
　私は1980年８月６日、現会員の福岡さんの
ご主人でチャーターメンバーであった福岡啓
助さんの推薦で入会して40年を迎えました。
1980年は東クラブ創立13年に当たります。
　入会時の会長さんは、土佐田村病院長の田
村さん、幹事は山本禎一さん。田村さんは、
東クラブで最初のガバナーを務めた方です。
この年度に一緒に入ったメンバーは、三菱ト
ラックの斎藤さん、水産関係の宇田さん、公
認会計士の金本さん、自動車タイヤ販売の大
久保さん、東洋電化の入交さん、山一證券の
萩野さん、私の７名でした。そのときには、
現会員の別役さん、松岡さん、沖さんの義父
・久さん、柳澤さんの岳父・野崎さんが活躍
しておられました。当時の会員は私ども新入
会員を含め61名でした。
　その後、東クラブは会員数が徐々に増えて、
第28年、29年度は最高の71名となりました。
しかし、この後は退会者が増えはじめ、第32
年度は10名が退会しました。このような状態
が続き、２年前の52年度は48名になりました
が、前年度は委員会の皆さんの努力で53名に
増えました。ＲＣでは、退会防止も会員増強
委員会の大きな役割の一つになっています。
　女性会員の最初は第34年度、福岡さん、前
川さん、少し遅れて今の会長である中平さん
も入会されました。その後も、増えて現在は
６名となっています。そして、今年53年度は
会員数も53名でスタートしました。
　東京オリンピックもやっと終わりましたが、
今回日本選手の大活躍で、金メダル27個、銀
・銅も含めて58個というたくさんのメダルを
取りました。中でも女性が金・銀４個も獲得
するという華々しい活躍をしました。ＲＣは、
今どこも女性会員を増やしていますが、高知
東クラブも積極的に会員増強に努めなければ
ならないと思います。

　以前、東クラブはどのぐらいの会員数が適
当であるか話し合ったことがあり、60名ぐら
いが適当ではないかという意見が多かったよ
うです。今90名、80名という大きなクラブが
あります。それがよいかどうかは言えません
が、私も60名ぐらいが良いのではないかと思
います。そのぐらいの人数であれば、和気あ
いあいと親睦を深めることができるのではな
いでしょうか。また、クラブ計画書に現在の
会員の年齢が出ています。70歳以上が20％、
70歳以下が80％、平均が61歳。80歳代は６名
おられます。チャンーターメンバーの西山さ
んはじめ、入会40年を超す松﨑さん、早瀬さ
んら先輩の方々が頑張っておられます。来年、
お二人が80歳代に仲間入りされると聞いてい
ます。私も既に齢80歳を過ぎましたが、幸い
にも健康に恵まれ、ゴルフも続けています。
　私が入会したころの出席率は99.73％でし
た。このころは、南クラブが100％を維持し
ており、東クラブも南クラブに負けないよう
100％を達成しようと頑張りました。今では
東クラブの方が100％をずっと維持していま
す。これはメンバー全員の努力と協力の賜物
です。
　当クラブの活動について、柳澤さんがガバ
ナーのとき、高知東クラブは２回目の地区大
会を担当しました。会員全員の努力と協力で
大成功を収めたと聞いています。私はゴルフ
を担当し、皆さまのご協力で四国各地から参
加した200名余りのメンバーたちと楽しくプ
レーできました。
　私自身、40年間、クラブのいろいろの委員
会を担当しました。何度も担当したものもあ
ります。入交さんが会長のときにプログラム
委員を高知放送の笹岡さんと一緒に務めまし
た。福岡会長のときには、青少年委員長を担
当しました。鬼頭さんのお世話によるホタル
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◇ロータリーソング
  「夏の思い出」
◇会　長　挨　拶

　皆さんこんにちは。昨
夜の豪雨で目覚めた方も
いらっしゃるかと思いま
すが、私も夜中の２時過
ぎに目が覚めて、しばら
く寝られず今日は睡眠不

足気味です。
　先日の静岡県熱海市の土石流災害に続き、
今回の長期にわたる豪雨での痛ましい犠牲者
と多くの被災された方々に心からお悔やみと
お見舞いを申し上げます。後ほど、幹事報告
にもありますが、ニコニコを本会計に入れな
くなったことで、かなり大きな災害がない限
り、お見舞いはその都度、寄付を集めなくて
もできると思いますので、引き続き、ニコニ
コのご協力をよろしくお願いいたします。
　さて、ここからはおめでたいお知らせです。
６月に今西　博会員が高知卸商センター協同
組合の理事長に就任されました。そして、昨
日の高知新聞に顔写真入りで掲載されており
ます。おめでとうございます。今後とも、ま
すますご活躍ください。
　賛否両論のオリンピックも終わり、何か少
し淋しい感じもしますが、石川会員は高校野
球が始まり、さぞかし楽しい日々を送ってい
ることと思います。パラリンピック終了まで
に、少しでもコロナが減少してほしいもので

す。ホテルにも大変ご迷惑をおかけしますが、
今後ともしばらく不規則な会の運営となりま
すことを、予めお詫びいたします。
◇幹　事　報　告
•次週の夜間例会は、県のコロナ対応ステー
ジが特別警戒となっていることにより、昼
間のお弁当持ち帰り例会に変更します。そ
れに伴い、卓話を当初９月の予定だった増
田さんにお願いすることになりました。
•レターボックスに東ＲＣの同好会について
まとめたものをお配りしています。ご一読
いただき、ご意見のある方は、幹事までお
願いします。
•熱海の土石流災害に対して、ニコニコから
５万円のお見舞金を出すことを理事会にて
決定しました。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

の幼虫放流事業では、馬路温泉を訪れ、近く
のきれいな小川に入ってホタルの餌であるカ
ワニナを流したことがあります。近くの幼稚
園の子どもたちも来て、一緒に楽しんだこと
が思い出に残っています。
　そして、今年は会員増強委員会を担当しま

す。今回で２回目ですが、微力ながら精一杯
頑張りたいと思います。先ほど述べましたよ
うに、会員を増やして60名ほどの東クラブに
したいと考えています。どうか皆さま、積極
的にご推薦、ご協力を心よりお願い申し上げ
ます。

奉仕しよう  みんなの人生を豊かにするために

　
•中平真理子　関会員、増強・退会防止委員
長、卓話ありがとうございました。１年間よ
ろしくお願いいたします。

•今西　博　卸団地の理事長になり、昨日の
高知新聞に載りました。皆さまから励ましの
お言葉をいただきありがとうございました。
•永野正将　誕生日記念ありがとうございま
す。47歳になりました。
•鬼田知明　名札持ち帰りのお詫び。

一般社団法人）日本産業カウンセラー協会
四国支部高知事務所長
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り、お見舞いはその都度、寄付を集めなくて
もできると思いますので、引き続き、ニコニ
コのご協力をよろしくお願いいたします。
　さて、ここからはおめでたいお知らせです。
６月に今西　博会員が高知卸商センター協同
組合の理事長に就任されました。そして、昨
日の高知新聞に顔写真入りで掲載されており
ます。おめでとうございます。今後とも、ま
すますご活躍ください。
　賛否両論のオリンピックも終わり、何か少
し淋しい感じもしますが、石川会員は高校野
球が始まり、さぞかし楽しい日々を送ってい
ることと思います。パラリンピック終了まで
に、少しでもコロナが減少してほしいもので

す。ホテルにも大変ご迷惑をおかけしますが、
今後ともしばらく不規則な会の運営となりま
すことを、予めお詫びいたします。
◇幹　事　報　告
•次週の夜間例会は、県のコロナ対応ステー
ジが特別警戒となっていることにより、昼
間のお弁当持ち帰り例会に変更します。そ
れに伴い、卓話を当初９月の予定だった増
田さんにお願いすることになりました。
•レターボックスに東ＲＣの同好会について
まとめたものをお配りしています。ご一読
いただき、ご意見のある方は、幹事までお
願いします。
•熱海の土石流災害に対して、ニコニコから
５万円のお見舞金を出すことを理事会にて
決定しました。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

の幼虫放流事業では、馬路温泉を訪れ、近く
のきれいな小川に入ってホタルの餌であるカ
ワニナを流したことがあります。近くの幼稚
園の子どもたちも来て、一緒に楽しんだこと
が思い出に残っています。
　そして、今年は会員増強委員会を担当しま

す。今回で２回目ですが、微力ながら精一杯
頑張りたいと思います。先ほど述べましたよ
うに、会員を増やして60名ほどの東クラブに
したいと考えています。どうか皆さま、積極
的にご推薦、ご協力を心よりお願い申し上げ
ます。

　
•中平真理子　関会員、増強・退会防止委員
長、卓話ありがとうございました。１年間よ
ろしくお願いいたします。

•今西　博　卸団地の理事長になり、昨日の
高知新聞に載りました。皆さまから励ましの
お言葉をいただきありがとうございました。
•永野正将　誕生日記念ありがとうございま
す。47歳になりました。
•鬼田知明　名札持ち帰りのお詫び。



●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

● ニコニコ箱 ● ● 出席率報告 ●

先週まで
ニコニコ
187,200円
10,000円
197,200円

1,429円
734円
2,163円

188,629円
10,734円
199,363円

チビニコ 合　計

８月18日
今期の累計

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

■高知東ＲＣ当面の日程
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㈪　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　10月14日㈭　夜間例会
高知中央ＲＣ　10月14日㈭　オンライン例会
高知南ＲＣ　　10月21日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　10月22日㈮　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　10月26日㈫　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　10月28日㈭　職場例会
高知北ＲＣ　　11月１日㈪　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　11月４日㈭　休会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　11月16日㈫　11/26 ㈮ 4RC合同夜間例会に振替
高知中央ＲＣ　11月18日㈭　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　11月22日㈪　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　11月25日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　11月26日㈮　4RC合同夜間例会

８月18日
８月４日

総数
－4 53
－1 53

出席
37
44

欠席
7
0

メイク
アップ HC出席率

69.81％
83.02％

出席率
85.71％
100％

5
8

７月28日 －5 53 39 0 73.58％ 100％9

他クラブ変更事項

●安芸ロータリークラブ　事務局変更
　•住　所：〒784－0004 高知県安芸市本町３丁目11－５　安芸商工会館１階
　•電　話：０８８７－３７－９９８２
　•ＦＡＸ：０８８７－３７－９９８３
　•E-mail：akirc@mocha.ocn.ne.jp（変更なし）
　•変更日：９月７日
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