奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために
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本日

８月18日㈬ 12：30 ザ クラウンパレス新阪急高知
会員スピーチ
「入会40年」
会員増強退会防止委員会 委員長 関
淑公 会員

第2501回 例会報告／令和３年７月28日

天候

◇ロータリーソング
「それでこそロータリー」
◇会 長 挨 拶
皆さんこんにちは。オ
リンピックが始まり、ニ
ュースが大分明るくなっ
た気がします。
先々週のガバナー補佐
訪問、先週のガバナー訪
問と軌道に乗る前に次々と行事が始まり、し
かも、コロナの影響で毎週のようにスケジュ
ールの変更があったり、大変ご迷惑をおかけ
しております。できるだけ、平常の例会にし
たいとギリギリまで粘ったのですが、結局ず
っと変則になり、今年度の運営方針である親
睦から奉仕への流れがなかなか難しい状況と
なりました。やっと平常に例会ができるよう
になり、ちょっとほっとしています。
先週のガバナー訪問で、東ガバナーがご紹
介してくださる予定でしたが、黄金の点鐘に
お気づきの方もいらっしゃると思います。あ
の鐘は日本ロータリー100周年を記念して、
東京ＲＣが全地区に寄贈したもので、今年１
年間、ガバナーとともに各クラブの例会場を

次週

８月25日㈬ 12：30 ザ クラウンパレス新阪急高知
会員スピーチ
「私の履歴書」
増田 伝郎 会員

晴

回ることになっているそうです。週報に写真
が載る予定ですので、ごゆっくりご覧くださ
い。
今年の５月25日「日本のロータリー100周
年を祝う会」がザ・プリンスパークタワー東
京で半年遅れで行われたそうです。本来は
2020年10月が100周年に当たりますが、内容
につきましては、今月のロータリーの友に載
っていますのでぜひご覧になってください。
本日から２週にわたり委員会発表がありま
す。その前にお願いしたいことがあります。
今期の各委員長さんは、ほぼ全員が初めての
委員会委員長となっています。ぜひ、委員長
一人で頑張らずに、委員全員が委員長のつも
りになって活動をよろしくお願いいたします。
◇会 長 報 告
本日、水曜会に幹事と一緒にご挨拶に行っ
てきました。
◇幹 事 報 告
ガバナー事務所は８月12日㈭から15日㈰、
ガバナーエレクト事務所は８月11日㈬から
15日㈰までお盆休みです。
本日例会終了後、第１回役員会を行います。
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◇委員会活動計画発表・１
◎ＳＡＡ（発表：別役重具）
基本方針
ＳＡＡとは、会場監督
と訳され、軍に於ける軍
曹の意味で、本来は英国
王室議会の守衛官のこと
をいいます。ロータリー
のＳＡＡはロータリーのあらゆる会合で最高
の権限を持つ執行機関の役員だと思います。
活動計画
１．例会に於ける時間と秩序の厳守に努めま
す。
２．例会時の座席の配置や食事配分及び内容
を吟味し、配慮します。
３．ソングリーダーを親睦委員会にお願いし
て、ロータリーソングを中心に、季節、時
候に合った童謡、唱歌を組み込んで歌いた
いと考えています。
４．会員記念日の記念品として喜んでもらえ
る品物を準備します。
５．サロンイーストの活用を推進し、会員間
の親睦を深め、ニコニコ箱にも貢献するよ
うにしたいと考えています。
６．ニコニコ箱、チビニコ箱については、会
員が気持ちよく、自発的に拠出していただ
ける雰囲気づくりに配慮します。
◎職業奉仕委員会（発表：岡 今朝男）
職業奉仕とは、
「ロータ
リアンが自己の職業を通
じて、他者に奉仕しなが
ら、高い高潔性をめざす
こと」と解説されていま
す。
奉仕とは、他人のために役に立つこと、職
業サービスを念頭に相手の立場に立った職業
活動を行い、相手の喜びを自分の喜びとしな
がら、職業人としてのより高い倫理の向上に
努め、それによって、自己の職業の品位と道
徳水準を高め、社会から尊敬される存在とな
ります。
昨年に引き続き、この理念に沿って会員の
理解を深めていくため次の計画を進めてまい
ります。
１．
「四つのテスト」の推進。毎月第一例会で

唱和します。
２．新入会員に「四つのテスト」の綱領と、
ロータリアンの「職業の宣言」を配布しま
す。
３．職業奉仕月間（１月）には、プログラム
委員会と協力して、職場例会を開催します。
４．職業奉仕月間には、プログラム委員会と
協力して、会員もしくは職業奉仕に造詣の
深い講師に卓話を依頼し、職業奉仕につい
て理解を深める機会を提供します。
◎社会奉仕委員会（発表：西森良文）
活動計画
１．奉仕プロジェクト研
究会について
「奉仕プロジェクト
研究会」において、国
際奉仕委員会、職業奉
仕委員会、青少年奉仕委員会、ロータリー
財団委員会等の委員会と協力し、地区内で
持続可能な地区補助金の対象となる奉仕プ
ロジェクトを立案・推進します。
２．社会奉仕月間について
クラブメンバー一人一人が社会奉仕活動
について考え、深める機会となるような例
会を開催したいと思っております。
３．環境保全について
７月の「第28回浦戸湾・七河川一斉清掃」
に参加予定でしたが中止になりました。
４．四国八十八カ所について
例年どおりの支援を行います。
５．地域発展について
青少年委員会と合同で、青少年健全育成
のため市内繁華街のパトロールを行います。
６．水曜会の大丸前新春バザーを支援します。
◎国際奉仕委員会（発表：島村信一）
基本方針
奉仕の第四部門である
国際奉仕は、「書物など
を読むことや通信を通じ
て、さらには、他国の人
々を助けることを目的と
したクラブのあらゆる活動やプロジェクトに
協力することを通じて、他国の人々とその文
化や慣習、功績、願い、問題に対する認識を
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培うことによって、国際理解、親善、平和を
推進するために、会員が行う活動から成るも
のである」と標準ＲＣ定款第６条に記載され
ています。
今期は、この基本方針をクラブ全体で共有
できるよう、国際奉仕に関する事柄において
その諸責務を遂行するうえに役立つ指導と援
助を与えられるような方策を考案し委員会活
動を行っていきます。
事業計画
１．短期交換事業について
コロナウィルスの影響により、当該年度
事業は中止となりました。
２．長期交換事業について
コロナウィルスの影響により、当該年度
事業は中止となりました。
３．書き損じはがきの寄付活動を継続します。
４．会長から、新たな事業を検討してくださ
いとの要請があり、委員会メンバーで検討
中です。
◎青少年奉仕委員会（発表：石川 健）
基本原則
国際ロータリーの第五
奉仕部門である青少年奉
仕は、ロータリーが若い
世代を重視していること
を表している。それは青
少年が将来出現する課題を克服できるよう、
私たちがロータリーとして青少年への奉仕、
青少年の将来に対する奉仕、さらに人類全体
への奉仕を通じて様々なツールを提供しよう
と努力することである。と書かれています。
前年度はライラセミナー、ローターアクト
クラブ、インターアクトクラブの活動も「中
止」
「延期」となっています。
１．RYLAセミナー
2022年５月19日から22日で開催予定。
２．もし、RYLAセミナーが中止になった場
合は、
「自転車を安全に乗ろうプロジェク
ト」でヘルメットの贈呈を考えています。
今期は、財団よりの補助金がありませんの
で、全額東ＲＣ負担となりますが、皆さま
の青少年に対する愛情とご理解をよろしく
お願いします。

◎米山奨学会委員会（発表：土居祐三）
１．寄付について
普通寄付
前年度と同様、会
員１人につき6,000円
／年を負担していた
だきます。
特別寄付
当クラブで現在、五つの米山講を行っ
ていますが、今年度二つが終了しますの
で新たな講を依頼します。
２．卓話について
９月に中国からの留学生、リンさんに卓
話をお願いする予定です。
◎クラブ奉仕委員会（発表：浦田健治）
当委員会は、クラブ奉
仕以外の４大奉仕を除く
委員会活動の取りまとめ
役ですが、今年もコロナ
の影響で具体的な委員会
活動がやりにくい状況に
あることはご承知のとおりです。
先日、ガバナーからも、世界の会員数が
120万から113万余りにまで会員数が激減して
いる。特に、インドやブラジルなどが大幅に
減っているため、会員増強を今期のＲＩの
テーマに掲げざるを得なくなっている。余裕
があるときにロータリーの奉仕活動を行うこ
とはもちろんですが、本来のロータリークラ
ブの理念をみんながもう一度しっかり共有す
ることも、ロータリー活動の大事なことだと
思いますので、そういったこともこれから企
画したり、皆さんにご協力をいただきなが
ら、クラブ奉仕委員会としての活動をしっか
り頑張っていきたいと思います。
◎出席委員会（発表：永野正将）
基本方針
高知東ロータリークラ
ブでは、長きにわたり出
席率100％を継続してお
り、今やクラブの伝統と
なっています。例会やロ
ータリー行事に参加することで、ロータリー
活動への理解と会員同士の親睦をより一層深
めることができ、さらなるホームクラブ出席
率向上へのきっかけとなります。会員の皆さ
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まにはホームクラブへの出席を最優先しなが
ら、引き続き出席率100％の継続を厳守いた
だくようお願いします。
活動計画
１．ホームクラブへの出席を優先していただ
くよう促していきます。
２．ホームクラブ欠席の場合は、他のクラブ
への出席（メイキャップ）をお願いします。
３．地区大会・ＩＭ・国際大会等の活動への
参加も積極的にお願いします。
４．例会への出欠を、予め出欠表に記入して
いただき食事の無駄をなくすように心がけ
ます。
５．年度末には皆勤出席者を表彰させていた
だきます。
◎親睦委員会（発表：福岡満喜子）
今から遡ること116年
前1905年シカゴで発足し
た、ロータリークラブの
目的は仲間をつくり親睦
することでした。親睦を
はかることにより、会員
相互の理解を深め信頼と結束を強くすると思
います。今年度は、中平会長のもと「高知東
ロータリークラブは楽しい、入会してよかっ

た」と思っていただけるよう、ＳＡＡ委員
会、プログラム委員会と協力しながら活動し
てまいります。
１．例会前には会場前で会員や来訪ロータリ
アンをお迎えし、席にご案内して、来訪
ロータリアンを紹介します。
２．例会の始めにはロータリーソングや季節
やタイミングに合った歌のソングリーダー
を務めます
３．年４回の夜間例会を担当
創立記念夜間例会、忘年夜間例会、観梅
会、最終夜間例会
４．野外リクレーションを計画（日帰りバス
ツアー）
５．新入会員の歓迎会、会員の送別会を適時
開催
６．会員が国や地方公共団体等から表彰を受
けたときは、お祝い会を開催
７．水曜会とも連携を取り活動のお手伝い
８．東酔会の後援
なお、本年度の方針で、ゴルフ大会、
マージャン大会などは親睦委員会から独立
した同好会として、それぞれ活動していた
だく予定ですが、親睦委員会としてもお手
伝いをします。
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◇出席率報告
総数 出席 欠席
７月28日

−6

53 39

6

７月14日

−5

53 42

0

メイク
アップ

HC出席率 出席率

2

73.58％ 87.23％

6

79.25％

100％

中平真理子 ２週にわたる委員会報告、委
員長の皆さま、１年間よろしくお願いいたし
ます。
西森良文 社会奉仕委員会の西森です。委

員会発表ありがとうございました。本年１年
よろしくお願いします。
土居祐三 みんな頑張れ、金メダルだ。
五百蔵誠一 入会記念日祝いありがとうご
ざいました。２年目になりました。これから
もよろしくお願いします。
鬼頭愼一 入会記念日祝いありがとうござ
います。
松野宏司 名札持ち帰り
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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■高知東ＲＣ当面の日程
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㈫
高知西ＲＣ
９月３日㈮
高知北ＲＣ
９月６日㈪
高知南ＲＣ
９月９日㈭
高知ロイヤルＲＣ
９月14日㈫
高知中央ＲＣ ９月16日㈭
高知ＲＣ
９月21日㈫

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
9/4 ㈯創立記念式典に振替
月見夜間例会
月見例会
職場例会
夜間例会
夜間例会

● ニコニコ箱 ●
ニコニコ

チビニコ

合

計

先週まで

138,100円

484円

138,584円

７月28日

12,100円

880円

12,980円

今期の累計

150,200円

1,364円

151,564円

●会長／中平真理子 ●幹事／西内俊介 ●雑誌会報委員／佐野博三・水谷直人・西村美香
●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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