルギーがソーラーパ
ネルで賄い生活するというものです。外壁の

材料はガラスを再生したもので、冬は太陽の
入射角で室内に暖気が入り、夏は遮断する。
•壁面中がソーラーパネルで、それが開閉で
き光を取り入れる。地下の地熱を利用した建
物もあります。
•こういった環境先進都市という考えに賛同
する人たちがどんどんここへ移住してきて、
人口５万人ぐらいの町が、現在は23万人ぐら
いになっています。
•学生寮と分譲住宅で新しく開発したボンボ
ン地区。面白いのはエネルギーを住民が自分
で選ぶという方法をこの地区は取っています。
例えば、自分たちの排せつ物を地下に貯めて
メタンガスをこしらえてエネルギーとして使
う。発電して電気を使う、あるいはソーラー
を選ぶ等々。町の中にはソーラーパネルの工
場があって、ここで生産をしたものは、日本
の半分ぐらいの値段で売られています。
•次にコルマール、ここは中世の町が保存さ
れている地域で、有名なのはアメリカの自由
の女神はこの町からアメリカ向いて出かけた
そうで、小型のものがあります。
•ロンシャンは、世界的に有名なル・コルビ
ュジェという建築家が設計した建物です。中
は撮影禁止ですがこっそり撮った写真です。
面白いのは天井と壁面とがスリットでずっと
空いていて内部へ光を取り入れています。
　それからベルンへ戻り、スイスへまた戻っ
てきます。
•中世の建物や古い建物を保存し、残して、
再生して有効に使われている建物にワッカー
さんという大金持ちが賞を与えるというワッ
カー賞というものがあります。これはポンプ
小屋を劇場とかカフェといったものに再生を
して賞を受けたものです。
•スイスという国は、高校生にあなたは高校
を卒業したら何になりますかと質問をすると
10人の内７人が親父の職業を継ぐと答えるそ
うです。職人は職人、大工さんは大工さん、
農業を継ぐ人もいる。残りの３人が細々と手
を挙げて大学へ行く。これが一般的なこと
で、木工の学校なんかも十分に成り立ってい
くという、ちょっと日本では考えられないよ
うな社会を築いています。
•スイスに有名な三角形のユニドラチョコレ
ートがありますが、その建物を残しながら大

　このコロナ禍で皆さんどこへも行けず、ま
してやほとんどの方が海外へは行けてないん
じゃないかということで、資料は古くなりま
すけどヨーロッパへ行ったときのスライドを
見ながら、気分転換もかねてご紹介しようか

なと思います。
　1972年「成長の限界」という本が出版され
ました。イタリアのローマクラブがマサチュ
ーセッツ大学に依頼をして出版された本です。
世界のベストセラーになると同時に世界を震

◇出席率報告

•西村美香　誕生祝いありがとうございます。
いろいろと体の衰えが気になりだしました。
•今西　博　誕生祝いありがとうございます。
65歳になりました。高齢者の仲間入りしまし
た。
•松野宏司 誕生祝いありがとうございまし
た。
•岡　今朝男　妻の誕生日お祝いありがとう
ございます。
•髙橋卓弥　妻ともども誕生祝いありがとう
ございます。
•鬼田知明　記念品のお礼。26回目の結婚記
念日を無事に迎えます。
•山村一正　結婚記念日ありがとうございま

す。５月15日が結婚記念日です。この日は沖
縄が本土返還された日です。私の主権返還は
いつになるのでしょう。
•岡﨑勇樹　結婚記念日お祝いありがとうご
ざいます。結婚生活、何とかやってます。
•前川美智子　この度は、お父ちゃんが藍綬
褒章をいただくことができました。元気でい
る今、受章させていただけたことがとてもあ
りがたく、全ての方々に感謝しています。本
当に幸せです。
•西山忠利　先日の東ＲＣゴルフ、運良く優
勝ができました。賞金の一部を。
•市川哲司　先日の親睦ゴルフで西山さんが
優勝なさいました。我々若い者からすると、
本当に尊敬いたします。ますますお元気でゴ
ルフをしてください。おめでとうございます
•松﨑範子　親睦ゴルフ大会で、ニアピンを
いただきありがとうございました。
•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　１件



◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」
◇会　長　挨　拶
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学に再生させたものです。ロの字型の建物の
中に、鉄骨造で中庭に図書館をこしらえて、
各フロアをブリッジで繋いで各科がいつでも
図書館へ行けるように再生。古い建物と新し
い建物がブリッジで繋がっている。その間で
は、学生が勉強しています。
•スイスでは現代美術を工事費の３％を使っ
て設置しなければいけないという法律ができ
ていて、建物が新しくなると、必ず現代美術
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けしました。ただ、食事はここでしましたけ
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•髙橋卓弥　妻ともども誕生祝いありがとう
ございます。
•鬼田知明　記念品のお礼。26回目の結婚記
念日を無事に迎えます。
•山村一正　結婚記念日ありがとうございま

す。５月15日が結婚記念日です。この日は沖
縄が本土返還された日です。私の主権返還は
いつになるのでしょう。
•岡﨑勇樹　結婚記念日お祝いありがとうご
ざいます。結婚生活、何とかやってます。
•前川美智子　この度は、お父ちゃんが藍綬
褒章をいただくことができました。元気でい
る今、受章させていただけたことがとてもあ
りがたく、全ての方々に感謝しています。本
当に幸せです。
•西山忠利　先日の東ＲＣゴルフ、運良く優
勝ができました。賞金の一部を。
•市川哲司　先日の親睦ゴルフで西山さんが
優勝なさいました。我々若い者からすると、
本当に尊敬いたします。ますますお元気でゴ
ルフをしてください。おめでとうございます
•松﨑範子　親睦ゴルフ大会で、ニアピンを
いただきありがとうございました。
•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　１件



◇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。
ゴールデンウィークを挟
んで２週間ぶりの例会で
す。たくさんお集まりい
ただきありがとうござい
ます。少し声がかすれた

状態になってますが、私、黄砂がひどいとき
には、喉をやられてしまいます。風邪の症状
とかそういったものではありませんので、ご
理解いただきたいと思います。
　５月は青少年奉仕月間です。先日の地区財
団事業もそれに類するもので、青少年の安全
を啓発するということでは非常に重要な取り
組みだったと自負しています。
　しかしながら、コロナ禍といわれ続けて会
長挨拶のテーマを考えるときも、「コロナ」
の３文字がずーと頭から離れずに毎回悩んで
います。できるだけ明るい話題に触れてお話
したいと考えますが、まずは、何より東クラ
ブの皆さんの中に陽性者、感染者がいない、
その報告がないということがありがたいこと
だと思います。ワクチン接種がいよいよ高齢
者、医療関係者から始まっています。ようや
く、これ以上の峠はないだろうという見通し
が立つ状況に至って、少し明るい未来を見て
いけるような条件が整ったのではないかなと

思います。ただ、ワクチン接種も全員に行き
渡るまでには時間がかかるようで、収束とい
うことにはなかなかならないというところは、
やっぱり、意識して対応していかなければな
らないと思います。
　そんな中、一昨日、今期最後の８クラブの
現・新の会長幹事会が、新阪急ホテルさんで
行われました。もちろん、次年度の予算承認
といった重要なテーマもありますが、年間４
回の内、３回目までお弁当の持ち帰りや希望
者だけお弁当食べながらの飲食という形で、
極力懇談の機会を抑えてきました。ただ、や
はり、幹事クラブとしてお世話させていただ
いた中で、1回は懇親会のセットをしたいな
と考えておりました。
　県の方針で自粛の要請があれば、即座に中
止をしなければならないんですが、幸いぎり
ぎり開催ができる状況の感染者数の推移で
あったことで、皆さんのご理解を得て懇親会
をさせていただきました。中には会社の方針
で、会議は出席、懇親会は欠席という会長・
幹事さんもいらっしゃいましたが８割以上の
方が残っていただいて、名刺や情報の交換、
懇親を深めていただきました。もちろん、立
ち歩くときには必ずマスクをするなどのルー
ルを、あらかじめ設定してのことです。そう
いった形で開催できたことは、有意義であっ
たと思っています。
　振り返りますとこの一年、いろんな事業の
開催をする、しないという判断をしてきまし
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学に再生させたものです。ロの字型の建物の
中に、鉄骨造で中庭に図書館をこしらえて、
各フロアをブリッジで繋いで各科がいつでも
図書館へ行けるように再生。古い建物と新し
い建物がブリッジで繋がっている。その間で
は、学生が勉強しています。
•スイスでは現代美術を工事費の３％を使っ
て設置しなければいけないという法律ができ
ていて、建物が新しくなると、必ず現代美術
が入っています。ゴミ箱もいろんな形があり
ます。
•次はヴヴェイ、レマン湖のほとりの町です。
これはコルビュジェが建てたお母さんに捧げ

る家です。小さいお家でワンルームで構成さ
れています。
•インターラーケンからヴァルスという田舎
町へ。全部バスで移動しています。アルプス
の麓の温泉保養地です。ズント―という建築
家が設計した温泉施設があり、後ろにはホテ
ルがあります。ここは一流のホテルで、我々
はその脇の学生用のホテルに泊まって見学だ
けしました。ただ、食事はここでしましたけ
どもおいしいワインでした。
•室内の温泉です。男女混浴で、水着を付け
てご夫婦が一緒に入っています。

た。まだ、最終夜間例会が残っていますが、
その都度かなり厳しい状況であっても、何と
かして開催できる可能性があると思えたとき
には、最終判断はぎりぎりまで延ばして、や
っぱり駄目でやめた事業もありますし、開催
にこぎつけたこともあります。
　引き延ばしたことで関係する皆さんにはご
迷惑をおかけしたかも知れませんが、単純に
やらないと決めることは容易ですが、やはり、
何か事業を可能性がある以上は、それを検討
して判断していかなければならないと思いま
す。どうしたらできるかという工夫もありま
すが、最後は、どうするべきなのかという最
終判断が必要になってくると思います。稚拙
ですが、毎回、私なりには、なぜ今なのか、
なぜやめたのか、なぜやるのかということに
対する自分なりの答えを持って判断をするこ
とに努めてまいりました。
　そういった話を会長・幹事会の懇親会の席
で言いますと、他クラブの会長さんも同じよ
うな悩みを持っていて、事業をしなかったか
ら楽ちんな年度やなかったかなと言われるの
は、ちょっと心外なよと、共通認識が共有で
きたのかなと思っております。
　今日は前田さんのお話、非常に楽しみにし
ております。よろしくお願いいたします。
◇親睦委員会より
　遅くなりましたが、鬼頭さんの受章祝いの
会を６月16日（水）夜６時半から得月樓さん
で、予定をしています。詳細が決まり次第改

めてご案内いたしますので、よろしくお願い
いたします。
◇５月の会員祝日（敬称略）

•会員誕生日
　髙橋　卓弥　　沖　　卓史　　松野　宏司
　今西　　博　　西村　美香
•配偶者誕生日
　岡　　倫子　　髙橋　和加
•家庭記念日
　別役　重具　　岡﨑　勇樹　　山村　一正
　中越　貴宣　　鬼田　知明
•入会記念日
　沖　　卓史　　近森　範久　　別役　重具
◇幹　事　報　告
・５月のロータリーレートは１ドル109円です。
・今週、日曜日に予定されていた野外レクに
ついて、県外の状況に鑑み残念ながら中止
といたします。ご予定いただいた皆様、ど
うも申し訳ございませんでした。
・来週水曜日５月19日に新旧クラブ協議会を
行います。会場は、得月樓さんに変更にな
　っていますので、ご注意ください。
・本日例会終了後、理事会を行います。

撼させた本です。その20年後の1992年「成長
を超えて」という、高度成長期を迎えた世界、
その限界があるということを世界に知らせた
本が出版されて、その後、1997年に京都議定
書が結ばれ、2015年のパリ協定に繋がってい
きます。この旅行はちょうどそのころ、1999
年にヨーロッパに視察に行ったものです。
　というのは、建築設計をしている職業柄、
環境という問題をどういうふうに捉えて、ど
ういうふうに社会に貢献していくことができ
るかということを、少し勉強してみようとい
うことで高知の建築設計の人たち、約28人で
この計画を立てました。
（映像を見ながら説明）
　日本からチューリッヒへ入りドイツの南西
部フライブルクへ。それからフランスのコル
マール、ロンシャンを通ってスイスの首都の
ベルン、ジュネーブの近くのヴヴェイへ、ア
ルプスのインターラーケン、ヴァルス、それ
からベニスへ飛んで、日本へという行程でし
た。
•チューリッヒはほとんどが中世の街並みで
すが、その中に新しい建物も混在して建って
います。
•黒い森の玄関口の町がフライブルクです。
隣町に原発建設が持ち上がり、大学の教授陣
と生徒たちが立ち上がって反対運動を起こし
ます。黒い森がパリの工業地帯からの酸性雨
で壊滅状態にあいますが、その再生運動が起
きて、見事に再生させたことで、環境の先進
都市として世界に知られている町です。
　現在は、スイス、フランス、ドイツの人た
ちがトレッキングをしたり楽しめる所になっ
ています。どの町に行っても必ずあるのがご
みの分別ボックスです。観光地に限らず空き
缶がそこら辺に落ちてるなんてことは全然あ
りません。
•フライブルクは、環境先進都市ですから車
が一切町の中を走っていません。電車と自転
車と徒歩です。周辺から作物が集まって来て
市が立っていますが、パッケージ化されたも
のはありません。
•ソーラーハウスという実験住宅を見学しま
した。真ん中にある軸が24時間回転して太陽
を追う仕組みで、全エネルギーがソーラーパ
ネルで賄い生活するというものです。外壁の

材料はガラスを再生したもので、冬は太陽の
入射角で室内に暖気が入り、夏は遮断する。
•壁面中がソーラーパネルで、それが開閉で
き光を取り入れる。地下の地熱を利用した建
物もあります。
•こういった環境先進都市という考えに賛同
する人たちがどんどんここへ移住してきて、
人口５万人ぐらいの町が、現在は23万人ぐら
いになっています。
•学生寮と分譲住宅で新しく開発したボンボ
ン地区。面白いのはエネルギーを住民が自分
で選ぶという方法をこの地区は取っています。
例えば、自分たちの排せつ物を地下に貯めて
メタンガスをこしらえてエネルギーとして使
う。発電して電気を使う、あるいはソーラー
を選ぶ等々。町の中にはソーラーパネルの工
場があって、ここで生産をしたものは、日本
の半分ぐらいの値段で売られています。
•次にコルマール、ここは中世の町が保存さ
れている地域で、有名なのはアメリカの自由
の女神はこの町からアメリカ向いて出かけた
そうで、小型のものがあります。
•ロンシャンは、世界的に有名なル・コルビ
ュジェという建築家が設計した建物です。中
は撮影禁止ですがこっそり撮った写真です。
面白いのは天井と壁面とがスリットでずっと
空いていて内部へ光を取り入れています。
　それからベルンへ戻り、スイスへまた戻っ
てきます。
•中世の建物や古い建物を保存し、残して、
再生して有効に使われている建物にワッカー
さんという大金持ちが賞を与えるというワッ
カー賞というものがあります。これはポンプ
小屋を劇場とかカフェといったものに再生を
して賞を受けたものです。
•スイスという国は、高校生にあなたは高校
を卒業したら何になりますかと質問をすると
10人の内７人が親父の職業を継ぐと答えるそ
うです。職人は職人、大工さんは大工さん、
農業を継ぐ人もいる。残りの３人が細々と手
を挙げて大学へ行く。これが一般的なこと
で、木工の学校なんかも十分に成り立ってい
くという、ちょっと日本では考えられないよ
うな社会を築いています。
•スイスに有名な三角形のユニドラチョコレ
ートがありますが、その建物を残しながら大

　このコロナ禍で皆さんどこへも行けず、ま
してやほとんどの方が海外へは行けてないん
じゃないかということで、資料は古くなりま
すけどヨーロッパへ行ったときのスライドを
見ながら、気分転換もかねてご紹介しようか

なと思います。
　1972年「成長の限界」という本が出版され
ました。イタリアのローマクラブがマサチュ
ーセッツ大学に依頼をして出版された本です。
世界のベストセラーになると同時に世界を震
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いつになるのでしょう。
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勝ができました。賞金の一部を。
•市川哲司　先日の親睦ゴルフで西山さんが
優勝なさいました。我々若い者からすると、
本当に尊敬いたします。ますますお元気でゴ
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•松﨑範子　親睦ゴルフ大会で、ニアピンを
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す。どうしたらできるかという工夫もありま
すが、最後は、どうするべきなのかという最
終判断が必要になってくると思います。稚拙
ですが、毎回、私なりには、なぜ今なのか、
なぜやめたのか、なぜやるのかということに
対する自分なりの答えを持って判断をするこ
とに努めてまいりました。
　そういった話を会長・幹事会の懇親会の席
で言いますと、他クラブの会長さんも同じよ
うな悩みを持っていて、事業をしなかったか
ら楽ちんな年度やなかったかなと言われるの
は、ちょっと心外なよと、共通認識が共有で
きたのかなと思っております。
　今日は前田さんのお話、非常に楽しみにし
ております。よろしくお願いいたします。
◇親睦委員会より
　遅くなりましたが、鬼頭さんの受章祝いの
会を６月16日（水）夜６時半から得月樓さん
で、予定をしています。詳細が決まり次第改

めてご案内いたしますので、よろしくお願い
いたします。
◇５月の会員祝日（敬称略）

•会員誕生日
　髙橋　卓弥　　沖　　卓史　　松野　宏司
　今西　　博　　西村　美香
•配偶者誕生日
　岡　　倫子　　髙橋　和加
•家庭記念日
　別役　重具　　岡﨑　勇樹　　山村　一正
　中越　貴宣　　鬼田　知明
•入会記念日
　沖　　卓史　　近森　範久　　別役　重具
◇幹　事　報　告
・５月のロータリーレートは１ドル109円です。
・今週、日曜日に予定されていた野外レクに
ついて、県外の状況に鑑み残念ながら中止
といたします。ご予定いただいた皆様、ど
うも申し訳ございませんでした。
・来週水曜日５月19日に新旧クラブ協議会を
行います。会場は、得月樓さんに変更にな
　っていますので、ご注意ください。
・本日例会終了後、理事会を行います。

撼させた本です。その20年後の1992年「成長
を超えて」という、高度成長期を迎えた世界、
その限界があるということを世界に知らせた
本が出版されて、その後、1997年に京都議定
書が結ばれ、2015年のパリ協定に繋がってい
きます。この旅行はちょうどそのころ、1999
年にヨーロッパに視察に行ったものです。
　というのは、建築設計をしている職業柄、
環境という問題をどういうふうに捉えて、ど
ういうふうに社会に貢献していくことができ
るかということを、少し勉強してみようとい
うことで高知の建築設計の人たち、約28人で
この計画を立てました。
（映像を見ながら説明）
　日本からチューリッヒへ入りドイツの南西
部フライブルクへ。それからフランスのコル
マール、ロンシャンを通ってスイスの首都の
ベルン、ジュネーブの近くのヴヴェイへ、ア
ルプスのインターラーケン、ヴァルス、それ
からベニスへ飛んで、日本へという行程でし
た。
•チューリッヒはほとんどが中世の街並みで
すが、その中に新しい建物も混在して建って
います。
•黒い森の玄関口の町がフライブルクです。
隣町に原発建設が持ち上がり、大学の教授陣
と生徒たちが立ち上がって反対運動を起こし
ます。黒い森がパリの工業地帯からの酸性雨
で壊滅状態にあいますが、その再生運動が起
きて、見事に再生させたことで、環境の先進
都市として世界に知られている町です。
　現在は、スイス、フランス、ドイツの人た
ちがトレッキングをしたり楽しめる所になっ
ています。どの町に行っても必ずあるのがご
みの分別ボックスです。観光地に限らず空き
缶がそこら辺に落ちてるなんてことは全然あ
りません。
•フライブルクは、環境先進都市ですから車
が一切町の中を走っていません。電車と自転
車と徒歩です。周辺から作物が集まって来て
市が立っていますが、パッケージ化されたも
のはありません。
•ソーラーハウスという実験住宅を見学しま
した。真ん中にある軸が24時間回転して太陽
を追う仕組みで、全エネルギーがソーラーパ
ネルで賄い生活するというものです。外壁の

材料はガラスを再生したもので、冬は太陽の
入射角で室内に暖気が入り、夏は遮断する。
•壁面中がソーラーパネルで、それが開閉で
き光を取り入れる。地下の地熱を利用した建
物もあります。
•こういった環境先進都市という考えに賛同
する人たちがどんどんここへ移住してきて、
人口５万人ぐらいの町が、現在は23万人ぐら
いになっています。
•学生寮と分譲住宅で新しく開発したボンボ
ン地区。面白いのはエネルギーを住民が自分
で選ぶという方法をこの地区は取っています。
例えば、自分たちの排せつ物を地下に貯めて
メタンガスをこしらえてエネルギーとして使
う。発電して電気を使う、あるいはソーラー
を選ぶ等々。町の中にはソーラーパネルの工
場があって、ここで生産をしたものは、日本
の半分ぐらいの値段で売られています。
•次にコルマール、ここは中世の町が保存さ
れている地域で、有名なのはアメリカの自由
の女神はこの町からアメリカ向いて出かけた
そうで、小型のものがあります。
•ロンシャンは、世界的に有名なル・コルビ
ュジェという建築家が設計した建物です。中
は撮影禁止ですがこっそり撮った写真です。
面白いのは天井と壁面とがスリットでずっと
空いていて内部へ光を取り入れています。
　それからベルンへ戻り、スイスへまた戻っ
てきます。
•中世の建物や古い建物を保存し、残して、
再生して有効に使われている建物にワッカー
さんという大金持ちが賞を与えるというワッ
カー賞というものがあります。これはポンプ
小屋を劇場とかカフェといったものに再生を
して賞を受けたものです。
•スイスという国は、高校生にあなたは高校
を卒業したら何になりますかと質問をすると
10人の内７人が親父の職業を継ぐと答えるそ
うです。職人は職人、大工さんは大工さん、
農業を継ぐ人もいる。残りの３人が細々と手
を挙げて大学へ行く。これが一般的なこと
で、木工の学校なんかも十分に成り立ってい
くという、ちょっと日本では考えられないよ
うな社会を築いています。
•スイスに有名な三角形のユニドラチョコレ
ートがありますが、その建物を残しながら大

　このコロナ禍で皆さんどこへも行けず、ま
してやほとんどの方が海外へは行けてないん
じゃないかということで、資料は古くなりま
すけどヨーロッパへ行ったときのスライドを
見ながら、気分転換もかねてご紹介しようか

なと思います。
　1972年「成長の限界」という本が出版され
ました。イタリアのローマクラブがマサチュ
ーセッツ大学に依頼をして出版された本です。
世界のベストセラーになると同時に世界を震

◇出席率報告

•西村美香　誕生祝いありがとうございます。
いろいろと体の衰えが気になりだしました。
•今西　博　誕生祝いありがとうございます。
65歳になりました。高齢者の仲間入りしまし
た。
•松野宏司 誕生祝いありがとうございまし
た。
•岡　今朝男　妻の誕生日お祝いありがとう
ございます。
•髙橋卓弥　妻ともども誕生祝いありがとう
ございます。
•鬼田知明　記念品のお礼。26回目の結婚記
念日を無事に迎えます。
•山村一正　結婚記念日ありがとうございま

す。５月15日が結婚記念日です。この日は沖
縄が本土返還された日です。私の主権返還は
いつになるのでしょう。
•岡﨑勇樹　結婚記念日お祝いありがとうご
ざいます。結婚生活、何とかやってます。
•前川美智子　この度は、お父ちゃんが藍綬
褒章をいただくことができました。元気でい
る今、受章させていただけたことがとてもあ
りがたく、全ての方々に感謝しています。本
当に幸せです。
•西山忠利　先日の東ＲＣゴルフ、運良く優
勝ができました。賞金の一部を。
•市川哲司　先日の親睦ゴルフで西山さんが
優勝なさいました。我々若い者からすると、
本当に尊敬いたします。ますますお元気でゴ
ルフをしてください。おめでとうございます
•松﨑範子　親睦ゴルフ大会で、ニアピンを
いただきありがとうございました。
•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　１件

　田村文庫は、田村裕高知北クラブパスト会長の名に由来します。
　田村氏はロータリーの勉強会である「千種会」を主催されていた小堀憲助氏の膨大な講演
録音カセットテープを所有されていました。これを私が譲り受け、ＣＤに落としたもの（全
151枚）を猿田皮膚科に置き、どなたでも視聴できるように設置したものです。含蓄のあるそ
の名調子の語り口は誰しも心打たれる内容です。ロータリーとは何か？　ロータリの神髄は
何か？　などが自然と身に付くＣＤです。
　また、ロータリーのことだけではなく、深く人生の機微についても語られています。ぜひ
とも会員の皆様に視聴していただきたいと願っています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和３年４月29日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　猿田皮膚科　猿田隆夫

田村文庫について



●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
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● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
1,168,101円
44,750円

1,212,851円

15,012円
239円

15,251円

1,183,113円
44,989円

1,228,102円

チビニコ 合　計

５月12日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
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　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

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

拝啓　時下、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
　平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて「2020～2021年度国際ロータリー第2670地区ガバナー事務所」は、事務局の土居るり子さ
んが７月１日から八田ガバナーエレクトの事務所に異動いたしますので、６月30日を以って閉
所いたします。
　７月１日からは下記の「2021～2022年度ガバナーエレクト事務所」において2020～2021年度
のガバナー事務所の業務を兼任いたします。2020～2021年度の「ガバナー月信に提出の2021年
６月のクラブの出席率や今後作成する地区概況、その他2020～2021年度の関連の提出書類の場
所は下記になります。宜しくお願い申し上げます。

記

2021～2022年度国際ロータリー第2670地区
ガバナーエレクト事務所　事務局 土居 るり子

　　　　　　　　　　 住所：〒761－8071  香川県高松市伏石町2034－1
　　　　　　　　　　 TEL：087－802－8045　FAX：087－802－8046
　　　　　　　　　　 Mail：info@rid2670gov22-23.jp

７月１日からの「ガバナー事務所移転」のお知らせ
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