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次週　11月３日㈬ 

　　　 　休　　　会（ 国 民 の 祝 日 ）

第2507回　例会報告／令和３年10月13日　天候　曇　創立記念夜間例会
◇ロータリーソング
  「翼をください」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんばんは。
久しぶりの夜間例会、し
かも創立記念夜間例会と
いうことで、今日は皆さ
まに十分に楽しんでいた
だきたいので、堅い話は

やめにして、国際大会のことを少しお話した
いと思います。
　私が入会した当初に大阪で国際大会があり
ました。当時、国際大会はパストガバナー、
パスト会長、会長などが行くようなものだと、
全く興味がなかったので、今にして思えばち
ょっと残念なことをしたと思います。私が最
初に国際大会に参加したのは、2009年の記念
すべき第100回英国バーミンガム大会で、当
時、田中作治さん（後のＲＩ会長）が財団管
理委員兼国際大会委員会委員長でした。
 どうして国際大会に行く気になったのかは
覚えていませんが、登録も、バーミンガムで
のホテルも、初めて自分でネットで取りまし
た。日本でもネットでホテルの予約などした
ことがなかったので、本当に予約できている
かドキドキしながらバーミンガムに入りまし
た。
　今まで、国際大会には７回行っていますが、
やはり最初のバーミンガムが一番印象に残っ
ています。５日間ずっと大会漬けでしたが、

100回大会ということもあっていろんなイベ
ントなども準備されていました。全てのプロ
グラムにイギリス人のホスピタリティを感じ
ましたし、日本のパストガバナーもものすご
く働いていて、ボランティアのロータリアン
もたくさんいました。
　ロンドンから新幹線のような列車でバーミ
ンガムに入りましたが、会場はバーミンガム
で乗り換えて２駅ぐらい戻った所で、駅には
ロータリアンがいっぱいいて教えてくれます。
駅から会場までは通路があります。トランク
を持ったまま登録に行こうとしましたが、も
のすごく広くて人がたくさんで、トランクを
預けようと近くの人に声を掛けました。イン
ド系の人で、一緒にボランティアをしないか
と誘われましたが、私は、今回初めてなので
大会に出ますとお断りしました。
　翌2010年、カナダのモントリオールの国際
大会に、松﨑ご夫妻、久松さん、森田さんの
５人で行きました。赤毛のアンの舞台である
プリンスエドワード島に行くことになり、久
松さんが赤毛のアンを読んだことがないとい
うので、本をお貸ししました。それを返して
くださるとき久松さんが「僕は３回泣いた」
とおっしゃって、その泣いている姿を想像し
て少し笑えました。到着まもなく森田さんが
失踪、大会で松﨑さんが携帯を紛失等、次々
事件があったのを覚えています。
　2012年、タイのバンコクでの国際大会には
松野夫妻、別役夫妻、寺村夫妻とご一緒しま

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

ん、早瀬さんご夫婦、私ども夫婦等々で行き
ました。この職業訓練校は、数十万の金額を
助成して、足踏みミシンを揃えて縫製などを
中心にするようになっていましたが、行って
みると、同じ場所にはあったのですが、悲し
いことに、どうも実働はしていなかったよう
です。
　このとき、行きの飛行機で松﨑さんが大竹

しのぶさんと一緒だったのですが、松﨑さん
は大竹しのぶさんと知らずに、それでも親し
くお話をされていたそうです。ところが、た
またまシギリアロックに登ったとき再会して、
大竹しのぶさんということを知って、後々も
交流が続いたと聞きました。
　このように、３回にわたってスリランカを
訪問したときの一端をお話しました。

奉仕しよう  みんなの人生を豊かにするために

した。毎日のようにお酒を飲んでいました。
　2013年、ポルトガルのリスボンの大会には
九州の友達と行きました。大会後には、スペ
インの南の方からバルセロナまでのバス旅行
が付いていて、本当に素敵でした。
　2014年、オーストラリアのシドニー。松﨑
夫妻、寺村夫妻とご一緒しました。ワイナリ
ーツアーに参加。ワインの飲めない松﨑範子
さんもずっと付き合ってくれました。
　2017年、アメリカのアトランタ。沖夫妻と
一緒に参加。マイアミで泊まってフロリダに
行って、キーウエストまでドライブしたり、
ディズニーランドにも行きました。
　ロータリアン同士で旅行するのはすごく楽
しいですし、大会が開催される都市ではどこ
に行ってもロータリーの旗で埋め尽くされて

いて、町全体がロータリーを迎えてくれてい
るという感じで、ロータリアンで良かったと
思いました。
　去年のハワイは登録が一番多かったのです
が、行けなくなって本当に残念でした。今年
はオンラインで参加しましたが、来年は行き
たいと思っています。皆さんもぜひ一緒にど
うぞ。
◇来訪ロータリアン及びお客さま
•ご家族、水曜会
　石川　博子　　浦田比奈子　　猿田　静子
　寺村みゆき　　西内　恵子　　別役　佳代
　松﨑　範子
•ピアノ伴奏　　　小笠原貴美子
•フルート奏者　　森本多麻美

　かつて、うちのクラブがスリランカに職業
訓練校開設の補助をするために、早瀬さんが
団長でスリランカに３回行ったことがありま
す。
　スリランカのコロンボ中央ＲＣのシルバさ
んという方から早瀬さんを通じて、ボケイシ
ョナルトレーニングセンター（職業訓練校）
を開設するから補助をしてほしいという依頼
がありました。そこで、大阪の吹田西ＲＣと
コロンボ中央ＲＣ、そしてうちのクラブの３
ＲＣが合同で援助することとなりました。
　第１回は準備段階として、1998年ごろ（私
はこのときは行っていませんが）福岡さんの
ご主人や内田さんが行ったと思います。
　そして、今から18年前、2003年２月に開校。
開校式には、中平さん、早瀬さんなどと一緒
に私も参加しました。子どもたちのお遊戯が

あったり、暑さのため、作ってくださった花
のレイで、白いシャツが真っ赤に染まったこ
とを覚えています。また、ヒンドゥー教のお
坊さんなど５、６人の僧が次々と出てきて長
い時間、話をします。最後には州の知事まで
出てきて、日陰に入ってぐったりしていまし
た。
　シギリアロックという山にも登りました。
登るのには大層苦労しました。一人ひとりに
お腰を押すアルバイトが付いて、しつこく小
遣いを要求されました。頂上にはお城があっ
たのでしょうか、池が残っていました。また、
スリランカは紅茶が有名ですので、紅茶を作
っている山などにも登りました。
　10年後（2013年）、このボケイショナルト
レーニングセンターがどういう状況になって
いるか視察に行こうという話があり、松﨑さ

•中平真理子　親睦委員会の皆さま、準備あ
りがとうございました。

•松﨑郷輔　西内さん、息子さん夫婦の歯科
医院開業に向けてのお祝いとして。
•別役重具　本日は拙い卓話をさせていただ
きます。
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たいと思っています。皆さんもぜひ一緒にど
うぞ。
◇来訪ロータリアン及びお客さま
•ご家族、水曜会
　石川　博子　　浦田比奈子　　猿田　静子
　寺村みゆき　　西内　恵子　　別役　佳代
　松﨑　範子
•ピアノ伴奏　　　小笠原貴美子
•フルート奏者　　森本多麻美

　かつて、うちのクラブがスリランカに職業
訓練校開設の補助をするために、早瀬さんが
団長でスリランカに３回行ったことがありま
す。
　スリランカのコロンボ中央ＲＣのシルバさ
んという方から早瀬さんを通じて、ボケイシ
ョナルトレーニングセンター（職業訓練校）
を開設するから補助をしてほしいという依頼
がありました。そこで、大阪の吹田西ＲＣと
コロンボ中央ＲＣ、そしてうちのクラブの３
ＲＣが合同で援助することとなりました。
　第１回は準備段階として、1998年ごろ（私
はこのときは行っていませんが）福岡さんの
ご主人や内田さんが行ったと思います。
　そして、今から18年前、2003年２月に開校。
開校式には、中平さん、早瀬さんなどと一緒
に私も参加しました。子どもたちのお遊戯が

あったり、暑さのため、作ってくださった花
のレイで、白いシャツが真っ赤に染まったこ
とを覚えています。また、ヒンドゥー教のお
坊さんなど５、６人の僧が次々と出てきて長
い時間、話をします。最後には州の知事まで
出てきて、日陰に入ってぐったりしていまし
た。
　シギリアロックという山にも登りました。
登るのには大層苦労しました。一人ひとりに
お腰を押すアルバイトが付いて、しつこく小
遣いを要求されました。頂上にはお城があっ
たのでしょうか、池が残っていました。また、
スリランカは紅茶が有名ですので、紅茶を作
っている山などにも登りました。
　10年後（2013年）、このボケイショナルト
レーニングセンターがどういう状況になって
いるか視察に行こうという話があり、松﨑さ

•中平真理子　親睦委員会の皆さま、準備あ
りがとうございました。

•松﨑郷輔　西内さん、息子さん夫婦の歯科
医院開業に向けてのお祝いとして。
•別役重具　本日は拙い卓話をさせていただ
きます。

●2003年2月撮影

●2013年11月撮影



◇ロータリーソング
  「翼をください」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんばんは。
久しぶりの夜間例会、し
かも創立記念夜間例会と
いうことで、今日は皆さ
まに十分に楽しんでいた
だきたいので、堅い話は

やめにして、国際大会のことを少しお話した
いと思います。
　私が入会した当初に大阪で国際大会があり
ました。当時、国際大会はパストガバナー、
パスト会長、会長などが行くようなものだと、
全く興味がなかったので、今にして思えばち
ょっと残念なことをしたと思います。私が最
初に国際大会に参加したのは、2009年の記念
すべき第100回英国バーミンガム大会で、当
時、田中作治さん（後のＲＩ会長）が財団管
理委員兼国際大会委員会委員長でした。
 どうして国際大会に行く気になったのかは
覚えていませんが、登録も、バーミンガムで
のホテルも、初めて自分でネットで取りまし
た。日本でもネットでホテルの予約などした
ことがなかったので、本当に予約できている
かドキドキしながらバーミンガムに入りまし
た。
　今まで、国際大会には７回行っていますが、
やはり最初のバーミンガムが一番印象に残っ
ています。５日間ずっと大会漬けでしたが、

100回大会ということもあっていろんなイベ
ントなども準備されていました。全てのプロ
グラムにイギリス人のホスピタリティを感じ
ましたし、日本のパストガバナーもものすご
く働いていて、ボランティアのロータリアン
もたくさんいました。
　ロンドンから新幹線のような列車でバーミ
ンガムに入りましたが、会場はバーミンガム
で乗り換えて２駅ぐらい戻った所で、駅には
ロータリアンがいっぱいいて教えてくれます。
駅から会場までは通路があります。トランク
を持ったまま登録に行こうとしましたが、も
のすごく広くて人がたくさんで、トランクを
預けようと近くの人に声を掛けました。イン
ド系の人で、一緒にボランティアをしないか
と誘われましたが、私は、今回初めてなので
大会に出ますとお断りしました。
　翌2010年、カナダのモントリオールの国際
大会に、松﨑ご夫妻、久松さん、森田さんの
５人で行きました。赤毛のアンの舞台である
プリンスエドワード島に行くことになり、久
松さんが赤毛のアンを読んだことがないとい
うので、本をお貸ししました。それを返して
くださるとき久松さんが「僕は３回泣いた」
とおっしゃって、その泣いている姿を想像し
て少し笑えました。到着まもなく森田さんが
失踪、大会で松﨑さんが携帯を紛失等、次々
事件があったのを覚えています。
　2012年、タイのバンコクでの国際大会には
松野夫妻、別役夫妻、寺村夫妻とご一緒しま

●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
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ん、早瀬さんご夫婦、私ども夫婦等々で行き
ました。この職業訓練校は、数十万の金額を
助成して、足踏みミシンを揃えて縫製などを
中心にするようになっていましたが、行って
みると、同じ場所にはあったのですが、悲し
いことに、どうも実働はしていなかったよう
です。
　このとき、行きの飛行機で松﨑さんが大竹

しのぶさんと一緒だったのですが、松﨑さん
は大竹しのぶさんと知らずに、それでも親し
くお話をされていたそうです。ところが、た
またまシギリアロックに登ったとき再会して、
大竹しのぶさんということを知って、後々も
交流が続いたと聞きました。
　このように、３回にわたってスリランカを
訪問したときの一端をお話しました。
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今期の累計

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

■高知東ＲＣ当面の日程
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
12月１日㈬　五大奉仕中間発表・年次総会
　　　　　　定例理事会
12月15日㈬　役員会
12月22日㈬　忘年夜間例会
　　　　　　　　　（ザ クラウンパレス）
12月29日㈬　休会（年末年始の休み）

■例会変更のお知らせ
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
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が付いていて、本当に素敵でした。
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さんもずっと付き合ってくれました。
　2017年、アメリカのアトランタ。沖夫妻と
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