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本日

９月22日㈬ 12：30 ザ クラウンパレス新阪急高知
会員スピーチ
「日本版『同一労働同一賃金』
について」
髙橋 卓弥 会員

第2502回 例会報告／令和３年８月４日

天候

◇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。８
月に入りました。オリン
ピックも佳境に入りまし
たが、今月は会員増強及
び拡大月間です。運営方
針で述べましたように、
each one, bring one 各会員が１人の入会を目
指して、東ＲＣに相応しいと思われる方のご
推薦をよろしくお願いいたします。
先々週、国際大会の女性２人の対談のお話
をしましたが、本日は、もう一つバーチャル
ならではのプログラムをご紹介したいと思い
ます。
アメリカイリノイ州エバンストンのロータ
リー世界本部のバーチャルツアーです。
【改
装を経た】ということもあったようですが、
初めて中を見ることができました。
711号室には、1905年に初めて例会を行った
ポール・ハリスの事務所が再現されています。
これは1980年代に、地元のロータリアンがロ
ータリーの歴史を守り、共有するために再現
されたそうです。
また17階には、1917年、米国ジョージア州
アトランタで開催された国際大会において、
アーチＣ．クランフの提案により始まったロ
ータリー財団を記念するアーチ・クランフ・

次週

９月29日㈬ 12：30 ザ クラウンパレス新阪急高知
ゲストスピーチ
「心に寄り添った傾聴について」
一般社団法人）
日本産業カウンセラー協会
山本 隆弘 氏
四国支部高知事務所長

晴

ソサエティギャラリーがあり、ロータリー財
団に25万ドル（約2,700万円）以上を寄付し
た1,100人以上のメンバーの肖像写真が飾ら
れた部屋があります。いつでもメンバーにな
れると思いますので、ぜひどうぞ。希望すれ
ばエバンストンの事務局で30分程度の入会式
典が行われるそうです。かなり古い資料です
が、2009年の私の資料では、肖像写真の中に
は、日本の会員も13名いて、その後、ＲＩ会
長になられた田中作治さんもそのお一人です。
また、辺りを一望できる大変眺めのいい18
階には、理事会室や会長室があります。コロ
ナ禍でなければ見学可能のようなので、機会
があればぜひ一度お訪ねください。
本日は、委員会計画発表・２です。よろし
くお願いします。
◇８月の会員祝日（敬称略）
会員誕生日
永野 正将
西森
大
市川 哲司
岡 今朝男
配偶者誕生日
市川 由紀
島村 利栄
浦田比奈子
森田三恵子
早瀬恵美子
家族記念日
西森やよい
入会記念日
関
淑公
松野 宏司
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◇幹 事 報 告
８月のロータリーレートは１ドル110円です。
本日例会終了後、定例理事会を行います。
来週の例会はお盆休みです。

ホームクラブへの出欠表に記入をお願いし
ます。
東ガバナーより、訪問のお礼が届いていま
す。

◇委員会活動計画発表・２
◎ロータリー財団委員会（発表：山村一正）
事業計画として
１．地区補助金の概要
昨今のコロナ禍にて
海外渡航などの知識
見聞が困難な事を鑑
み、少年少女達に国
際的視野を喚起しつつ往年の博物館のよ
うに高知県の中心的図書館に、より充実
した設備を整えることに寄与し、以って
郷土の文化・向学を促進する。
海外渡航経験が豊富な高知東ＲＣ会員に
よる異国の風習や体験談の卓話
ＲＣの海外での活動紹介
会場となった図書館に地球儀を寄付（子
ども達がいつでも海外を感じられるよう
に）
２．ロータリー財団への寄付
年次寄付に昨年度同様120ドルの寄付を
お願いいたします。
本年度も会費と一緒に、前期・後期 各
60ドルを徴収させていただきます。
ポールハリスフェロー、マルチプルポー
ルハリスフェローなど認証を受ける会員
の増加を目指します。
３．次年度地区補助金について
各委員会と連携し、奉仕プロジェクト研究
会で検討するか、もしくは会員全体の総意
で、次年度委員長に一任して企画を考えても
らい、地区補助金提案の申請を行う。
４．ロータリー財団月間
11月にロータリー財団について理解を深め
る卓話を行います。
◎雑誌・会報委員会（発表：佐野博三）
週報について
１．週報の校正、写真の撮影が事実上の仕
事です。
２．会員相互の理解とロータリーの概念を

理解してもらうため
に、内容については
できるだけわかりや
すく読みやすいよう
にしていきたいと思
います。

雑誌について
１．皆さんにロータリーの概念や理念を的
確に把握していただくためにも「ロータ
リーの友」を読んでもらうように努めま
す。
◎会員増強・退会防止委員会
（発表：関 淑公）
高知東ＲＣは創立53年、
そして現在の会員数は53
名です。
今年は、コロナ禍で難
しいとは思いますが、何
とか７名を増強して会員数を60名にしたいと
頑張っていきます。皆さんのご協力、ご推薦
をよろしくお願いします。
◎会員選考・職業分類委員会
（発表：柳澤光秋）
2019年規定審議会で大
幅な改革があり、2019年
手続要覧では、それまで
のロータリークラブ定款
第11条職業分類が削除さ
れました。それに則って、高知東ＲＣも2020
年７月１日に定款・細則を改訂しました。
これを徹底するために、クラブ計画書に細
かく文章を掲載しています。また、これに関
係する章典の文章も載せています。2020年度
の規定審議会は未来形成委員会の考え方が出
てきますので、また大きな改正があると思い
ますが、今年度は、この内容で活動していき
たいと思いますのでよろしくお願いします。
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◎プログラム委員会（発表：岡本淳一）
卓話は、
１．まずは月間テーマ
を参考に組み立てる。
２．高知の元気な企業
に声掛けをして卓話
をお願いする。
３．新入会員に【私の履歴書】などのテー
マで卓話をしていただく
４．職業奉仕委員会やロータリー財団など
の委員会関連の卓話
５．ロータリー活動などに関する会員卓話
コロナの関係で中止や変更があるかも
しれませんが、実りある卓話を計画し
て、出席率向上に努めてまいりますの
で、皆さんのご協力をお願いします。
◎広報・ＩＴ委員会（発表：松井洋介）
基本方針
当クラブのプロジェク
トや奉仕活動等を、会員
だけでなく一般の方々に
も広く認知していただ
き、ロータリーへの理解
の浸透を図ることによって社会的イメージを
高めていくことを目的とします。
他の委員会と連携、協力しホームページ・
広報誌・その他のメディアによってクラブ内
外への広報を行うことによって、活性化を
図っていきます。
１．広報活動
各委員会行事の開催に関する告知・報告を
クラブホームページ等で発信します。
会員の関係施設や公共施設等のご協力が得
られるところに、週報やロータリー関連雑
誌を配布し、一般の方々にも広く活動内容
を認識してもらえるよう努めます。
報道機関に対して当クラブの活動状況を提
供し、取材依頼を行います。
奉仕プロジェクト研究会の活動掲載を行い

中平真理子 委員会発表お疲れさまでした。
西内俊介 ようやく魔の７月と８月第１週
の例会が終わりました。来週は盆休みで例会

ます。
２．ＩＴ活動
クラブホームページの基本ページを新年度
版にリニューアルします。
例会や水曜会を含むその他の奉仕活動・イ
ベント等の写真を撮影し、クラブホーム
ページやＳＮＳに掲載します。
例会変更情報等を発信します。
◎ロータリー情報委員会（発表：寺尾正生）
ロータリー情報委員会
は例年、会長経験者３名
による構成である特色を
活かしつつ活動して行き
たいと思います。
会員、特
に入会歴の浅い会員の皆
さんが分かっているようで、分かっていない
素朴な疑問「ロータリーって何？」
「活動っ
てどんな？」を重点的に考え、会長の基本方
針に則り、具体的には奉仕の理想の深い理解、
さらなる親睦を各委員会と連携を密に取り合
い、会員相互の普段の会話の中でロータリー
活動を理解してもらえるように情報発信をし
ていきたいと思います。
◎会計（発表：五百蔵誠一）
適切な資金管理を通じ
て健全な財務状況である
クラブ運営となるよう努
めます。
会費の徴収
委員会事業等の執行に
ともなう支払の管理
ＲＩ、地区等補助金の管理と賦課金、分担
金の支払い
財務状況の把握と役員会、理事会、クラブ
への定期的な報告
クラブ予算の作成とモニタリング
年次財務報告書の作成
次年度への健全な財務状況での引き継ぎ

はお休みです。皆さま、お体に気をつけて再
来週お会いしましょう。私もゆっくりできて
嬉しいです。
前川美智子 柳澤パスト会長、本日は本ク
ラブ定款に関するお話ありがとうございます。
当時は、特に岡本幹事に尽力いただき、西森
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やよい副幹事に大変お世話になりました。改
めて感謝します。
岡 今朝男 誕生日のお祝いを頂きありが
とうございます。誕生日の日は２回目のワク
チン接種の日になってます。若者のように熱
が出るかな？
西森 大 誕生日のお祝いを頂きありがと
うございます。
松﨑郷輔 ７月に家内の誕生日のお祝いを
頂きありがとうございます。
浦田健治 妻の誕生日祝いありがとうござ
いました。

早瀬源慶 家内誕生祝いお礼。こんな暑い
ときの誕生なんて！
島村信一 妻の誕生日祝いありがとうござ
いました。
市川哲司 本日は妻と私の誕生日を祝って
いただきありがとうございます。
松野宏司 入会記念日祝い頂きました。あ
りがとうございました。
関 淑公 1980年８月６日に入会、本年40
年を迎えました。８月18日の例会に会員増強
委員長として、
「入会40年」というタイトル
でお話することにしております。

■高知東ＲＣ当面の日程
９月29日㈬ 役員会
10月６日㈬ 定例理事会
10月９日㈮ 高知東ＲＣ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
11月３日㈬ 休会（国民の祝日）
11月10日㈬ 定例理事会
11月17日㈬ 第４回クラブ協議会
（例会終了後）
11月24日㈬ 役員会

■例会変更のお知らせ
高知北ＲＣ
10月４日㈪
高知中央ＲＣ 10月14日㈭
高知南ＲＣ
10月21日㈭
高知西ＲＣ
10月22日㈮
高知ロイヤルＲＣ
10月26日㈫
高知中央ＲＣ 10月28日㈭
高知北ＲＣ
11月１日㈪
高知中央ＲＣ 11月４日㈭
高知ロイヤルＲＣ
11月16日㈫
高知中央ＲＣ 11月18日㈭
高知北ＲＣ
11月22日㈪
高知南ＲＣ
11月25日㈭
高知西ＲＣ
11月26日㈮

● ニコニコ箱 ●
ニコニコ

チビニコ

ロータリー休日
オンライン例会
ロータリー休日
ロータリー休日
ロータリー休日
職場例会
ロータリー休日
休会
11/26 ㈮ 4RC合同夜間例会に振替
ロータリー休日
ロータリー休日
ロータリー休日
4RC合同夜間例会

● 出席率報告 ●
合

計

総数 出席 欠席

先週まで

150,200円

1,364円

151,564円

８月４日

−1

８月４日

37,000円

65円

37,065円

７月21日

−4

今期の累計

187,200円

1,429円

188,629円

メイク
アップ

HC出席率 出席率

53

45

5

2

84.91％ 90.38％

53

38

0

11

71.70％

100％

●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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