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第2498回　例会報告／令和３年７月７日　天候　曇
◇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。
今、ちょっと上がってお
りましてマイクで思いっ
きり点鐘しそうになりま
した。コロナの影響で変
則の例会となり、後ほど

運営方針の発表もありますので、簡単にご挨
拶させていただきます。
　改めまして今年度、会長を務めさせていた
だきます中平です。ロータリー歴は19年にも
なりますが、まだまだ、ロータリーを本当に
理解しているとはとても言えません。西内幹
事に助けていただきながら、皆さまとともに
ロータリーを学びながら、楽しく実り多い
ロータリーライフを送りたいと思っておりま
すのでご指導、ご協力よろしくお願いいたし
ます。
　前竹村会長、西森幹事、各委員会の皆さま
には大変お疲れ様でございました。今年度の
委員会の皆さまには１年間ご苦労をおかけす
ることと思いますが、遠慮なく何でも西内幹
事にご相談ください。１年間よろしくお願い
いたします。

◇７月の会員祝日（敬称略）
•会員誕生日
　西森　良文
•配偶者誕生日
　松﨑　範子　　永野　美佐
　松本　功子　　岡﨑千夏子
•家族記念日
　水谷　直人
•入会記念日
　松岡　英雄　　田中　伸樹　　水谷　直人
　森田　倫光　　猿田　隆夫　　松井　洋介
　松本　隆之　　鬼頭　愼一　　寺尾　正生
　西森　良文　　浦田　健治　　五百蔵誠一
　高橋　典子　　西森やよい
◇幹　事　報　告
•７月のロータリーレートは1ドル111円です。
•来週、再来週とガバナー補佐、ガバナー訪
問です。クールビズの時期ですが、ガバナ
ー補佐とガバナーはネクタイ着用で訪問さ
れます。会員のネクタイの着用は義務化は
しませんので個々の判断をお願いします。
•来週はガバナー補佐訪問の後、クラブ協議
会を行います。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

　それではクラブ運営方針を行いたいと思い
ます。本年度のテーマは奉仕の理想を深める
ために、「さらなる親睦を」といたしました。
　2021－2022年度のシェカール・メータ国際
ロータリー会長は、「Serve to Change Lives 
奉仕しよう  みんなの人生を豊かにするため
に」という大きなテーマを掲げられました。
私たちには奉仕し、みんなの人生を豊かにす
る力と魔法があります。ともに奉仕し、みんな
の人生を豊かにしていこうと呼びかけていま
す。また、会員を増やしてロータリーの参加
者基盤を広げることと、世界に奉仕してより
大きなインパクトをもたらすという二つの目
標を示しています。
　2670地区2021－2022年度東　邦彦ガバナー
は地区運営方針を「グローロータリアン　成
長しようロータリアン」とされました。
　いろいろなことを実践するにあたり、ここ
でもう一度原点に返り、毎月歌っている「奉
仕の理想」についてより深く理解するために、
親睦の中から奉仕の理想を生み出す集団とし
てのロータリーの本質について考えようと、
本年度の運営方針を決めました。重点項目と
しては引き続き出席率100％を継承いたしま
す。これにより増強で苦労されることもある
かと思われますが、納得して入っていただい
た会員は、ある程度の覚悟もあり意識も高い
かと思われますので退会防止にも大いに貢献
していることと思います。
　次に、会員増強を10％、５名以上という目
標を持ち、シェカール・メータRI会長の言わ
れるように、新たにロータリアンとなる人の
人生を永遠に変えることのできるクラブを目
指したいと思います。また、本年度のテーマ
でもある「奉仕の理想」について学ぶ機会を
増やします。親睦をさらに深めるため、趣味
を同じくする会員同士の同好会を沢山つくっ
ていただき、水曜会を含めた親睦の機会を増
やします。これは今までと大きく変わるので
少しご説明をさせていただきます。
　私がロータリーに入会したきっかけは、現
在も続く「聞きっぱなし英会話」に参加させ
ていただいたことでした。たまたま、故谷会
員と帰り道が同じ方向だったこともあり、毎

週送っていただきました。谷会員は例会はも
とより、英会話教室でもご病気が随分進んで
奥様に送迎をしていただきながら皆勤を続け
られました。この話をすると、今でも涙が出
てしまいますが、ご病気になる前に運転免許
を返上されていましたが、その頃には、私と
正反対の方向に引っ越しをされておりました。
いくら辞退しても必ずタクシーで遠回りして
送ってくださいました。ご病気になられた後、
さすがにお迎えに来られる奥様に、夜遅く送
っていただくわけにはいかないとお断りいた
しましたが、それでも最後まで送り続けてく
ださいました。寡黙な方でしたが、私が入会
後間もないころ、よく分からないまま引き受
けたことで辞めたくなるほど嫌な思いをした
ことがありましたが、そのときも静かに聞い
ていただき随分救われたことがありました。
多分、例会程度のお付き合いだったら馴染め
ないまま辞めていたかも知れません。
　また、猿田会員はロータリー精神を大いに
発揮され、始まって30年、私が入ってからも
20年以上、診療でご多忙の合間に毎週全員に
テキストのＦＡＸを送り、コーヒーを立てて
くださっています。また、女性会員が少なか
ったころは、女子会で福岡会員のお宅でひな
祭りをしたり、牧野植物園やモネの庭に行っ
たり、例会後のお茶会をしたりと楽しい思い
出もあります。
 小堀先生によると、戦前のロータリアンは
地区が一つだったこともあり、親子、兄弟の
仲だったそうです。英会話や女子会、国際大
会、地区大会などでそのようなことも実感で
きました。ロータリーの中には、徒を組んで
はいけないという言葉があるそうですが、こ
れも小堀先生に言わせると、政治的にグルー
プをつくってはいけないということで、例え
ば、ガバナーや会長などを選ぶ際に気を付け
るという意味だと理解しています。
　今年度、経費節減もあり全員が参加可能な
親睦は、親睦委員会に企画していただき、で
きるだけたくさんの趣味の同好会で、縦横に
会員同士や水曜会との親睦の機会を増やして
いただき、少なくとも東クラブ内だけでも親
類関係を築いていただけたらと思います。ま

た、健全なクラブ運営のために、予算の大幅
な見直しを行います。これは、例会終了後の
総会で西内幹事から予算書の提案があります。
　最後になりますが、当クラブの特徴はなん
といっても、水曜会の存在です。2670地区で
これほどの活動をしているご婦人の会は恐ら
くないと思います。その結果が、国際大会や
地区大会などへのご夫婦参加に繋がっていま

す。今後ともご家族ぐるみの親睦を深められ
るよう努めます。
　私自身、不勉強で何かと不行き届きも多い
かと思いますが、西内幹事とともに、面白お
かしく１年間を送りたいと思っておりますの
で、ぜひ、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願
いいたします。以上を本年度の運営方針とい
たします。ご清聴ありがとうございました。

◇出席率報告

　
•中平真理子　慣れるまでしばらく時間がか
かりそうです。よろしくお願いをいたします。
•西内俊介　初めての幹事でしたがどうでし
たでしょうか。やっぱりジェットコースター
の頂点から先に動いていません。ドキドキ感、
帰りたいです。来週も頑張ります。
•山下龍祐　始まりの記念に。
•前川美智子　７月７日「七夕さま」１年に
一度の吉日、中平真理子会長、西内幹事年度
のスタートです。幸せで楽しい１年となりま
すように短冊に願いを込めて
•浦田健治　今年１年、クラブ奉仕委員長と
して、また、来年に向かっての見習いとして
勉強していきますのでよろしくお願いをいた
します。入会記念のお祝いの品をいただきあ
りがとうございました。
•鬼田知明　１年間の見習いが始まりました。
どうぞよろしくお願いいたします。
•福岡満喜子　中平会長さん、西内幹事さん
１年間どうぞよろしくお願いをいたします。
•前田　博　無事監査終わりました。
•市川哲司　新執行部の門出を祝してニコニ
コへ。
•今西　博　竹村前会長、西森前幹事１年間
大変お疲れ様でした。中平会長、西内幹事よ
ろしくお願いいたします。
•寺尾正生　入会記念日の品ありがとうござ
いました。

•西森良文　誕生祝いありがとうございます。
７月生まれの方が少なくて寂しいです。また、
入会祝いのお礼も併せて。
•猿田隆夫 入会してかなりの年度になりま
した。
•松本隆之　入会記念、妻の誕生日祝いあり
がとうございます。
•松井洋介　早くも東ロータリー入会３年目
となりました。皆さまにはいろいろと助けて
いただきありがとうございます。コロナで思
うように楽しめないのが残念ですが、これか
らもよろしくお願いをいたします。
•永野正将　新年度始まりました。中平会長、
西内幹事よろしくお願いをいたします。妻の
誕生日祝いありがとうございました。
•水谷直人　入会記念、家庭記念の品ありが
とうございました。
•岡﨑勇樹　妻の誕生日祝いありがとうござ
いました。
•高橋典子　入会から１年経ちました。皆さ
まからは、いつも温かい心遣いをいただきあ
りがとうございます。コロナ禍で、まだ交流
が深められない方もいらっしゃいますが、今
後ともよろしくお願いをいたします。
•田中伸樹　入会記念のお祝いありがとうご
ざいました。コロナ禍で十分な活動ができま
せんでしたが、先輩のご指導のもと、楽しい
１年となりました。新年度もどうぞよろしく
お願いをいたします。
•松岡英雄　入会記念お礼として。
•森田倫光　誕生日と入会記念のお祝いあり
がとうございます。

奉仕しよう  みんなの人生を豊かにするために

議長　…なお本日総数53名中48名のご出席を
いただいており、本総会はクラブ細則第４条
第３節の会員総数の３分の１以上の出席を満
たしており、成立いたします。90.5％の出席
になります。
　早速審議に入ります。まず第１号議案
「2020－2021年度決算報告について」前年度
会計の寺村会員にお願いいたします。

寺村会計　2020－2021年度　高知東ＲＣ決算
報告

議長　寺村会員ありがとうございました。
　続きまして、監査報告に移ります。監査報
告は前年度監査、前田　博さんよりお願いし
たいと思います。

監査報告　６月30日、11時から監査を行いま
した。監査の結果、本会計及び特別会計の処
理は適切かつ正確であることを確認いたしま
したので、ここにご報告します。なお、現金
及び四国銀行、高知銀行残高証明を今回取り
まして、全て一致することを確認いたしまし
たことをご報告申し上げて、監査報告とさせ
ていただきます。以上でございます。
　
議長　前田さん、ありがとうございました。
　それでは、決算並びに監査報告につきまし
て、何かご質問はございませんでしょうか。
ないようでしたら採決に移ります。2020－

2021年度決算報告に賛成の方の拍手をお願い
いたします。

（承認の拍手）

議長　では第1号議案について、満場一致で
可決いたしました。
　続いて、第２号議案「2021－2022年度予算
案」の審議に移ります。西内幹事説明をお願
いいたします。

西内幹事　2021－2022年度予算（案）を説明

議長　西内幹事、ありがとうございました。
この予算案につきまして、ご質問はないで
しょうか。
　ないようですので採決いたします。2021－
2022年度予算案に賛成の方は、拍手をお願い
いたします。

（承認の拍手）

議長　第２号議案について、満場一致で可決
いたしました。
　これで議案が全て終了いたしました。その
他にご提案がありましたら、何かございませ
んでしょうか。
　ないようですので、これで臨時総会を終了
いたします。ありがとうございました。
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るという意味だと理解しています。
　今年度、経費節減もあり全員が参加可能な
親睦は、親睦委員会に企画していただき、で
きるだけたくさんの趣味の同好会で、縦横に
会員同士や水曜会との親睦の機会を増やして
いただき、少なくとも東クラブ内だけでも親
類関係を築いていただけたらと思います。ま

た、健全なクラブ運営のために、予算の大幅
な見直しを行います。これは、例会終了後の
総会で西内幹事から予算書の提案があります。
　最後になりますが、当クラブの特徴はなん
といっても、水曜会の存在です。2670地区で
これほどの活動をしているご婦人の会は恐ら
くないと思います。その結果が、国際大会や
地区大会などへのご夫婦参加に繋がっていま

す。今後ともご家族ぐるみの親睦を深められ
るよう努めます。
　私自身、不勉強で何かと不行き届きも多い
かと思いますが、西内幹事とともに、面白お
かしく１年間を送りたいと思っておりますの
で、ぜひ、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願
いいたします。以上を本年度の運営方針とい
たします。ご清聴ありがとうございました。

◇出席率報告

　
•中平真理子　慣れるまでしばらく時間がか
かりそうです。よろしくお願いをいたします。
•西内俊介　初めての幹事でしたがどうでし
たでしょうか。やっぱりジェットコースター
の頂点から先に動いていません。ドキドキ感、
帰りたいです。来週も頑張ります。
•山下龍祐　始まりの記念に。
•前川美智子　７月７日「七夕さま」１年に
一度の吉日、中平真理子会長、西内幹事年度
のスタートです。幸せで楽しい１年となりま
すように短冊に願いを込めて
•浦田健治　今年１年、クラブ奉仕委員長と
して、また、来年に向かっての見習いとして
勉強していきますのでよろしくお願いをいた
します。入会記念のお祝いの品をいただきあ
りがとうございました。
•鬼田知明　１年間の見習いが始まりました。
どうぞよろしくお願いいたします。
•福岡満喜子　中平会長さん、西内幹事さん
１年間どうぞよろしくお願いをいたします。
•前田　博　無事監査終わりました。
•市川哲司　新執行部の門出を祝してニコニ
コへ。
•今西　博　竹村前会長、西森前幹事１年間
大変お疲れ様でした。中平会長、西内幹事よ
ろしくお願いいたします。
•寺尾正生　入会記念日の品ありがとうござ
いました。

•西森良文　誕生祝いありがとうございます。
７月生まれの方が少なくて寂しいです。また、
入会祝いのお礼も併せて。
•猿田隆夫 入会してかなりの年度になりま
した。
•松本隆之　入会記念、妻の誕生日祝いあり
がとうございます。
•松井洋介　早くも東ロータリー入会３年目
となりました。皆さまにはいろいろと助けて
いただきありがとうございます。コロナで思
うように楽しめないのが残念ですが、これか
らもよろしくお願いをいたします。
•永野正将　新年度始まりました。中平会長、
西内幹事よろしくお願いをいたします。妻の
誕生日祝いありがとうございました。
•水谷直人　入会記念、家庭記念の品ありが
とうございました。
•岡﨑勇樹　妻の誕生日祝いありがとうござ
いました。
•高橋典子　入会から１年経ちました。皆さ
まからは、いつも温かい心遣いをいただきあ
りがとうございます。コロナ禍で、まだ交流
が深められない方もいらっしゃいますが、今
後ともよろしくお願いをいたします。
•田中伸樹　入会記念のお祝いありがとうご
ざいました。コロナ禍で十分な活動ができま
せんでしたが、先輩のご指導のもと、楽しい
１年となりました。新年度もどうぞよろしく
お願いをいたします。
•松岡英雄　入会記念お礼として。
•森田倫光　誕生日と入会記念のお祝いあり
がとうございます。

◇中平真理子会長クラブ運営方針発表

議長　…なお本日総数53名中48名のご出席を
いただいており、本総会はクラブ細則第４条
第３節の会員総数の３分の１以上の出席を満
たしており、成立いたします。90.5％の出席
になります。
　早速審議に入ります。まず第１号議案
「2020－2021年度決算報告について」前年度
会計の寺村会員にお願いいたします。

寺村会計　2020－2021年度　高知東ＲＣ決算
報告

議長　寺村会員ありがとうございました。
　続きまして、監査報告に移ります。監査報
告は前年度監査、前田　博さんよりお願いし
たいと思います。

監査報告　６月30日、11時から監査を行いま
した。監査の結果、本会計及び特別会計の処
理は適切かつ正確であることを確認いたしま
したので、ここにご報告します。なお、現金
及び四国銀行、高知銀行残高証明を今回取り
まして、全て一致することを確認いたしまし
たことをご報告申し上げて、監査報告とさせ
ていただきます。以上でございます。
　
議長　前田さん、ありがとうございました。
　それでは、決算並びに監査報告につきまし
て、何かご質問はございませんでしょうか。
ないようでしたら採決に移ります。2020－

2021年度決算報告に賛成の方の拍手をお願い
いたします。

（承認の拍手）

議長　では第1号議案について、満場一致で
可決いたしました。
　続いて、第２号議案「2021－2022年度予算
案」の審議に移ります。西内幹事説明をお願
いいたします。

西内幹事　2021－2022年度予算（案）を説明

議長　西内幹事、ありがとうございました。
この予算案につきまして、ご質問はないで
しょうか。
　ないようですので採決いたします。2021－
2022年度予算案に賛成の方は、拍手をお願い
いたします。

（承認の拍手）

議長　第２号議案について、満場一致で可決
いたしました。
　これで議案が全て終了いたしました。その
他にご提案がありましたら、何かございませ
んでしょうか。
　ないようですので、これで臨時総会を終了
いたします。ありがとうございました。



◇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。
今、ちょっと上がってお
りましてマイクで思いっ
きり点鐘しそうになりま
した。コロナの影響で変
則の例会となり、後ほど

運営方針の発表もありますので、簡単にご挨
拶させていただきます。
　改めまして今年度、会長を務めさせていた
だきます中平です。ロータリー歴は19年にも
なりますが、まだまだ、ロータリーを本当に
理解しているとはとても言えません。西内幹
事に助けていただきながら、皆さまとともに
ロータリーを学びながら、楽しく実り多い
ロータリーライフを送りたいと思っておりま
すのでご指導、ご協力よろしくお願いいたし
ます。
　前竹村会長、西森幹事、各委員会の皆さま
には大変お疲れ様でございました。今年度の
委員会の皆さまには１年間ご苦労をおかけす
ることと思いますが、遠慮なく何でも西内幹
事にご相談ください。１年間よろしくお願い
いたします。

◇７月の会員祝日（敬称略）
•会員誕生日
　西森　良文
•配偶者誕生日
　松﨑　範子　　永野　美佐
　松本　功子　　岡﨑千夏子
•家族記念日
　水谷　直人
•入会記念日
　松岡　英雄　　田中　伸樹　　水谷　直人
　森田　倫光　　猿田　隆夫　　松井　洋介
　松本　隆之　　鬼頭　愼一　　寺尾　正生
　西森　良文　　浦田　健治　　五百蔵誠一
　高橋　典子　　西森やよい
◇幹　事　報　告
•７月のロータリーレートは1ドル111円です。
•来週、再来週とガバナー補佐、ガバナー訪
問です。クールビズの時期ですが、ガバナ
ー補佐とガバナーはネクタイ着用で訪問さ
れます。会員のネクタイの着用は義務化は
しませんので個々の判断をお願いします。
•来週はガバナー補佐訪問の後、クラブ協議
会を行います。
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　それではクラブ運営方針を行いたいと思い
ます。本年度のテーマは奉仕の理想を深める
ために、「さらなる親睦を」といたしました。
　2021－2022年度のシェカール・メータ国際
ロータリー会長は、「Serve to Change Lives 
奉仕しよう  みんなの人生を豊かにするため
に」という大きなテーマを掲げられました。
私たちには奉仕し、みんなの人生を豊かにす
る力と魔法があります。ともに奉仕し、みんな
の人生を豊かにしていこうと呼びかけていま
す。また、会員を増やしてロータリーの参加
者基盤を広げることと、世界に奉仕してより
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週送っていただきました。谷会員は例会はも
とより、英会話教室でもご病気が随分進んで
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 小堀先生によると、戦前のロータリアンは
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会、地区大会などでそのようなことも実感で
きました。ロータリーの中には、徒を組んで
はいけないという言葉があるそうですが、こ
れも小堀先生に言わせると、政治的にグルー
プをつくってはいけないということで、例え
ば、ガバナーや会長などを選ぶ際に気を付け
るという意味だと理解しています。
　今年度、経費節減もあり全員が参加可能な
親睦は、親睦委員会に企画していただき、で
きるだけたくさんの趣味の同好会で、縦横に
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いただき、少なくとも東クラブ内だけでも親
類関係を築いていただけたらと思います。ま

た、健全なクラブ運営のために、予算の大幅
な見直しを行います。これは、例会終了後の
総会で西内幹事から予算書の提案があります。
　最後になりますが、当クラブの特徴はなん
といっても、水曜会の存在です。2670地区で
これほどの活動をしているご婦人の会は恐ら
くないと思います。その結果が、国際大会や
地区大会などへのご夫婦参加に繋がっていま

す。今後ともご家族ぐるみの親睦を深められ
るよう努めます。
　私自身、不勉強で何かと不行き届きも多い
かと思いますが、西内幹事とともに、面白お
かしく１年間を送りたいと思っておりますの
で、ぜひ、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願
いいたします。以上を本年度の運営方針とい
たします。ご清聴ありがとうございました。

◇出席率報告

　
•中平真理子　慣れるまでしばらく時間がか
かりそうです。よろしくお願いをいたします。
•西内俊介　初めての幹事でしたがどうでし
たでしょうか。やっぱりジェットコースター
の頂点から先に動いていません。ドキドキ感、
帰りたいです。来週も頑張ります。
•山下龍祐　始まりの記念に。
•前川美智子　７月７日「七夕さま」１年に
一度の吉日、中平真理子会長、西内幹事年度
のスタートです。幸せで楽しい１年となりま
すように短冊に願いを込めて
•浦田健治　今年１年、クラブ奉仕委員長と
して、また、来年に向かっての見習いとして
勉強していきますのでよろしくお願いをいた
します。入会記念のお祝いの品をいただきあ
りがとうございました。
•鬼田知明　１年間の見習いが始まりました。
どうぞよろしくお願いいたします。
•福岡満喜子　中平会長さん、西内幹事さん
１年間どうぞよろしくお願いをいたします。
•前田　博　無事監査終わりました。
•市川哲司　新執行部の門出を祝してニコニ
コへ。
•今西　博　竹村前会長、西森前幹事１年間
大変お疲れ様でした。中平会長、西内幹事よ
ろしくお願いいたします。
•寺尾正生　入会記念日の品ありがとうござ
いました。

•西森良文　誕生祝いありがとうございます。
７月生まれの方が少なくて寂しいです。また、
入会祝いのお礼も併せて。
•猿田隆夫 入会してかなりの年度になりま
した。
•松本隆之　入会記念、妻の誕生日祝いあり
がとうございます。
•松井洋介　早くも東ロータリー入会３年目
となりました。皆さまにはいろいろと助けて
いただきありがとうございます。コロナで思
うように楽しめないのが残念ですが、これか
らもよろしくお願いをいたします。
•永野正将　新年度始まりました。中平会長、
西内幹事よろしくお願いをいたします。妻の
誕生日祝いありがとうございました。
•水谷直人　入会記念、家庭記念の品ありが
とうございました。
•岡﨑勇樹　妻の誕生日祝いありがとうござ
いました。
•高橋典子　入会から１年経ちました。皆さ
まからは、いつも温かい心遣いをいただきあ
りがとうございます。コロナ禍で、まだ交流
が深められない方もいらっしゃいますが、今
後ともよろしくお願いをいたします。
•田中伸樹　入会記念のお祝いありがとうご
ざいました。コロナ禍で十分な活動ができま
せんでしたが、先輩のご指導のもと、楽しい
１年となりました。新年度もどうぞよろしく
お願いをいたします。
•松岡英雄　入会記念お礼として。
•森田倫光　誕生日と入会記念のお祝いあり
がとうございます。
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議長　…なお本日総数53名中48名のご出席を
いただいており、本総会はクラブ細則第４条
第３節の会員総数の３分の１以上の出席を満
たしており、成立いたします。90.5％の出席
になります。
　早速審議に入ります。まず第１号議案
「2020－2021年度決算報告について」前年度
会計の寺村会員にお願いいたします。

寺村会計　2020－2021年度　高知東ＲＣ決算
報告

議長　寺村会員ありがとうございました。
　続きまして、監査報告に移ります。監査報
告は前年度監査、前田　博さんよりお願いし
たいと思います。

監査報告　６月30日、11時から監査を行いま
した。監査の結果、本会計及び特別会計の処
理は適切かつ正確であることを確認いたしま
したので、ここにご報告します。なお、現金
及び四国銀行、高知銀行残高証明を今回取り
まして、全て一致することを確認いたしまし
たことをご報告申し上げて、監査報告とさせ
ていただきます。以上でございます。
　
議長　前田さん、ありがとうございました。
　それでは、決算並びに監査報告につきまし
て、何かご質問はございませんでしょうか。
ないようでしたら採決に移ります。2020－

2021年度決算報告に賛成の方の拍手をお願い
いたします。

（承認の拍手）

議長　では第1号議案について、満場一致で
可決いたしました。
　続いて、第２号議案「2021－2022年度予算
案」の審議に移ります。西内幹事説明をお願
いいたします。

西内幹事　2021－2022年度予算（案）を説明

議長　西内幹事、ありがとうございました。
この予算案につきまして、ご質問はないで
しょうか。
　ないようですので採決いたします。2021－
2022年度予算案に賛成の方は、拍手をお願い
いたします。

（承認の拍手）

議長　第２号議案について、満場一致で可決
いたしました。
　これで議案が全て終了いたしました。その
他にご提案がありましたら、何かございませ
んでしょうか。
　ないようですので、これで臨時総会を終了
いたします。ありがとうございました。



◇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。
今、ちょっと上がってお
りましてマイクで思いっ
きり点鐘しそうになりま
した。コロナの影響で変
則の例会となり、後ほど

運営方針の発表もありますので、簡単にご挨
拶させていただきます。
　改めまして今年度、会長を務めさせていた
だきます中平です。ロータリー歴は19年にも
なりますが、まだまだ、ロータリーを本当に
理解しているとはとても言えません。西内幹
事に助けていただきながら、皆さまとともに
ロータリーを学びながら、楽しく実り多い
ロータリーライフを送りたいと思っておりま
すのでご指導、ご協力よろしくお願いいたし
ます。
　前竹村会長、西森幹事、各委員会の皆さま
には大変お疲れ様でございました。今年度の
委員会の皆さまには１年間ご苦労をおかけす
ることと思いますが、遠慮なく何でも西内幹
事にご相談ください。１年間よろしくお願い
いたします。

◇７月の会員祝日（敬称略）
•会員誕生日
　西森　良文
•配偶者誕生日
　松﨑　範子　　永野　美佐
　松本　功子　　岡﨑千夏子
•家族記念日
　水谷　直人
•入会記念日
　松岡　英雄　　田中　伸樹　　水谷　直人
　森田　倫光　　猿田　隆夫　　松井　洋介
　松本　隆之　　鬼頭　愼一　　寺尾　正生
　西森　良文　　浦田　健治　　五百蔵誠一
　高橋　典子　　西森やよい
◇幹　事　報　告
•７月のロータリーレートは1ドル111円です。
•来週、再来週とガバナー補佐、ガバナー訪
問です。クールビズの時期ですが、ガバナ
ー補佐とガバナーはネクタイ着用で訪問さ
れます。会員のネクタイの着用は義務化は
しませんので個々の判断をお願いします。
•来週はガバナー補佐訪問の後、クラブ協議
会を行います。

　それではクラブ運営方針を行いたいと思い
ます。本年度のテーマは奉仕の理想を深める
ために、「さらなる親睦を」といたしました。
　2021－2022年度のシェカール・メータ国際
ロータリー会長は、「Serve to Change Lives 
奉仕しよう  みんなの人生を豊かにするため
に」という大きなテーマを掲げられました。
私たちには奉仕し、みんなの人生を豊かにす
る力と魔法があります。ともに奉仕し、みんな
の人生を豊かにしていこうと呼びかけていま
す。また、会員を増やしてロータリーの参加
者基盤を広げることと、世界に奉仕してより
大きなインパクトをもたらすという二つの目
標を示しています。
　2670地区2021－2022年度東　邦彦ガバナー
は地区運営方針を「グローロータリアン　成
長しようロータリアン」とされました。
　いろいろなことを実践するにあたり、ここ
でもう一度原点に返り、毎月歌っている「奉
仕の理想」についてより深く理解するために、
親睦の中から奉仕の理想を生み出す集団とし
てのロータリーの本質について考えようと、
本年度の運営方針を決めました。重点項目と
しては引き続き出席率100％を継承いたしま
す。これにより増強で苦労されることもある
かと思われますが、納得して入っていただい
た会員は、ある程度の覚悟もあり意識も高い
かと思われますので退会防止にも大いに貢献
していることと思います。
　次に、会員増強を10％、５名以上という目
標を持ち、シェカール・メータRI会長の言わ
れるように、新たにロータリアンとなる人の
人生を永遠に変えることのできるクラブを目
指したいと思います。また、本年度のテーマ
でもある「奉仕の理想」について学ぶ機会を
増やします。親睦をさらに深めるため、趣味
を同じくする会員同士の同好会を沢山つくっ
ていただき、水曜会を含めた親睦の機会を増
やします。これは今までと大きく変わるので
少しご説明をさせていただきます。
　私がロータリーに入会したきっかけは、現
在も続く「聞きっぱなし英会話」に参加させ
ていただいたことでした。たまたま、故谷会
員と帰り道が同じ方向だったこともあり、毎

週送っていただきました。谷会員は例会はも
とより、英会話教室でもご病気が随分進んで
奥様に送迎をしていただきながら皆勤を続け
られました。この話をすると、今でも涙が出
てしまいますが、ご病気になる前に運転免許
を返上されていましたが、その頃には、私と
正反対の方向に引っ越しをされておりました。
いくら辞退しても必ずタクシーで遠回りして
送ってくださいました。ご病気になられた後、
さすがにお迎えに来られる奥様に、夜遅く送
っていただくわけにはいかないとお断りいた
しましたが、それでも最後まで送り続けてく
ださいました。寡黙な方でしたが、私が入会
後間もないころ、よく分からないまま引き受
けたことで辞めたくなるほど嫌な思いをした
ことがありましたが、そのときも静かに聞い
ていただき随分救われたことがありました。
多分、例会程度のお付き合いだったら馴染め
ないまま辞めていたかも知れません。
　また、猿田会員はロータリー精神を大いに
発揮され、始まって30年、私が入ってからも
20年以上、診療でご多忙の合間に毎週全員に
テキストのＦＡＸを送り、コーヒーを立てて
くださっています。また、女性会員が少なか
ったころは、女子会で福岡会員のお宅でひな
祭りをしたり、牧野植物園やモネの庭に行っ
たり、例会後のお茶会をしたりと楽しい思い
出もあります。
 小堀先生によると、戦前のロータリアンは
地区が一つだったこともあり、親子、兄弟の
仲だったそうです。英会話や女子会、国際大
会、地区大会などでそのようなことも実感で
きました。ロータリーの中には、徒を組んで
はいけないという言葉があるそうですが、こ
れも小堀先生に言わせると、政治的にグルー
プをつくってはいけないということで、例え
ば、ガバナーや会長などを選ぶ際に気を付け
るという意味だと理解しています。
　今年度、経費節減もあり全員が参加可能な
親睦は、親睦委員会に企画していただき、で
きるだけたくさんの趣味の同好会で、縦横に
会員同士や水曜会との親睦の機会を増やして
いただき、少なくとも東クラブ内だけでも親
類関係を築いていただけたらと思います。ま

た、健全なクラブ運営のために、予算の大幅
な見直しを行います。これは、例会終了後の
総会で西内幹事から予算書の提案があります。
　最後になりますが、当クラブの特徴はなん
といっても、水曜会の存在です。2670地区で
これほどの活動をしているご婦人の会は恐ら
くないと思います。その結果が、国際大会や
地区大会などへのご夫婦参加に繋がっていま

す。今後ともご家族ぐるみの親睦を深められ
るよう努めます。
　私自身、不勉強で何かと不行き届きも多い
かと思いますが、西内幹事とともに、面白お
かしく１年間を送りたいと思っておりますの
で、ぜひ、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願
いいたします。以上を本年度の運営方針とい
たします。ご清聴ありがとうございました。

◇出席率報告

　
•中平真理子　慣れるまでしばらく時間がか
かりそうです。よろしくお願いをいたします。
•西内俊介　初めての幹事でしたがどうでし
たでしょうか。やっぱりジェットコースター
の頂点から先に動いていません。ドキドキ感、
帰りたいです。来週も頑張ります。
•山下龍祐　始まりの記念に。
•前川美智子　７月７日「七夕さま」１年に
一度の吉日、中平真理子会長、西内幹事年度
のスタートです。幸せで楽しい１年となりま
すように短冊に願いを込めて
•浦田健治　今年１年、クラブ奉仕委員長と
して、また、来年に向かっての見習いとして
勉強していきますのでよろしくお願いをいた
します。入会記念のお祝いの品をいただきあ
りがとうございました。
•鬼田知明　１年間の見習いが始まりました。
どうぞよろしくお願いいたします。
•福岡満喜子　中平会長さん、西内幹事さん
１年間どうぞよろしくお願いをいたします。
•前田　博　無事監査終わりました。
•市川哲司　新執行部の門出を祝してニコニ
コへ。
•今西　博　竹村前会長、西森前幹事１年間
大変お疲れ様でした。中平会長、西内幹事よ
ろしくお願いいたします。
•寺尾正生　入会記念日の品ありがとうござ
いました。

•西森良文　誕生祝いありがとうございます。
７月生まれの方が少なくて寂しいです。また、
入会祝いのお礼も併せて。
•猿田隆夫 入会してかなりの年度になりま
した。
•松本隆之　入会記念、妻の誕生日祝いあり
がとうございます。
•松井洋介　早くも東ロータリー入会３年目
となりました。皆さまにはいろいろと助けて
いただきありがとうございます。コロナで思
うように楽しめないのが残念ですが、これか
らもよろしくお願いをいたします。
•永野正将　新年度始まりました。中平会長、
西内幹事よろしくお願いをいたします。妻の
誕生日祝いありがとうございました。
•水谷直人　入会記念、家庭記念の品ありが
とうございました。
•岡﨑勇樹　妻の誕生日祝いありがとうござ
いました。
•高橋典子　入会から１年経ちました。皆さ
まからは、いつも温かい心遣いをいただきあ
りがとうございます。コロナ禍で、まだ交流
が深められない方もいらっしゃいますが、今
後ともよろしくお願いをいたします。
•田中伸樹　入会記念のお祝いありがとうご
ざいました。コロナ禍で十分な活動ができま
せんでしたが、先輩のご指導のもと、楽しい
１年となりました。新年度もどうぞよろしく
お願いをいたします。
•松岡英雄　入会記念お礼として。
•森田倫光　誕生日と入会記念のお祝いあり
がとうございます。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

議長　…なお本日総数53名中48名のご出席を
いただいており、本総会はクラブ細則第４条
第３節の会員総数の３分の１以上の出席を満
たしており、成立いたします。90.5％の出席
になります。
　早速審議に入ります。まず第１号議案
「2020－2021年度決算報告について」前年度
会計の寺村会員にお願いいたします。

寺村会計　2020－2021年度　高知東ＲＣ決算
報告

議長　寺村会員ありがとうございました。
　続きまして、監査報告に移ります。監査報
告は前年度監査、前田　博さんよりお願いし
たいと思います。

監査報告　６月30日、11時から監査を行いま
した。監査の結果、本会計及び特別会計の処
理は適切かつ正確であることを確認いたしま
したので、ここにご報告します。なお、現金
及び四国銀行、高知銀行残高証明を今回取り
まして、全て一致することを確認いたしまし
たことをご報告申し上げて、監査報告とさせ
ていただきます。以上でございます。
　
議長　前田さん、ありがとうございました。
　それでは、決算並びに監査報告につきまし
て、何かご質問はございませんでしょうか。
ないようでしたら採決に移ります。2020－

2021年度決算報告に賛成の方の拍手をお願い
いたします。

（承認の拍手）

議長　では第1号議案について、満場一致で
可決いたしました。
　続いて、第２号議案「2021－2022年度予算
案」の審議に移ります。西内幹事説明をお願
いいたします。

西内幹事　2021－2022年度予算（案）を説明

議長　西内幹事、ありがとうございました。
この予算案につきまして、ご質問はないで
しょうか。
　ないようですので採決いたします。2021－
2022年度予算案に賛成の方は、拍手をお願い
いたします。

（承認の拍手）

議長　第２号議案について、満場一致で可決
いたしました。
　これで議案が全て終了いたしました。その
他にご提案がありましたら、何かございませ
んでしょうか。
　ないようですので、これで臨時総会を終了
いたします。ありがとうございました。

◇臨時総会
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地区が一つだったこともあり、親子、兄弟の
仲だったそうです。英会話や女子会、国際大
会、地区大会などでそのようなことも実感で
きました。ロータリーの中には、徒を組んで
はいけないという言葉があるそうですが、こ
れも小堀先生に言わせると、政治的にグルー
プをつくってはいけないということで、例え
ば、ガバナーや会長などを選ぶ際に気を付け
るという意味だと理解しています。
　今年度、経費節減もあり全員が参加可能な
親睦は、親睦委員会に企画していただき、で
きるだけたくさんの趣味の同好会で、縦横に
会員同士や水曜会との親睦の機会を増やして
いただき、少なくとも東クラブ内だけでも親
類関係を築いていただけたらと思います。ま

た、健全なクラブ運営のために、予算の大幅
な見直しを行います。これは、例会終了後の
総会で西内幹事から予算書の提案があります。
　最後になりますが、当クラブの特徴はなん
といっても、水曜会の存在です。2670地区で
これほどの活動をしているご婦人の会は恐ら
くないと思います。その結果が、国際大会や
地区大会などへのご夫婦参加に繋がっていま

す。今後ともご家族ぐるみの親睦を深められ
るよう努めます。
　私自身、不勉強で何かと不行き届きも多い
かと思いますが、西内幹事とともに、面白お
かしく１年間を送りたいと思っておりますの
で、ぜひ、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願
いいたします。以上を本年度の運営方針とい
たします。ご清聴ありがとうございました。

◇出席率報告

　
•中平真理子　慣れるまでしばらく時間がか
かりそうです。よろしくお願いをいたします。
•西内俊介　初めての幹事でしたがどうでし
たでしょうか。やっぱりジェットコースター
の頂点から先に動いていません。ドキドキ感、
帰りたいです。来週も頑張ります。
•山下龍祐　始まりの記念に。
•前川美智子　７月７日「七夕さま」１年に
一度の吉日、中平真理子会長、西内幹事年度
のスタートです。幸せで楽しい１年となりま
すように短冊に願いを込めて
•浦田健治　今年１年、クラブ奉仕委員長と
して、また、来年に向かっての見習いとして
勉強していきますのでよろしくお願いをいた
します。入会記念のお祝いの品をいただきあ
りがとうございました。
•鬼田知明　１年間の見習いが始まりました。
どうぞよろしくお願いいたします。
•福岡満喜子　中平会長さん、西内幹事さん
１年間どうぞよろしくお願いをいたします。
•前田　博　無事監査終わりました。
•市川哲司　新執行部の門出を祝してニコニ
コへ。
•今西　博　竹村前会長、西森前幹事１年間
大変お疲れ様でした。中平会長、西内幹事よ
ろしくお願いいたします。
•寺尾正生　入会記念日の品ありがとうござ
いました。

•西森良文　誕生祝いありがとうございます。
７月生まれの方が少なくて寂しいです。また、
入会祝いのお礼も併せて。
•猿田隆夫 入会してかなりの年度になりま
した。
•松本隆之　入会記念、妻の誕生日祝いあり
がとうございます。
•松井洋介　早くも東ロータリー入会３年目
となりました。皆さまにはいろいろと助けて
いただきありがとうございます。コロナで思
うように楽しめないのが残念ですが、これか
らもよろしくお願いをいたします。
•永野正将　新年度始まりました。中平会長、
西内幹事よろしくお願いをいたします。妻の
誕生日祝いありがとうございました。
•水谷直人　入会記念、家庭記念の品ありが
とうございました。
•岡﨑勇樹　妻の誕生日祝いありがとうござ
いました。
•高橋典子　入会から１年経ちました。皆さ
まからは、いつも温かい心遣いをいただきあ
りがとうございます。コロナ禍で、まだ交流
が深められない方もいらっしゃいますが、今
後ともよろしくお願いをいたします。
•田中伸樹　入会記念のお祝いありがとうご
ざいました。コロナ禍で十分な活動ができま
せんでしたが、先輩のご指導のもと、楽しい
１年となりました。新年度もどうぞよろしく
お願いをいたします。
•松岡英雄　入会記念お礼として。
•森田倫光　誕生日と入会記念のお祝いあり
がとうございます。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

議長　…なお本日総数53名中48名のご出席を
いただいており、本総会はクラブ細則第４条
第３節の会員総数の３分の１以上の出席を満
たしており、成立いたします。90.5％の出席
になります。
　早速審議に入ります。まず第１号議案
「2020－2021年度決算報告について」前年度
会計の寺村会員にお願いいたします。

寺村会計　2020－2021年度　高知東ＲＣ決算
報告

議長　寺村会員ありがとうございました。
　続きまして、監査報告に移ります。監査報
告は前年度監査、前田　博さんよりお願いし
たいと思います。

監査報告　６月30日、11時から監査を行いま
した。監査の結果、本会計及び特別会計の処
理は適切かつ正確であることを確認いたしま
したので、ここにご報告します。なお、現金
及び四国銀行、高知銀行残高証明を今回取り
まして、全て一致することを確認いたしまし
たことをご報告申し上げて、監査報告とさせ
ていただきます。以上でございます。
　
議長　前田さん、ありがとうございました。
　それでは、決算並びに監査報告につきまし
て、何かご質問はございませんでしょうか。
ないようでしたら採決に移ります。2020－

2021年度決算報告に賛成の方の拍手をお願い
いたします。

（承認の拍手）

議長　では第1号議案について、満場一致で
可決いたしました。
　続いて、第２号議案「2021－2022年度予算
案」の審議に移ります。西内幹事説明をお願
いいたします。

西内幹事　2021－2022年度予算（案）を説明

議長　西内幹事、ありがとうございました。
この予算案につきまして、ご質問はないで
しょうか。
　ないようですので採決いたします。2021－
2022年度予算案に賛成の方は、拍手をお願い
いたします。

（承認の拍手）

議長　第２号議案について、満場一致で可決
いたしました。
　これで議案が全て終了いたしました。その
他にご提案がありましたら、何かございませ
んでしょうか。
　ないようですので、これで臨時総会を終了
いたします。ありがとうございました。
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● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ

0円
87,600円
87,600円

0円
484円
484円

0円
88,084円
88,084円

チビニコ 合　計

７月７日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
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26日㈪　夜間例会
高知中央ＲＣ　７月29日㈭　夜間例会
高知西ＲＣ　　７月30日㈮　夜間例会
高知ＲＣ　　　８月10日㈫　休会（お盆休み）
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　８月10日㈫　休会（お盆休み）
高知南ＲＣ　　８月12日㈭　休会（お盆休み）
高知中央ＲＣ　８月12日㈭　休会（お盆休み）
高知西ＲＣ　　８月13日㈮　休会（お盆休み）
高知北ＲＣ　　８月16日㈪　休会（お盆休み）
高知北ＲＣ　　８月23日㈪　創立夜間例会
高知ＲＣ　　　８月24日㈫　グループ夜間例会
高知南ＲＣ　　８月26日㈭　夜間例会
高知中央ＲＣ　８月26日㈭　夜間例会
高知ＲＣ　　　８月31日㈫　ロータリー休日
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