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本日　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

　  
次週　６月30日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　最終例会（お弁当持ち帰り例会）

第2494回　例会報告／令和３年５月19日　天候　雨
◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇来訪ロータリアン及びお客さま
　高知西ＲＣ　　　吉本　真 氏
　高知西ＲＡＣ　　中村瑠依 氏
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
突然ですが、エンジェル
スの大谷翔平選手に敬意
を表したいと思います。
いうまでもなく、現時点
で明るい話題の提供者の

ナンバー１ではないでしょうか。彼のおかげ
でどれだけの人が笑顔になれているかと思う
と、計り知れないパワーを感じます。先日の
松山英樹がマスターズで優勝したことに対し
ても敬意を表したいと思います。松山さん、
大谷さんの活躍に私は大分勇気付けられてい
ます。
　現実に目を背けてはいけませんが、暗いニ
ュース、また品位に欠ける意見の応酬に晒さ
れていると、つい自分がメジャーリーガーに
なってホームランを打つようなすっ飛んだ妄
想もしてみたくなります。
　今日は、先週土曜日に開催された地区大会。
例年ですと皆さんとバスで行って、飲んで騒
いでという楽しい時間を過ごすところですが、
今年については、参加対象者を徐々に減して
いき、ほとんどの会長幹事はリモートでの参
加だったと思います。我が東クラブは例年ど

おり出席優秀クラブ、１位ということで表彰
されました。本来であれば表彰状を晴れ晴れ
しく受け取れるところですが、ユーチューブ
の画面を見て何となく軽い感じがしてしまい
ました。とはいえ、表彰されたことには変わ
りなく、プライドと誇りを持って今後も皆さ
んと一緒に100％出席を続けていきたいと思
います。
　全体で１時間20分という短い時間での地区
大会でした。規模としてはギリギリまで縮小
して開催されましたが、それまでに紆余曲折、
変更に変更を重ねて、スタッフの方は、まと
もに開催するより遥かに気苦労があったと推
察します。印象的だったのは篠原ガバナーの
挨拶でした。地区大会がまがりなりにも開催
できたことに安堵しているとともに、関係し
ていただいた方への感謝の言葉。そして、全
クラブ訪問できたことへの感謝もありました
が、どこかしら無念さをにじませた挨拶だっ
たように思います。
 地区大会の様子はガバナー事務所のホーム
ページで視聴できます。次年度の東ガバナー
のご挨拶等も見ていただけたらありがたいと
思います。
 今日は、ローターアクトクラブの活動につ
いて、西ローターアクトクラブの中村幹事さ
んにお話を伺います。
◇会　長　報　告
　来週、情報集会を開催します。コロナの感
染数の推移を見ながらですが、今のところは

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

予定どおり開催したいと思っています。得月
樓さんにはお弁当あつらえとしていただいて
いますので、集まってお持ち帰りといった形
での開催に変更するかもしれませんが、ご理

解ください。
◇幹　事　報　告
・本日６時半から得月樓で現新クラブ協議会
を行います。

は断念しましたが、収束した後は引き続き取
り組んでいきたいと考えています。あとは国
土交通省の海岸プロジェクトに参加して、年
３回清掃活動をしています。
　現在、私たちの課題は、やはり会員数の減
少です。ＲＡＣのアピールや広報活動が不足
している部分が原因だと思いますが、皆さま
の近くに、みんなと何か一つのことをしてみ
たい、社会人同士で一つのことに取り組んで
みたいという方がいれば、ぜひ、ご紹介いた
だきたいと思います。今は、対面で食事をし
たり会ったりするのは難しいかもしれません
が、何かきっかけがあればと思っています。
後継者の育成は会員数とイコールになると思

います。
　新たな活動についても今私たちが直面して
いる課題です。私たちが考え得る活動には、
限りがあることも現状で、皆さまがもし、ち
ょっと若い子の力が必要なんだとか、こんな
ことをやってみてはどうかといったお考えが
あれば、私たちもチャレンジしてみたいと
思っています。そして、皆さんの周りに、入
ってもよさそうなやつがいるよ、興味あるん
じゃないか、もっとアクトの話を詳しく教え
てあげてよといった方がいらっしゃれば、ぜ
ひ、ご連絡いただければと思います。お声を
かけていただければどんなところへもまいり
ますので、よろしくお願いいたします。

◎吉本　真 氏（高知西ＲＡＣ委員長）
　高知東ＲＣ様には提唱
クラブとして、日頃ロー
ターアクトクラブ（以後
ＲＡＣ）の活動に対して、
ご支援、ご協力いただき
本当にありがとうござい

ます。
　ＲＡＣも来月、徳島で地区大会が行われる
予定でしたが、このコロナ禍で全てウエブ開
催となり、なかなか思うような活動ができて
いません。そのような中で、本日ＲＡＣの活
動を発表する場をいただき、担当委員長とし
て心からお礼申し上げます。
　皆さんの中にはＲＡＣについて、詳細には
ご存知ない方、疑問のある方もいらっしゃる
と思います。ＲＡＣの会費は無料ですので、
社員の方が入会してもほとんど経費はかかり
ません。また、活動費は提唱クラブさんから
負担をしていただいていますし、いろんな異
業種交流ができる等々、本日の中村の発表を
聞いて、会員増強にご協力いただければと思
います。よろしくお願いいたします。

◎中村　瑠依 氏（高知西ＲＡＣ）
　私どもＲＡＣの目的は「青年男女が個々の
能力の開発にあたり役立つ知識や能力を相互
に高め、各地域にあるＲＡＣが社会における
ニーズへの取り組みを通して、会員同士の親
睦と地域貢献、奉仕活動を通じて全世界の人
々の間に、よりよい信頼関係を推進するため

の機会を提供することにある」という、大き
な定義があります。対象年齢は18歳から入る
ことができ、上限の年齢はなくなり何歳にな
っても入ることができますが、イメージとし
ては35歳ぐらいまでかなと思います。実際の
メンバーの年齢層は20代が多くを占めていま
す。去年までは高知大生も私たちとともに活
動をしていました。
　主な活動としては、提唱ＲＣの皆さんのご
支援をいただいて地域貢献をするというのが、
メインのテーマです。私たちが所属する2670
地区では四国４県ともにＲＡＣがあります。
基本的には社会人のクラブですが、香川と愛
媛には大学のＲＡＣもあり、非常に活発に活
動していて人数も多くいます。高知西ＲＡＣ
は、昨年までいたメンバーが転勤や大学を卒
業、就職のため一気に５人がいなくなり、現
在の会員数は３人で、それぞれが会長、幹
事、会計を担っています。毎月第２、第４の
水曜日に集まって、企画や１年を通してどの
ような活動をするか、話し合っています。例
会場は特定の場所ではなく、会社の１室を借
りたり、どうしても集まれない場合は、ズー
ムを使ったミーティングなども行っています。
　活動内容としては、よさこいで踊ったり、
２年前からは土佐のおきゃくに出店していま
す。この出店に至るプロセスにおいては、半
年以上かけてみんなで一つのことに取り組ん
できて、さまざまなことを経験し、やりがい
のある大きな達成感と連帯感を得ることがで
きました。昨年は残念ながらコロナ禍で出店

◇出席率報告

　　
•吉本　真（高知西ＲＣ）　本日は高知西ロ
ーターアクトクラブにお声がけいただきあり
がとうございました。これからもローターア
クトクラブにご支援、ご協力をよろしくお願
いいたします。Ｐ.Ｓ. やっぱり新阪急さんの
ランチはおいしいですね。
•竹村克彦　高知西ローターアクトクラブ中
村さん、今日はありがとうございました。吉
本さん、ご苦労さまです。
•西森やよい　吉本真様、中村瑠依様、本日
はご来訪くださり、貴重な卓話ありがとうご
ざいました。本日の現新クラブ協議会、どう
ぞよろしくお願いいたします。

•沖　卓史　誕生日並びに入会記念祝ありが
とうございます。古希を迎えました。
•中越貴宣　家庭記念のお祝いありがとうご
ざいました。
•別役重具　入会記念、結婚記念お祝いお礼。
入会35年となります。
•𠮷永光男（青少年奉仕委員長）　中村さん
卓話、吉本さんお世話ありがとうございまし
た。
•前田　博　先週、卓話の機会をいただきあ
りがとうございました。
•柳澤光秋　５月17日、次女が男児を出産し
ました。孫が４人になりました。
•土居祐三　酒井建設石川会長、𠮷永室内工
芸𠮷永社長、いろいろとありがとうございま
した。おかげ様で、会社がとっても明るくき
れいになりました。
•市川哲司　青少年奉仕の親睦のお釣りです。
•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。
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松山英樹がマスターズで優勝したことに対し
ても敬意を表したいと思います。松山さん、
大谷さんの活躍に私は大分勇気付けられてい
ます。
　現実に目を背けてはいけませんが、暗いニ
ュース、また品位に欠ける意見の応酬に晒さ
れていると、つい自分がメジャーリーガーに
なってホームランを打つようなすっ飛んだ妄
想もしてみたくなります。
　今日は、先週土曜日に開催された地区大会。
例年ですと皆さんとバスで行って、飲んで騒
いでという楽しい時間を過ごすところですが、
今年については、参加対象者を徐々に減して
いき、ほとんどの会長幹事はリモートでの参
加だったと思います。我が東クラブは例年ど

おり出席優秀クラブ、１位ということで表彰
されました。本来であれば表彰状を晴れ晴れ
しく受け取れるところですが、ユーチューブ
の画面を見て何となく軽い感じがしてしまい
ました。とはいえ、表彰されたことには変わ
りなく、プライドと誇りを持って今後も皆さ
んと一緒に100％出席を続けていきたいと思
います。
　全体で１時間20分という短い時間での地区
大会でした。規模としてはギリギリまで縮小
して開催されましたが、それまでに紆余曲折、
変更に変更を重ねて、スタッフの方は、まと
もに開催するより遥かに気苦労があったと推
察します。印象的だったのは篠原ガバナーの
挨拶でした。地区大会がまがりなりにも開催
できたことに安堵しているとともに、関係し
ていただいた方への感謝の言葉。そして、全
クラブ訪問できたことへの感謝もありました
が、どこかしら無念さをにじませた挨拶だっ
たように思います。
 地区大会の様子はガバナー事務所のホーム
ページで視聴できます。次年度の東ガバナー
のご挨拶等も見ていただけたらありがたいと
思います。
 今日は、ローターアクトクラブの活動につ
いて、西ローターアクトクラブの中村幹事さ
んにお話を伺います。
◇会　長　報　告
　来週、情報集会を開催します。コロナの感
染数の推移を見ながらですが、今のところは
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予定どおり開催したいと思っています。得月
樓さんにはお弁当あつらえとしていただいて
いますので、集まってお持ち帰りといった形
での開催に変更するかもしれませんが、ご理

解ください。
◇幹　事　報　告
・本日６時半から得月樓で現新クラブ協議会
を行います。

は断念しましたが、収束した後は引き続き取
り組んでいきたいと考えています。あとは国
土交通省の海岸プロジェクトに参加して、年
３回清掃活動をしています。
　現在、私たちの課題は、やはり会員数の減
少です。ＲＡＣのアピールや広報活動が不足
している部分が原因だと思いますが、皆さま
の近くに、みんなと何か一つのことをしてみ
たい、社会人同士で一つのことに取り組んで
みたいという方がいれば、ぜひ、ご紹介いた
だきたいと思います。今は、対面で食事をし
たり会ったりするのは難しいかもしれません
が、何かきっかけがあればと思っています。
後継者の育成は会員数とイコールになると思

います。
　新たな活動についても今私たちが直面して
いる課題です。私たちが考え得る活動には、
限りがあることも現状で、皆さまがもし、ち
ょっと若い子の力が必要なんだとか、こんな
ことをやってみてはどうかといったお考えが
あれば、私たちもチャレンジしてみたいと
思っています。そして、皆さんの周りに、入
ってもよさそうなやつがいるよ、興味あるん
じゃないか、もっとアクトの話を詳しく教え
てあげてよといった方がいらっしゃれば、ぜ
ひ、ご連絡いただければと思います。お声を
かけていただければどんなところへもまいり
ますので、よろしくお願いいたします。

◎吉本　真 氏（高知西ＲＡＣ委員長）
　高知東ＲＣ様には提唱
クラブとして、日頃ロー
ターアクトクラブ（以後
ＲＡＣ）の活動に対して、
ご支援、ご協力いただき
本当にありがとうござい

ます。
　ＲＡＣも来月、徳島で地区大会が行われる
予定でしたが、このコロナ禍で全てウエブ開
催となり、なかなか思うような活動ができて
いません。そのような中で、本日ＲＡＣの活
動を発表する場をいただき、担当委員長とし
て心からお礼申し上げます。
　皆さんの中にはＲＡＣについて、詳細には
ご存知ない方、疑問のある方もいらっしゃる
と思います。ＲＡＣの会費は無料ですので、
社員の方が入会してもほとんど経費はかかり
ません。また、活動費は提唱クラブさんから
負担をしていただいていますし、いろんな異
業種交流ができる等々、本日の中村の発表を
聞いて、会員増強にご協力いただければと思
います。よろしくお願いいたします。

◎中村　瑠依 氏（高知西ＲＡＣ）
　私どもＲＡＣの目的は「青年男女が個々の
能力の開発にあたり役立つ知識や能力を相互
に高め、各地域にあるＲＡＣが社会における
ニーズへの取り組みを通して、会員同士の親
睦と地域貢献、奉仕活動を通じて全世界の人
々の間に、よりよい信頼関係を推進するため

の機会を提供することにある」という、大き
な定義があります。対象年齢は18歳から入る
ことができ、上限の年齢はなくなり何歳にな
っても入ることができますが、イメージとし
ては35歳ぐらいまでかなと思います。実際の
メンバーの年齢層は20代が多くを占めていま
す。去年までは高知大生も私たちとともに活
動をしていました。
　主な活動としては、提唱ＲＣの皆さんのご
支援をいただいて地域貢献をするというのが、
メインのテーマです。私たちが所属する2670
地区では四国４県ともにＲＡＣがあります。
基本的には社会人のクラブですが、香川と愛
媛には大学のＲＡＣもあり、非常に活発に活
動していて人数も多くいます。高知西ＲＡＣ
は、昨年までいたメンバーが転勤や大学を卒
業、就職のため一気に５人がいなくなり、現
在の会員数は３人で、それぞれが会長、幹
事、会計を担っています。毎月第２、第４の
水曜日に集まって、企画や１年を通してどの
ような活動をするか、話し合っています。例
会場は特定の場所ではなく、会社の１室を借
りたり、どうしても集まれない場合は、ズー
ムを使ったミーティングなども行っています。
　活動内容としては、よさこいで踊ったり、
２年前からは土佐のおきゃくに出店していま
す。この出店に至るプロセスにおいては、半
年以上かけてみんなで一つのことに取り組ん
できて、さまざまなことを経験し、やりがい
のある大きな達成感と連帯感を得ることがで
きました。昨年は残念ながらコロナ禍で出店

◇出席率報告

　　
•吉本　真（高知西ＲＣ）　本日は高知西ロ
ーターアクトクラブにお声がけいただきあり
がとうございました。これからもローターア
クトクラブにご支援、ご協力をよろしくお願
いいたします。Ｐ.Ｓ. やっぱり新阪急さんの
ランチはおいしいですね。
•竹村克彦　高知西ローターアクトクラブ中
村さん、今日はありがとうございました。吉
本さん、ご苦労さまです。
•西森やよい　吉本真様、中村瑠依様、本日
はご来訪くださり、貴重な卓話ありがとうご
ざいました。本日の現新クラブ協議会、どう
ぞよろしくお願いいたします。

•沖　卓史　誕生日並びに入会記念祝ありが
とうございます。古希を迎えました。
•中越貴宣　家庭記念のお祝いありがとうご
ざいました。
•別役重具　入会記念、結婚記念お祝いお礼。
入会35年となります。
•𠮷永光男（青少年奉仕委員長）　中村さん
卓話、吉本さんお世話ありがとうございまし
た。
•前田　博　先週、卓話の機会をいただきあ
りがとうございました。
•柳澤光秋　５月17日、次女が男児を出産し
ました。孫が４人になりました。
•土居祐三　酒井建設石川会長、𠮷永室内工
芸𠮷永社長、いろいろとありがとうございま
した。おかげ様で、会社がとっても明るくき
れいになりました。
•市川哲司　青少年奉仕の親睦のお釣りです。
•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。

５月19日

５月５日

総数
－3 53

出席
37
欠席
5

メイク
アップ HC出席率

69.81％
出席率
90.00％8

祭日のため休会

他クラブ変更事項

●松山北ロータリークラブ　例会場等変更
　•例　会　場：ＡＮＡクラウンプラザホテル松山
　•所　在　地：〒790－8520 愛媛県松山市一番町３丁目２－１
　　　　　　　　代表ＴＥＬ：089－933－5511　URL：https://www.anacpmatsuyama.com/
　•例会曜日等：毎週月曜　点鐘12時30分（第３週：点鐘18時30分）
　•ビジターフィー：昼間例会 2,500円、夜間例会 6,000円
　•変更予定日：2021年６月７日㈪より



●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

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
1,212,851円
26,240円

1,239,091円

15,251円
0円

15,251円

1,228,102円
26,240円

1,254,342円

チビニコ 合　計

５月19日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
６月30日㈬　最終夜間例会
　　　　　　　　　  （ザ クラウンパレス）
７月７日㈬　会長クラブ運営方針発表
　　　　　　臨時総会（決算・予算）
　　　　　　定例理事会（例会前）
７月14日㈬　ガバナー補佐訪問
　　　　　　第３回クラブ協議会
　　　　　　　　　　　　　（例会終了後）
７月21日㈬　ガバナー公式訪問
７月28日㈬　各委員会発表
　　　　　　役員会
７月　　　　令和３年度浦戸湾・七河川
　　　　　　一斉清掃（中止）

■例会変更のお知らせ
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
高知中央ＲＣ　７月８日㈭　夜間例会
高知西ＲＣ　　７月９日㈮　第一夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　７月13日㈫　夜間例会
高知北ＲＣ　　７月19日㈪　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　７月20日㈫　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　７月26日㈪　夜間例会

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

現・新 合同クラブ協議会
2021年５月19日㈬　於：得月樓
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