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本日

７月14日㈬ 12：30 ザ クラウンパレス新阪急高知
ガ

バ

ナ

ー

補

佐

訪

第2497回 例会報告／令和３年６月30日

次週

問

天候

◇ロータリーソング
「歓迎の歌」
◇お客様紹介
水曜会 寺村みゆきさん、永野雅子さん、
西内恵子さん
◇竹村克彦会長挨拶
皆さん、こんにちは。
皆さんは今年のテーマを
覚えていらっしゃるでし
ょうか。「積極果敢に楽
しみましょう」というも
のでした。これは、私か
ら皆さんに呼びかけたものでしたが、その評
価の対象を自分に向けたとき、コロナ禍のた
め多くの場面が失われたことは言い訳にはな
りますが、十分でなかったと言わざるを得ま
せん。ただ、それぞれの行事の開催にあたっ
ては、実施の可能性をギリギリまで捨てずに、
できる事に目を向けていたことについては、
積極果敢だったと思います。
正直、かなり攻めた判断をさせていただい
たと思っていますが、そのために、関係する
皆さまに余計な手間をかけるなどご迷惑をお
かけしたことは、ご理解の上、ご容赦いただ
きたいと思います。
楽しみにしていた忘年夜間例会、親睦委員
会の皆さんに準備を進めていただきましたが、
開催ができませんでした。私も西森幹事と一
緒に出し物を企てていましたが、発表の機会
もなくなりました。

７月21日㈬ 12：30 ザ クラウンパレス新阪急高知
ガ

曇

バ

ナ

ー

公

式

訪

問

最終例会

職場例会、新しい高知市役所での職場例会
を楽しみにしていました。地区大会、会長と
して、100％出席の表彰をいただきにステー
ジに上がることをイメージしていましたが、
叶いませんでした。
親睦委員会の中西さんが、非常に楽しい野
外レクレーションを企画していました。１度
延期をして、とにかく行きたいと進めていま
したが、あえなく中止とせざるを得ませんで
した。徳島に皆さんと一緒に行ってみたかっ
たと思います。
卓話については、広い見識を求めて外部か
らスピーカーをお招きしてお話をお聞きした
かったのですが、やむを得ませんでした。し
かし、視点を変えて、会員の皆さんのお話を
聞く機会もあっていいんじゃないかという声
は、随分前から会員の中に挙がっていました
ので、会員卓話に概ね終始したということは
十分に意義があったのではないかと思います。
来訪ロータリアンは非常に少なかったです
し、私自身も立場上、他のクラブも回ってみ
たいという思いがありましたが叶いませんで
した。
ゴルフ同好会は実施されていましたが、囲
碁、麻雀といった室内での楽しみは、ほぼ開
催できませんでした。１月に開催予定の水曜
会のチャリティバザーも中止。８クラブ合同
夜間例会も中止。
自分の中で１番インパクトが強かったのは、
２月開催予定だったＩＭです。石川さんから
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𠮷永さんに実行委員長がバトンタッチされた
組織のもとで、クラブ全体で体制をとり、全
てのポジションで段取りが大詰めとなり、お
誘い行脚がスタートした最中に中止の発表と
なりました。実践は伴いませんでしたが、担
当された皆さんの中には少なからずＩＭのノ
ウハウは会得できたということで、納得して
いただくしかないかなと思います。とにかく、
各事業の打ち上げなど、宴会ももっと多く開
きたかったなと、これが私の偽らざる気持ち
です。
このように１年間を振り返ってみると、コ
ロナで埋め尽くされたようではありますが、
実績となったことも少なからずあります。
まず、７名の新しい仲間をお迎えしました。
会員増強は組織の根幹に影響する重要な取組
です。コロナ禍でマイナス要因が多い中、２
年前の期首の人数が維持できているのはあり
がたいことと思うべきではないでしょうか。
10月のガバナー公式訪問が実施できたこと
は、会長として大きな役割を果たしたという
安堵感につながっています。創立夜間例会に
篠原ガバナーをお迎えしての開催は、いささ
か勇気のいる判断でしたが、結果として何も
なかったことが１番良かったと思っています。
財団委員会の地区補助金事業で、国際中学
校の初々しい１年生に安心・安全の提案がで
きたことは、ロータリーとして、非常に意義
が大きかったと思います。
今年は８クラブ会長幹事会のホストクラブ
を務めました。私と西森幹事で段取りを進め
ました。作業はそれほど多くはありませんで
したが、気づかれのする立場でした。とは言
え、他クラブとの情報交換は非常に有意義な
ものがありましたので、今後の会長幹事さん
も積極的に関わっていただきたいと思います。
当クラブの会計に関する面ですが、長年の
懸案であった問題にメスを入れることができ
ました。多くの方からご助言をいただいたこ
と、会計の寺村さんには筋道を示していただ
いたこと、次年度幹事の西内さんのご苦労に
関して、心から感謝申し上げます。
とにもかくにも、いろいろなことに流され
ながらも過ごした私の１年でしたが、ひとえ
に皆さんのご理解とご協力があってこそ乗り
切れたと実感しています。また、至らぬこと

は承知の上で会長をやらせていただくにあた
って、自分を大きく見せようと思わず、自分
らしくを念頭に動きました。しかし、自分ら
しさって意外と分からなくなります。そんな
とき心がけたのは、脳裏にひらめくものを拾
い集める作業でした。それは、思い出であっ
たり、物の見方やあるときは周りの方に対す
る印象だったり、いろいろありますが、ロー
タリーについても、もちろんひらめきはあり
ました。いずれにしても、まさに自分と向き
合う１年だったかもしれません。
結びになりますが、黒岩さんをはじめとす
る新阪急のスタッフの皆さん、ピアノ伴奏の
小笠原さん、事務局の河野さん、水曜会の皆
さん、そして会員の皆さん、１年間本当にあ
りがとうございました。
そして、西森やよいさんには幹事として、
ご苦労様の言葉と感謝の思いでいっぱいです。
ありがとうございました。
◇幹 事 報 告
2020−21年度のガバナー事務所閉鎖のお知
らせがきています。
◇西森やよい幹事謝辞
約２年半前の2018年11
月頃に、竹村会長が事務
所にお出でました。私は
2007年７月に入会して既
に11年が過ぎていました
が、出産や香川大への勤
務による出席免除といったこともあって、実
質期間はもっと短いもので、なおかつ非常に
ゆったりのんびりとしたロータリーライフを
送っていましたので、竹村会長から幹事にと
言われたときも、全然心の準備がなく、驚き
ました。が、そのとき思ったのは、2020年か
ら21年の時期であれば、子供の受験にもかか
らないし、弁護士会の会務も一段落している
ころで、ここが私の適齢期なんだなと。さす
がに即答はできなかったのですが、これは運
命なんだ、竹村さんにお誘いいただけるんだ
ったら、これ以上のことはないと思いました。
ご記憶かと思いますが、当時、交際０日婚
というのが流行っていて、プロポーズ即承諾
というもので、これはあるなと、私は実感し
た次第です。
2020年度は、本来業務以外は幹事に専念さ
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せてもらおうと思って、いろんな意味で態勢
を取っていましたが、実際には2020年４月か
ら四国弁護士会連合会事務局長とか法テラス
高知の副所長、非常勤理事などいくつかの仕
事をいただくことがあって、これはなかなか
調整が大変だなと思っていたとき、夫が１年
間、沖縄に単身赴任することを勝手に決めて
きて、どうするのと正直思いました。
ここにコロナもやってきて、これは世界規
模の災厄だといわざるを得ないのですが、同
時にオンライン利用が促進されたことによっ
て、いろんな業務のロスを圧縮することがで
きたおかげで、幹事とその他の業務を両立さ
せることができました。
正直なところ、ロータリーに関しては事前
の準備や根回しが不十分、あるいは着手が遅
れて青ざめることが相当あったのですが、そ
の都度、会長や経験豊富な会員の皆さん、役
員の皆さん、委員長の皆さん、また事務局の
河野さんが先回りして助けてくださって、表
面的には何とか大過なく、本日まで例会を開
くことができました。今はありがたく、安堵
しています。
ホテルの関係者の皆さまにも、急な予定変
更でご迷惑をおかけしましたが、その都度、
対応していただいたことに心より感謝申し上
げます。
特に、潰れることが想定される中で、いつ
も明るく企画を立ててくださった親睦委員長
の中西さん、忙しい中、駆け回ってプログラ
ムを埋めてくださった野町さん、予定変更で
急に会場をお願いすることもあったＳＡＡの
松岡さん、今年は新入会員が多くて、職業分
類やアドバイザーの選任などで、沖さん、松
野さんには何度も助けていただきました。お
礼を申し上げます。
ご家族の皆さまにおかれましても、今年は
予定が立たない、急な変更などの中で、スケ
ジュール管理で大変ご迷惑をおかけしたので
はないかと思います。
他の会員の皆さんも、西森大丈夫かとハラ
ハラしていたのではないかと思いますが、そ
の中で温かく見守っていただきました。次年
度は、温厚でバランスの取れた西内さんが幹
事ですので、皆さん、もう少し安心いただけ
るのではないかと思います。

皆さまのご指導を支えにここまで来れまし
たことを重ねて感謝申し上げて、私からの謝
辞とさせていただきます。本当にありがとう
ございました。
◇水曜会・寺村みゆき会長挨拶
まずは、竹村会長さん、
西森幹事さん、１年間本
当にご苦労様でした。
新型コロナウイルスの
まん延で、この１年間、
予期もしていなかった毎
日を送ることになってしまいました。皆さん
も公私ともに生活が一変したのではないでし
ょうか。私も持病がありますので、家族に大
きな顔をして出かけられるのは病院とスー
パーだけです。
今期、あれよあれよという間に２度目の水
曜会会長を仰せつかり、またあれよあれよと
いう間に任期が終わりました。ほぼ何もでき
ていません。いつもの日常が戻って、東ロー
タリーの皆さんとマスクなしで楽しく食事を
したり、美味しいお酒が飲めたらいいなと、
心から願っています。１年間ありがとうござ
いました。
◇ピアノの小笠原さんにお礼をお渡ししました。
◇竹村会長、西森幹事より中平次期会長、西
内次期幹事に引き継ぎバッチをお渡ししま
した。
◇中平真理子次期会長挨拶
いよいよこの日がやっ
てまいりました。来なけ
ればいいなと思っていま
したが、１年はあっと言
う間でした。
竹村会長、西森幹事、
本当に１年間お疲れ様でした。竹村会長が、
挨拶の苦労話をする度に、圧力を感じて、つ
いには見たこともない悪夢を見るようになっ
てしまいました。
私は、失敗してもいいので「すぐやれ、１
番にやれ」ということをモットーにしており
職員も苦労しているようですが、西内幹事も、
もう既に会計のことなど大変な思いが始まっ
ています。次年度は、会計のことなど、少し
変えてみたいと考えていることもあります。
いろいろな失敗もあるかと思いますが、浦田
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年度に向けてきちんとできるようにやってい
きたいと思います。
１年間、皆さまのご協力をよろしくお願い
いたします。
◇西内俊介次期幹事挨拶
竹村会長、西森幹事、
ほんとにお疲れ様でした。
先ほど、西森さんは、あ
まり幹事としての仕事が
できなかったとおっしゃ
いましたが、実はめちゃ
くちゃパーフェクトな幹事で、これを全て鬼
田さんに引き継ぐと、多分、鬼田さんは大変
になると思うので、僕がかなり手抜きをして
鬼田さんに回したいと思います。すみません
が、皆さんご了承ください。
僕も、５月ぐらいまではこの日が来てほし
くなかったのですが、６月になって予算をか
じり始めると、どんどんプレッシャーを感じ
ています。例えていえばジェットコースター
に乗っている感じで、最初は余裕ですが、段
々高くなるにつれて心臓がパクパクして帰り
たい。中平さん帰ろうと言いたいけど、言え
ない…、今日がその頂点です。もう腹をくく

ってやるしかないなと。
右も左も分からない７月に早速ガバナー補
佐訪問、ガバナー公式訪問があります。７月
は直下で落ちていく感じで、８月以降は、ど
ういうふうにループを描いていくのか分かり
ませんが、中平さんにしがみついて１年間を
過ごします。来年は、コロナの特効薬もでき
てインフルエンザと同じような状況になって、
マスクもせずに、６月29日には最終夜間例会
が行われることを期待しています。
１年間、いろいろあると思います。どうか
何かあれば言ってください。素直に受け止め
ますので、よろしくご指導、ご鞭撻をお願い
いたします。
高知県のコロナ感染症への対応が、会食４
人以下、２時間以内が７月11日まで延期され
ていますので、中平さんと相談の結果、７月
７日の例会はお弁当持ち帰り例会とさせてい
ただきます。例会前11時半から理事会、例会
後には予算に関しての臨時総会を開催します
ので、よろしくお願いいたします。
◇前川直前会長、岡本直前幹事より竹村会長、
西森幹事に記念バッチ贈呈
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◇出席率報告
総数 出席 欠席
６月30日

−3

54 44

4

６月16日

−3

54 39

0

メイク
アップ

HC出席率 出席率

3

81.48％ 92.16％

12

72.22％

100％

竹村克彦（2020−2021年度高知東ＲＣ会長）
１年間、誠にありがとうございました。
西森やよい １年間、本当にお世話になり
ました。ありがとうございました。
西内俊介 最後にミスってしまいました。
クリーニングしたスーツに、バッジ付け忘れ
ました。すみません。竹村会長、西森幹事お
疲れ様でした。明日から、我々にバトンタッ
チです。中平さん、ついていきます。よろし
くお願いします。
鬼頭眞一 竹村会長、西森幹事１年間お疲
れ様でした。また、たくさんのお気遣いをい
ただきまして、感謝申し上げます。
福岡満喜子 竹村会長さん、西森幹事さん
１年間お世話になりました。ありがとうござ
いました。
前川美智子 竹村会長、西森やよい幹事１
年間大変お世話になりありがとうございまし
た。特に私にとりましては、会計「ニコニ
コ」についてお手数をかけ、おかげ様で今年
度でやっと前に進むことができました。心よ
りお礼申し上げ、感謝しています。また、本

日は竹村会長へ、前会長章をお渡しできて光
栄です。
水谷直人 竹村会長、西森幹事１年間お疲
れ様でございました。
鬼田知明 竹村会長、西森幹事１年間お世
話になりありがとうございました。近森会員、
東クラブの活動にご尽力いただきましてあり
がとうございました。
土居祐三 竹村会長、やよい幹事１年間お
疲れ様でした。コロナやなんやかやで大変だ
ったと思いますが、さすがですね…。中平さ
ん、西内さん、ファイト
髙橋卓弥 竹村会長、西森幹事コロナ禍の
中、１年間お疲れ様でした。
岡本淳一 西森幹事１年間お疲れ様でした。
竹村会長とのスムーズな運営素晴らしかった
です。
別役重具 今日はわぬけさま。夜間例会な
ら欠席でしたが、昼間に変更になり、出席で
きました。今日はＫＵＴＶが中継にくるよう
です。
岡﨑勇樹 入会３年目が今日で終わり、７
月から新たな気持で４年目を迎えたいと思い
ます。皆さま、よろしくお願いします！
武吉佳月 皆さま、１年間ありがとうござ
いました。うまく写真が撮れてなかったこと
もありましたが、ご了承ください。
山下龍祐 ２回目の記念に。
◇早退 １件
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■高知東ＲＣ当面の日程
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）
８月４日㈬ 各委員会発表
定例理事会
８月11日㈬ 休会（お盆休み）
８月25日㈬ 時間変更例会
（ザ クラウンパレス）
役員会（例会前）

■例会変更のお知らせ
高知北ＲＣ
７月19日㈪
高知ロイヤルＲＣ
７月20日㈫
高知北ＲＣ
７月26日㈪
高知中央ＲＣ ７月29日㈭
高知西ＲＣ
７月30日㈮
高知ＲＣ
８月10日㈫
高知ロイヤルＲＣ
８月10日㈫
高知南ＲＣ
８月12日㈭
高知中央ＲＣ ８月12日㈭
高知西ＲＣ
８月13日㈮
高知北ＲＣ
８月16日㈪
高知北ＲＣ
８月23日㈪
高知ＲＣ
８月24日㈫
高知南ＲＣ
８月26日㈭
高知中央ＲＣ ８月26日㈭
高知ＲＣ
８月31日㈫

ロータリー休日
ロータリー休日
夜間例会
夜間例会
夜間例会
休会（お盆休み）
休会（お盆休み）
休会（お盆休み）
休会（お盆休み）
休会（お盆休み）
休会（お盆休み）
創立夜間例会
グループ夜間例会
夜間例会
夜間例会
ロータリー休日

● ニコニコ箱 ●
ニコニコ

チビニコ

合

計

先週まで

1,324,091円

15,388円

1,339,479円

６月30日

0円

0円

0円

1,324,091円

15,388円

1,339,479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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