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第2500回　例会報告／令和３年７月21日　天候　晴
◇ロータリーソング
  「歓迎の歌」
◇会　長　挨　拶

　皆さんこんにちは。東
ガバナー、畠山ガバナー
補佐、地区副代表幹事、
一藤さん、星野さん、よ
うこそいらっしゃいまし
た。東ＲＣ「美魔女コー

ラス隊」を中心に、歓迎の歌でお迎えいたし
ましたが、いかがでしたでしょうか。
　今年の梅雨は記録的に長く、また四国が最
後に梅雨明けというのも記録的だそうです。
オリンピックも始まり、季節は確かに移ろっ
ていますが、私の任期は始まったばかりです。
気を引き締めていきたいと思います。よろし
くお願いいたします。
　先週、国際大会のお話を少しいたしました
が、本日はその内容についてお話したいと思
います。今年の国際大会ではバーチャルなら
ではというプログラムがありました。その一
つが、シルビア・ウイットラックさんとジェ
ニファー・ジョーンズさんの女性２人が2016
年に対談した録画で、今回初めて公開された
ものです。ジェニファー・ジョーンズさんは、
ＲＩ会長ノミニー、2022－2023年度会長であ
り、シルビアさんは米国最高裁でロータリー
に女性会員を認めることになった当事者です。
　1977年、当時のロワルテＲＣの会長、リチ
ャード・キーさんはじめほとんどの会員は会

員を増やすために、女性を入れることを問題
にしなかったそうです。当時の女性会員は、
校長、心理学者、レポーターなどだったそう
ですが、一人だけ反対していた会員はその後
退会されたそうです。別のクラブからの訴訟
で、ＥＸと書いてロワルテＲＣとクラブの名
前も改名し、全員が大きなＸの襟章を付けて
戦い、11年かかって勝利したそうです。
　シルビアさんはロータリー初の女性会長や
地区ガバナーになりました。そこで、まさに
自分が年齢、民族性、人種等の多様性を持っ
ていることを考えたそうです。シルビアさん
は、女性というだけでなく、見た目もアフリ
カンアメリカンの方です。私はシルビアさん
の入会５年後ぐらいに、昨年まで東クラブに
メイキャップで来られていたオリーバーさん
の所に遊びにいきましたが、そのとき南部の
サウスカロライナとはいえ、大学医学部の卒
業パーティで黒人のカップルは１組だけでし
た。奥様のウィスターさんの親友のお誕生パ
ーティには100人ぐらいが出席していました
が、その中で黒人の方は庭でカクテルをつく
るボーイさん３人だけでした。
　この時代にシルビアさんを、能力があった
にせよ入会させ、初代女性会長にしたロワル
テＲＣの懐の深さは、さすがにロータリーだ
と思います。シルビアさんの「ポール・ハリ
スは女性会員を入れようと思ったことはなか
ったでしょう。彼は女性と仕事をしたことが
なかったから。でも駄目とは言わないと思

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

う」という言葉が印象的でした。
　昨年度ロータリーは、シルビア・ウイット
ラック賞を設けました。女性の地位向上に貢
献した個人に与えられるそうです。
◇来訪ロータリアン及びお客様
　国際ロータリー第2670地区ガバナー
　　東　邦彦 氏（中村ＲＣ）
　高知第Ⅰ分区ガバナー補佐
　　畠山　寛 氏（安芸ＲＣ）
　地区副代表幹事
　　一藤勝之 氏（中村ＲＣ）
　　星野　努 氏（中村ＲＣ）

◇東　邦彦ガバナー
　とバナーの交換を
行いました。

◇幹　事　報　告
•７月28日と８月４日の例会は、2021－2022
年度の委員会計画発表を行います。

私のような関係。幡多で20年ぶりにＩＭが開
かれるということで、竹村さんは1人で何回
も幡多まで来てくださいました。資料をいた
だいたり、ＩＭ全般のことを教えていただき
ました。ちょうど、私どもが50周年のころで、
以来のお付き合いです。
　ロータリーに入って少し分からない言葉の
一つに「奉仕」があります。ある大学の教授
が300人の学生に「サービス」の訳に関する
試験問題を出したところ、「奉仕」と訳した
のは２割程度で、あとは「社会貢献」と訳し
たそうです。奉仕を社会貢献と理解してもい
いと思いますが、性別・年齢・国籍・価値観
等々、多様性を持つロータリアンが右手に親
睦、左手に奉仕を持って動きます。その動く
方向は地域社会に向かってです。これは、
ポール・ハリスが「ロータリーは地域社会
だ」と言ったことによって証明されていま
す。「ロータリーの友」６月号の漫画の中で
も「ロータリーは地域社会だ」という言葉が
出てきます。
　ロータリーでは「奉仕」の考え、社会貢献
を職業に落とし込みます。そして、世の中に
必要とされる企業として生き残っていくのは、
高潔性です。高潔性がないと企業は長続きし
ません。それとリーダーシップ。これは企業
の中でも必要ですが、例会の中でもリーダー
シップは必要です。例会の使命の一つは、若
い次の世代の人達、活気あるロータリアンを
育てることです。ロータリークラブの持つ教
育機能を活用して、リーダーシップをとる若
い人たちを育てていくことは大切です。
　親睦、奉仕、多様性、高潔性、リーダーシ
ップ、これはロータリーの五つの中核言語で
す。こういったことを頭に入れながら、私の
年度のテーマである増強について考えたいと
思います。
　コロナによって、会員数は減少しています。
特に減少の激しいのはコロナの感染が拡大し
ているブラジルやインドです。そういう意味
で、会員増強は私の年度のメインテーマだと
考え「グロー（成長しよう）ロータリアン」

を提唱しました。増強には二つの意味がある
と思います。増は数を増やすこと。これはと
ても大事なことで、会員数が増えるとクラブ
の基盤がしっかりしてきます。強は、クラブ
の中での研修、クラブの良さを知ることです。
今期、こちらのクラブでは５名の増強をお約
束いただきました。非常にありがたいことで
す。
　世界のクラブでは女性会員は34％ですが、
日本ではまだ７％です。女性会員が増える要
素はたくさんあります。こちらのクラブでは、
親睦を中心とした奉仕活動の中で具体的にな
ったのが水曜会で、会員と奥様方との交流、
しかもそれが長く続いているのは素晴らしい
ことだと思います。また、英会話同好会。英
語は時代の必須教養で、とても有効なことだ
と思います。同好会活動はどこのクラブにも
あり、数を問いません。ゴルフ同好会などが
多いわけですが、深みのある同好会という意
味で、英会話同好会はいいなと思います。
　私のクラブ訪問はまだ四つ目で、これから
70のクラブを回りますが、こちらの水曜会や
英会話同好会のことは皆さんに話していきた
いと思っています。
　会長のテーマの中に、親睦活動の強化があ
ります。コロナに傷みつけられたクラブの中
で、親睦を取り戻すにはやはり出席率が大事
になります。こちらはずっと出席率100％を
続けておられますが、これはロータリーの基
本中の基本だと思います。出席を中心とした
親睦活動はコロナの後の我々の重要なテーマ
になってきます。今後も、皆さんの協力のも
と、100％出席を続けていただきますようお
願いします。
　私自身、こちらのクラブから学ぶことが多
くあります。また、柳澤さん、関さん、前川
さん、親友である別役さんもいらして、愛着
のあるクラブでもあります。ぜひ、これから
も素晴らしいクラブ活動を続けていただくよ
うお願いして、私の卓話を終わりたいと思い
ます。ありがとうございました。

奉仕しよう  みんなの人生を豊かにするために

◇出席率報告

•東　邦彦ガバナー　よろしくお願いします。
•中平真理子　東ガバナー、畠山ガバナー補
佐、一藤さん、星野さん、本日はありがとう
ございました。皆さまもご協力ありがとうご
ざいます。何とか無事終了できました。
•西内俊介　本日は東ガバナー、畠山ガバナ
ー補佐、随行員の方、本日は当クラブにきて
いただきありがとうございました。これから
もよろしくお願いいたします。
•前川美智子　東ガバナー、ようこそ高知東
ＲＣへお越しいただきありがとうございます。
本日は歓迎と親愛をこめて、親睦福岡委員長
を先頭に全員でロータリーソングを歌わせて
いただきました。柳澤パストガバナーにいた
だいたスカーフをつけて。
•竹村克彦　東ガバナー、ようこそ高知東Ｒ
Ｃへ。お役目ご苦労様です。名札持ち帰りと
併せて。

•早瀬源慶　前週の例会ドタキャンお詫び。
12日に受けた２回目のコロナワクチン接種の
副反応から13日、14日倦怠感と食欲不振で寝
込んでいました。
•福岡満喜子（親睦委員長）　女性会員の皆
さま「歓迎の歌」のご協力ありがとうござい
ました。
•西森やよい　2017－2018年度のロータリー
財団地区補助金事業でご支援いただきました
高知おむつバンク立ち上げ事業のその後の報
告をさせていただきます。その後、聖園ベビ
ーホームさんが寄付された紙おむつ預かりと
困っている家庭への配布を継続してくださっ
ていたところ、今般、イクハク（育児助成金
白書）という全国の子育て家庭に対する制度
や相談窓口を掲載するＷＥＢサイト運営団体
から、2020年度ベスト育児制度賞（各県１
件）の表彰をうけることになったそうです。
皆さまからの温かいお見守りに心より感謝申
し上げます。受賞制度のイクハクページもぜ
ひご覧ください。おむつバンクについては８
月下旬に発表される予定とのことです。
https://www.ikuhaku.com/mains/systemdet
ail/kouchi/kochi_shi/7915/
◇遅刻・早退　２件

　こちらのクラブの柳澤パストガバナーには、
現在地区リーダーをお願いしています。また、
ごく最近、愛媛の佐々木パストガバナーが退
会されましたので、ＩＴ・広報委員会のカウ
ンセラーも重ねてお願いしています。このク
ラブには、学校の先輩の関さんもいらっしゃ
いますし、私ども幡多にＩＭを持ってきてく
れたのは竹村さんです。私は日々疲れたなと
思うと、いつも竹村さんに電話して、どうし
たこうしたと話をします。これは親睦のなせ
る技で、ロータリーで一番大事なのは親睦で
はないかと思っています。
　まず最初に、ＲＩから皆さんにお伝えする
ようにといわれていることをお話します。
　一つは、青少年交換に関係するもので、
2017年にできたRIJYEMという組織がありま
す。これは若い人の保護を目的に、青少年交
換の送り出し、受け入れ双方の学生に対する
保険みたいなもので、RIJYEMの許可がない
と交換事業は始まりません。必ず許可を取ら
なければいけません。北米にもヨーロッパに
もRIJYEMと同じような組織があって、ＲＩ
はその大同団結を図っています。

　また、RIJYEMの中には将来、危機管理委
員会が入ってきます。東北大震災のような自
然災害に関する危機管理もありますが、今後、
ＲＩが中心にしようとしているのがハラスメ
ントの問題です。例会の中でセクハラ、パワ
ハラなどがあり、マスコミ等に発覚した場合
は、認証状の取り消しなど、非常に強い罰則
が設けられています。これは、世界が訴訟社
会に移行していることも影響しているようで
す。意識的だけではなく、無意識のうちにな
されるハラスメントもありますが、ロータリ
アンが関係する全ての行事に関して、ハラス
メントは厳禁だということを頭に入れておい
てください。
　もう一つは、環境保全がロータリーの重点
項目に入ってきました。地球をサポートする、
地球を優しくする行為は全て環境保全に当た
ります。守備範囲が広いため、地区補助金、
グローバル補助金も出やすくなりますので、
ぜひご利用いただきたいと思います。
　次に、親睦についてお話します。
　親睦には３段階あるといわれます。顔見知
りだけ、友情を感じる、そして、竹村さんと
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　私のクラブ訪問はまだ四つ目で、これから
70のクラブを回りますが、こちらの水曜会や
英会話同好会のことは皆さんに話していきた
いと思っています。
　会長のテーマの中に、親睦活動の強化があ
ります。コロナに傷みつけられたクラブの中
で、親睦を取り戻すにはやはり出席率が大事
になります。こちらはずっと出席率100％を
続けておられますが、これはロータリーの基
本中の基本だと思います。出席を中心とした
親睦活動はコロナの後の我々の重要なテーマ
になってきます。今後も、皆さんの協力のも
と、100％出席を続けていただきますようお
願いします。
　私自身、こちらのクラブから学ぶことが多
くあります。また、柳澤さん、関さん、前川
さん、親友である別役さんもいらして、愛着
のあるクラブでもあります。ぜひ、これから
も素晴らしいクラブ活動を続けていただくよ
うお願いして、私の卓話を終わりたいと思い
ます。ありがとうございました。

◇出席率報告

•東　邦彦ガバナー　よろしくお願いします。
•中平真理子　東ガバナー、畠山ガバナー補
佐、一藤さん、星野さん、本日はありがとう
ございました。皆さまもご協力ありがとうご
ざいます。何とか無事終了できました。
•西内俊介　本日は東ガバナー、畠山ガバナ
ー補佐、随行員の方、本日は当クラブにきて
いただきありがとうございました。これから
もよろしくお願いいたします。
•前川美智子　東ガバナー、ようこそ高知東
ＲＣへお越しいただきありがとうございます。
本日は歓迎と親愛をこめて、親睦福岡委員長
を先頭に全員でロータリーソングを歌わせて
いただきました。柳澤パストガバナーにいた
だいたスカーフをつけて。
•竹村克彦　東ガバナー、ようこそ高知東Ｒ
Ｃへ。お役目ご苦労様です。名札持ち帰りと
併せて。

•早瀬源慶　前週の例会ドタキャンお詫び。
12日に受けた２回目のコロナワクチン接種の
副反応から13日、14日倦怠感と食欲不振で寝
込んでいました。
•福岡満喜子（親睦委員長）　女性会員の皆
さま「歓迎の歌」のご協力ありがとうござい
ました。
•西森やよい　2017－2018年度のロータリー
財団地区補助金事業でご支援いただきました
高知おむつバンク立ち上げ事業のその後の報
告をさせていただきます。その後、聖園ベビ
ーホームさんが寄付された紙おむつ預かりと
困っている家庭への配布を継続してくださっ
ていたところ、今般、イクハク（育児助成金
白書）という全国の子育て家庭に対する制度
や相談窓口を掲載するＷＥＢサイト運営団体
から、2020年度ベスト育児制度賞（各県１
件）の表彰をうけることになったそうです。
皆さまからの温かいお見守りに心より感謝申
し上げます。受賞制度のイクハクページもぜ
ひご覧ください。おむつバンクについては８
月下旬に発表される予定とのことです。
https://www.ikuhaku.com/mains/systemdet
ail/kouchi/kochi_shi/7915/
◇遅刻・早退　２件

◇ガバナーアドレス 第2670地区ガバナー  東　　邦彦 氏（中村ＲＣ）

　こちらのクラブの柳澤パストガバナーには、
現在地区リーダーをお願いしています。また、
ごく最近、愛媛の佐々木パストガバナーが退
会されましたので、ＩＴ・広報委員会のカウ
ンセラーも重ねてお願いしています。このク
ラブには、学校の先輩の関さんもいらっしゃ
いますし、私ども幡多にＩＭを持ってきてく
れたのは竹村さんです。私は日々疲れたなと
思うと、いつも竹村さんに電話して、どうし
たこうしたと話をします。これは親睦のなせ
る技で、ロータリーで一番大事なのは親睦で
はないかと思っています。
　まず最初に、ＲＩから皆さんにお伝えする
ようにといわれていることをお話します。
　一つは、青少年交換に関係するもので、
2017年にできたRIJYEMという組織がありま
す。これは若い人の保護を目的に、青少年交
換の送り出し、受け入れ双方の学生に対する
保険みたいなもので、RIJYEMの許可がない
と交換事業は始まりません。必ず許可を取ら
なければいけません。北米にもヨーロッパに
もRIJYEMと同じような組織があって、ＲＩ
はその大同団結を図っています。

　また、RIJYEMの中には将来、危機管理委
員会が入ってきます。東北大震災のような自
然災害に関する危機管理もありますが、今後、
ＲＩが中心にしようとしているのがハラスメ
ントの問題です。例会の中でセクハラ、パワ
ハラなどがあり、マスコミ等に発覚した場合
は、認証状の取り消しなど、非常に強い罰則
が設けられています。これは、世界が訴訟社
会に移行していることも影響しているようで
す。意識的だけではなく、無意識のうちにな
されるハラスメントもありますが、ロータリ
アンが関係する全ての行事に関して、ハラス
メントは厳禁だということを頭に入れておい
てください。
　もう一つは、環境保全がロータリーの重点
項目に入ってきました。地球をサポートする、
地球を優しくする行為は全て環境保全に当た
ります。守備範囲が広いため、地区補助金、
グローバル補助金も出やすくなりますので、
ぜひご利用いただきたいと思います。
　次に、親睦についてお話します。
　親睦には３段階あるといわれます。顔見知
りだけ、友情を感じる、そして、竹村さんと



◇ロータリーソング
  「歓迎の歌」
◇会　長　挨　拶

　皆さんこんにちは。東
ガバナー、畠山ガバナー
補佐、地区副代表幹事、
一藤さん、星野さん、よ
うこそいらっしゃいまし
た。東ＲＣ「美魔女コー

ラス隊」を中心に、歓迎の歌でお迎えいたし
ましたが、いかがでしたでしょうか。
　今年の梅雨は記録的に長く、また四国が最
後に梅雨明けというのも記録的だそうです。
オリンピックも始まり、季節は確かに移ろっ
ていますが、私の任期は始まったばかりです。
気を引き締めていきたいと思います。よろし
くお願いいたします。
　先週、国際大会のお話を少しいたしました
が、本日はその内容についてお話したいと思
います。今年の国際大会ではバーチャルなら
ではというプログラムがありました。その一
つが、シルビア・ウイットラックさんとジェ
ニファー・ジョーンズさんの女性２人が2016
年に対談した録画で、今回初めて公開された
ものです。ジェニファー・ジョーンズさんは、
ＲＩ会長ノミニー、2022－2023年度会長であ
り、シルビアさんは米国最高裁でロータリー
に女性会員を認めることになった当事者です。
　1977年、当時のロワルテＲＣの会長、リチ
ャード・キーさんはじめほとんどの会員は会

員を増やすために、女性を入れることを問題
にしなかったそうです。当時の女性会員は、
校長、心理学者、レポーターなどだったそう
ですが、一人だけ反対していた会員はその後
退会されたそうです。別のクラブからの訴訟
で、ＥＸと書いてロワルテＲＣとクラブの名
前も改名し、全員が大きなＸの襟章を付けて
戦い、11年かかって勝利したそうです。
　シルビアさんはロータリー初の女性会長や
地区ガバナーになりました。そこで、まさに
自分が年齢、民族性、人種等の多様性を持っ
ていることを考えたそうです。シルビアさん
は、女性というだけでなく、見た目もアフリ
カンアメリカンの方です。私はシルビアさん
の入会５年後ぐらいに、昨年まで東クラブに
メイキャップで来られていたオリーバーさん
の所に遊びにいきましたが、そのとき南部の
サウスカロライナとはいえ、大学医学部の卒
業パーティで黒人のカップルは１組だけでし
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にせよ入会させ、初代女性会長にしたロワル
テＲＣの懐の深さは、さすがにロータリーだ
と思います。シルビアさんの「ポール・ハリ
スは女性会員を入れようと思ったことはなか
ったでしょう。彼は女性と仕事をしたことが
なかったから。でも駄目とは言わないと思
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う」という言葉が印象的でした。
　昨年度ロータリーは、シルビア・ウイット
ラック賞を設けました。女性の地位向上に貢
献した個人に与えられるそうです。
◇来訪ロータリアン及びお客様
　国際ロータリー第2670地区ガバナー
　　東　邦彦 氏（中村ＲＣ）
　高知第Ⅰ分区ガバナー補佐
　　畠山　寛 氏（安芸ＲＣ）
　地区副代表幹事
　　一藤勝之 氏（中村ＲＣ）
　　星野　努 氏（中村ＲＣ）

◇東　邦彦ガバナー
　とバナーの交換を
行いました。
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り、シルビアさんは米国最高裁でロータリー
に女性会員を認めることになった当事者です。
　1977年、当時のロワルテＲＣの会長、リチ
ャード・キーさんはじめほとんどの会員は会

員を増やすために、女性を入れることを問題
にしなかったそうです。当時の女性会員は、
校長、心理学者、レポーターなどだったそう
ですが、一人だけ反対していた会員はその後
退会されたそうです。別のクラブからの訴訟
で、ＥＸと書いてロワルテＲＣとクラブの名
前も改名し、全員が大きなＸの襟章を付けて
戦い、11年かかって勝利したそうです。
　シルビアさんはロータリー初の女性会長や
地区ガバナーになりました。そこで、まさに
自分が年齢、民族性、人種等の多様性を持っ
ていることを考えたそうです。シルビアさん
は、女性というだけでなく、見た目もアフリ
カンアメリカンの方です。私はシルビアさん
の入会５年後ぐらいに、昨年まで東クラブに
メイキャップで来られていたオリーバーさん
の所に遊びにいきましたが、そのとき南部の
サウスカロライナとはいえ、大学医学部の卒
業パーティで黒人のカップルは１組だけでし
た。奥様のウィスターさんの親友のお誕生パ
ーティには100人ぐらいが出席していました
が、その中で黒人の方は庭でカクテルをつく
るボーイさん３人だけでした。
　この時代にシルビアさんを、能力があった
にせよ入会させ、初代女性会長にしたロワル
テＲＣの懐の深さは、さすがにロータリーだ
と思います。シルビアさんの「ポール・ハリ
スは女性会員を入れようと思ったことはなか
ったでしょう。彼は女性と仕事をしたことが
なかったから。でも駄目とは言わないと思

う」という言葉が印象的でした。
　昨年度ロータリーは、シルビア・ウイット
ラック賞を設けました。女性の地位向上に貢
献した個人に与えられるそうです。
◇来訪ロータリアン及びお客様
　国際ロータリー第2670地区ガバナー
　　東　邦彦 氏（中村ＲＣ）
　高知第Ⅰ分区ガバナー補佐
　　畠山　寛 氏（安芸ＲＣ）
　地区副代表幹事
　　一藤勝之 氏（中村ＲＣ）
　　星野　努 氏（中村ＲＣ）

◇東　邦彦ガバナー
　とバナーの交換を
行いました。

◇幹　事　報　告
•７月28日と８月４日の例会は、2021－2022
年度の委員会計画発表を行います。

私のような関係。幡多で20年ぶりにＩＭが開
かれるということで、竹村さんは1人で何回
も幡多まで来てくださいました。資料をいた
だいたり、ＩＭ全般のことを教えていただき
ました。ちょうど、私どもが50周年のころで、
以来のお付き合いです。
　ロータリーに入って少し分からない言葉の
一つに「奉仕」があります。ある大学の教授
が300人の学生に「サービス」の訳に関する
試験問題を出したところ、「奉仕」と訳した
のは２割程度で、あとは「社会貢献」と訳し
たそうです。奉仕を社会貢献と理解してもい
いと思いますが、性別・年齢・国籍・価値観
等々、多様性を持つロータリアンが右手に親
睦、左手に奉仕を持って動きます。その動く
方向は地域社会に向かってです。これは、
ポール・ハリスが「ロータリーは地域社会
だ」と言ったことによって証明されていま
す。「ロータリーの友」６月号の漫画の中で
も「ロータリーは地域社会だ」という言葉が
出てきます。
　ロータリーでは「奉仕」の考え、社会貢献
を職業に落とし込みます。そして、世の中に
必要とされる企業として生き残っていくのは、
高潔性です。高潔性がないと企業は長続きし
ません。それとリーダーシップ。これは企業
の中でも必要ですが、例会の中でもリーダー
シップは必要です。例会の使命の一つは、若
い次の世代の人達、活気あるロータリアンを
育てることです。ロータリークラブの持つ教
育機能を活用して、リーダーシップをとる若
い人たちを育てていくことは大切です。
　親睦、奉仕、多様性、高潔性、リーダーシ
ップ、これはロータリーの五つの中核言語で
す。こういったことを頭に入れながら、私の
年度のテーマである増強について考えたいと
思います。
　コロナによって、会員数は減少しています。
特に減少の激しいのはコロナの感染が拡大し
ているブラジルやインドです。そういう意味
で、会員増強は私の年度のメインテーマだと
考え「グロー（成長しよう）ロータリアン」

を提唱しました。増強には二つの意味がある
と思います。増は数を増やすこと。これはと
ても大事なことで、会員数が増えるとクラブ
の基盤がしっかりしてきます。強は、クラブ
の中での研修、クラブの良さを知ることです。
今期、こちらのクラブでは５名の増強をお約
束いただきました。非常にありがたいことで
す。
　世界のクラブでは女性会員は34％ですが、
日本ではまだ７％です。女性会員が増える要
素はたくさんあります。こちらのクラブでは、
親睦を中心とした奉仕活動の中で具体的にな
ったのが水曜会で、会員と奥様方との交流、
しかもそれが長く続いているのは素晴らしい
ことだと思います。また、英会話同好会。英
語は時代の必須教養で、とても有効なことだ
と思います。同好会活動はどこのクラブにも
あり、数を問いません。ゴルフ同好会などが
多いわけですが、深みのある同好会という意
味で、英会話同好会はいいなと思います。
　私のクラブ訪問はまだ四つ目で、これから
70のクラブを回りますが、こちらの水曜会や
英会話同好会のことは皆さんに話していきた
いと思っています。
　会長のテーマの中に、親睦活動の強化があ
ります。コロナに傷みつけられたクラブの中
で、親睦を取り戻すにはやはり出席率が大事
になります。こちらはずっと出席率100％を
続けておられますが、これはロータリーの基
本中の基本だと思います。出席を中心とした
親睦活動はコロナの後の我々の重要なテーマ
になってきます。今後も、皆さんの協力のも
と、100％出席を続けていただきますようお
願いします。
　私自身、こちらのクラブから学ぶことが多
くあります。また、柳澤さん、関さん、前川
さん、親友である別役さんもいらして、愛着
のあるクラブでもあります。ぜひ、これから
も素晴らしいクラブ活動を続けていただくよ
うお願いして、私の卓話を終わりたいと思い
ます。ありがとうございました。
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◇出席率報告

•東　邦彦ガバナー　よろしくお願いします。
•中平真理子　東ガバナー、畠山ガバナー補
佐、一藤さん、星野さん、本日はありがとう
ございました。皆さまもご協力ありがとうご
ざいます。何とか無事終了できました。
•西内俊介　本日は東ガバナー、畠山ガバナ
ー補佐、随行員の方、本日は当クラブにきて
いただきありがとうございました。これから
もよろしくお願いいたします。
•前川美智子　東ガバナー、ようこそ高知東
ＲＣへお越しいただきありがとうございます。
本日は歓迎と親愛をこめて、親睦福岡委員長
を先頭に全員でロータリーソングを歌わせて
いただきました。柳澤パストガバナーにいた
だいたスカーフをつけて。
•竹村克彦　東ガバナー、ようこそ高知東Ｒ
Ｃへ。お役目ご苦労様です。名札持ち帰りと
併せて。

•早瀬源慶　前週の例会ドタキャンお詫び。
12日に受けた２回目のコロナワクチン接種の
副反応から13日、14日倦怠感と食欲不振で寝
込んでいました。
•福岡満喜子（親睦委員長）　女性会員の皆
さま「歓迎の歌」のご協力ありがとうござい
ました。
•西森やよい　2017－2018年度のロータリー
財団地区補助金事業でご支援いただきました
高知おむつバンク立ち上げ事業のその後の報
告をさせていただきます。その後、聖園ベビ
ーホームさんが寄付された紙おむつ預かりと
困っている家庭への配布を継続してくださっ
ていたところ、今般、イクハク（育児助成金
白書）という全国の子育て家庭に対する制度
や相談窓口を掲載するＷＥＢサイト運営団体
から、2020年度ベスト育児制度賞（各県１
件）の表彰をうけることになったそうです。
皆さまからの温かいお見守りに心より感謝申
し上げます。受賞制度のイクハクページもぜ
ひご覧ください。おむつバンクについては８
月下旬に発表される予定とのことです。
https://www.ikuhaku.com/mains/systemdet
ail/kouchi/kochi_shi/7915/
◇遅刻・早退　２件

　こちらのクラブの柳澤パストガバナーには、
現在地区リーダーをお願いしています。また、
ごく最近、愛媛の佐々木パストガバナーが退
会されましたので、ＩＴ・広報委員会のカウ
ンセラーも重ねてお願いしています。このク
ラブには、学校の先輩の関さんもいらっしゃ
いますし、私ども幡多にＩＭを持ってきてく
れたのは竹村さんです。私は日々疲れたなと
思うと、いつも竹村さんに電話して、どうし
たこうしたと話をします。これは親睦のなせ
る技で、ロータリーで一番大事なのは親睦で
はないかと思っています。
　まず最初に、ＲＩから皆さんにお伝えする
ようにといわれていることをお話します。
　一つは、青少年交換に関係するもので、
2017年にできたRIJYEMという組織がありま
す。これは若い人の保護を目的に、青少年交
換の送り出し、受け入れ双方の学生に対する
保険みたいなもので、RIJYEMの許可がない
と交換事業は始まりません。必ず許可を取ら
なければいけません。北米にもヨーロッパに
もRIJYEMと同じような組織があって、ＲＩ
はその大同団結を図っています。

　また、RIJYEMの中には将来、危機管理委
員会が入ってきます。東北大震災のような自
然災害に関する危機管理もありますが、今後、
ＲＩが中心にしようとしているのがハラスメ
ントの問題です。例会の中でセクハラ、パワ
ハラなどがあり、マスコミ等に発覚した場合
は、認証状の取り消しなど、非常に強い罰則
が設けられています。これは、世界が訴訟社
会に移行していることも影響しているようで
す。意識的だけではなく、無意識のうちにな
されるハラスメントもありますが、ロータリ
アンが関係する全ての行事に関して、ハラス
メントは厳禁だということを頭に入れておい
てください。
　もう一つは、環境保全がロータリーの重点
項目に入ってきました。地球をサポートする、
地球を優しくする行為は全て環境保全に当た
ります。守備範囲が広いため、地区補助金、
グローバル補助金も出やすくなりますので、
ぜひご利用いただきたいと思います。
　次に、親睦についてお話します。
　親睦には３段階あるといわれます。顔見知
りだけ、友情を感じる、そして、竹村さんと
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•東　邦彦ガバナー　よろしくお願いします。
•中平真理子　東ガバナー、畠山ガバナー補
佐、一藤さん、星野さん、本日はありがとう
ございました。皆さまもご協力ありがとうご
ざいます。何とか無事終了できました。
•西内俊介　本日は東ガバナー、畠山ガバナ
ー補佐、随行員の方、本日は当クラブにきて
いただきありがとうございました。これから
もよろしくお願いいたします。
•前川美智子　東ガバナー、ようこそ高知東
ＲＣへお越しいただきありがとうございます。
本日は歓迎と親愛をこめて、親睦福岡委員長
を先頭に全員でロータリーソングを歌わせて
いただきました。柳澤パストガバナーにいた
だいたスカーフをつけて。
•竹村克彦　東ガバナー、ようこそ高知東Ｒ
Ｃへ。お役目ご苦労様です。名札持ち帰りと
併せて。

•早瀬源慶　前週の例会ドタキャンお詫び。
12日に受けた２回目のコロナワクチン接種の
副反応から13日、14日倦怠感と食欲不振で寝
込んでいました。
•福岡満喜子（親睦委員長）　女性会員の皆
さま「歓迎の歌」のご協力ありがとうござい
ました。
•西森やよい　2017－2018年度のロータリー
財団地区補助金事業でご支援いただきました
高知おむつバンク立ち上げ事業のその後の報
告をさせていただきます。その後、聖園ベビ
ーホームさんが寄付された紙おむつ預かりと
困っている家庭への配布を継続してくださっ
ていたところ、今般、イクハク（育児助成金
白書）という全国の子育て家庭に対する制度
や相談窓口を掲載するＷＥＢサイト運営団体
から、2020年度ベスト育児制度賞（各県１
件）の表彰をうけることになったそうです。
皆さまからの温かいお見守りに心より感謝申
し上げます。受賞制度のイクハクページもぜ
ひご覧ください。おむつバンクについては８
月下旬に発表される予定とのことです。
https://www.ikuhaku.com/mains/systemdet
ail/kouchi/kochi_shi/7915/
◇遅刻・早退　２件

　こちらのクラブの柳澤パストガバナーには、
現在地区リーダーをお願いしています。また、
ごく最近、愛媛の佐々木パストガバナーが退
会されましたので、ＩＴ・広報委員会のカウ
ンセラーも重ねてお願いしています。このク
ラブには、学校の先輩の関さんもいらっしゃ
いますし、私ども幡多にＩＭを持ってきてく
れたのは竹村さんです。私は日々疲れたなと
思うと、いつも竹村さんに電話して、どうし
たこうしたと話をします。これは親睦のなせ
る技で、ロータリーで一番大事なのは親睦で
はないかと思っています。
　まず最初に、ＲＩから皆さんにお伝えする
ようにといわれていることをお話します。
　一つは、青少年交換に関係するもので、
2017年にできたRIJYEMという組織がありま
す。これは若い人の保護を目的に、青少年交
換の送り出し、受け入れ双方の学生に対する
保険みたいなもので、RIJYEMの許可がない
と交換事業は始まりません。必ず許可を取ら
なければいけません。北米にもヨーロッパに
もRIJYEMと同じような組織があって、ＲＩ
はその大同団結を図っています。

　また、RIJYEMの中には将来、危機管理委
員会が入ってきます。東北大震災のような自
然災害に関する危機管理もありますが、今後、
ＲＩが中心にしようとしているのがハラスメ
ントの問題です。例会の中でセクハラ、パワ
ハラなどがあり、マスコミ等に発覚した場合
は、認証状の取り消しなど、非常に強い罰則
が設けられています。これは、世界が訴訟社
会に移行していることも影響しているようで
す。意識的だけではなく、無意識のうちにな
されるハラスメントもありますが、ロータリ
アンが関係する全ての行事に関して、ハラス
メントは厳禁だということを頭に入れておい
てください。
　もう一つは、環境保全がロータリーの重点
項目に入ってきました。地球をサポートする、
地球を優しくする行為は全て環境保全に当た
ります。守備範囲が広いため、地区補助金、
グローバル補助金も出やすくなりますので、
ぜひご利用いただきたいと思います。
　次に、親睦についてお話します。
　親睦には３段階あるといわれます。顔見知
りだけ、友情を感じる、そして、竹村さんと
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チビニコ 合　計

７月21日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
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）
９月１日㈬　定例理事会
９月14日㈫～16日㈭　18：30（得月樓）
　情報集会
９月15日㈬　12：30（ザ クラウンパレス）
　情報集会
９月15日㈬　ロータリー休日
９月29日㈬　役員会
10月６日㈬　定例理事会
10月９日㈮　創立記念日
10月13日㈬　創立記念夜間例会
　　　　　　　　　（ザ クラウンパレス）
10月23日㈯　地区大会
　　　　　　　　　（高知県民文化ホール）
10月27日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
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

他クラブ変更事項

●美馬ロータリークラブ　例会場変更
　•例　会　場：サンコーカルチャーセンター
　•所　在　地：〒779－3601 徳島県美馬市脇町字拝原８６０番地１
　•例会時間：19時～20時
　•変　更　日：８月３日の第一例会より
※食事はお弁当になりますので、メーキャップにおいでいただく場合は、前日午前中ま
でに森幹事（090－9775－5980）にご連絡をお願いします。
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