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

12月15日㈬ 12：30 ザ クラウンパレス新阪急高知
ゲストスピーチ
「がん専門相談員からみた患者・家族の現状」
がん相談センター 相談員 川澤 成子 氏

第2513回 例会報告／令和３年12月１日

天候

◇ロータリーソング
「君が代」
「四つのテスト」
◇会 長 挨 拶
皆さま、こんにちは。
既にＦＡＸでご存知のこ
とと思いますが、前川会
員のお母様が11月28日に
ご逝去されました。心か
らお悔やみを申し上げま

す。
今月は「疾病予防と治療」月間です。世界
的には未だコロナが経済への脅威となってい
ますが、やっと日本のコロナが沈静化したと
思ったら、また新たなオミクロン騒ぎになっ
ています。とはいえ、高知県では18日連続陽
性者０が続いていますので、何とか通常の例
会が今後ともできることを願っています。
先週は久しぶりに新入会員の歓迎会が行わ
れました。親睦委員会の皆さまには大変お世
話になりました。おかげ様で和気あいあいと、
大変いい会になったのではないかと思います。
パスト会長の方々にも、新会員、特に入会３
年未満の方々にいろいろなアドバイスをいた
だきました。その中に「クラブ計画書をよく
読むこと」というお話がありましたが、それ
とともに、定款・細則をしっかり読み込んで
いただきたいと思います。
特に定款の第３条、クラブの目的の最初に
「ロータリーの目的を達成することを目指す

次週

12月22日㈬ 18：30 ザ クラウンパレス新阪急高知
忘

年

夜

間

例

会

晴

こと」とあり、第５条にロータリーの目的につ
いて書かれています。これからロータリーにつ
いて学ぶ上で、基本となることがたくさん書か
れていますので、ぜひ、しっかりご覧になって
ください。これから、一緒に楽しみながらロー
タリーのことを学べたらと思います。
本日は、年次総会がありますので簡単に終
わりますが、最後までよろしくお願いいたし
ます。
◇社会奉仕委員会より
今週末、例年どおり防犯パトロールを開催
します。金曜日、18時半中央公園北口交番前に
集合。パトロール後には懇親会も用意してい
ますので、参加をよろしくお願いいたします。
◇12月の会員祝日（敬称略）

会員誕生日
岡本 裕史
五百蔵誠一
竹村 克彦
配偶者誕生日
中越 由紀
家庭記念日
寺尾 正生
西森 良文
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松岡
𠮷永
前田

英雄
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西山

加南

柳澤

光秋

前川美智子
佐野 博三
高橋 典子

佐野

博三

入会記念日
髙橋 卓弥
早瀬 源慶
◇幹 事 報 告
12月のロータリーレートは１ドル114円です。

地区大会のＤＶＤの貸出希望者は事務局ま
で。
総会終了後、理事会を行います。

◇五大奉仕中間報告
◎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。
この理念に沿って四つの計画を出していま
す。
１．
「四つのテスト」の推進。毎月第一例会
で唱和。
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。
３．プログラム委員会と協力して、職業奉仕
月間に職場例会を検討し、120人程度の教
室もあることから、中央自動車学校で開催
（１月26日）することとしました。卓話は
「60周年の高知中央自動車学校の地域安全
センターとしての歩みと高齢者講習の変更
に関して」の話をする予定。
◎社会奉仕委員会（発表：西森良文）
コロナの影響で、計画
をしたいくつかの活動が
中止になったり、十分な
活動ができていないのが
現状です。今後は、年末
の防犯パトロールを高知
警察署の協力を得て行います。社会奉仕に関
する卓話は、来年早々に計画しています。少
し規制も緩んできましたので、後半はできる
限り活動を行っていきたいと思っています。

◎青少年奉仕委員会（発表：石川 健）
コロナの関係で、余り
動きがありません。
RYLAセミナーは2022年
５月19日から22日の開催
に向けて動いています。
委員会メンバーの親睦を
高めるため、１月にゴルフを計画しています。
◎国際奉仕委員会（発表：島村信一）
今期も短期交換・長期
交換事業ともに中止とな
り、活動ができていませ
ん。
会長から、新たな事業
の検討要請がありました
が、皆さんが一同に集まることができない状
況のため、新規事業の開催はまだできていま
せん。来年ぐらいにはと考えていますが、オ
ミクロン株の出現で予測ができない状態です。
書き損じハガキ回収の要請は、後日させて
いただきますのでよろしくお願いします。
◎クラブ奉仕委員会（発表：浦田健治）
当委員会は、委員会活
動の相談役です。コロナ
の関係で活動が鈍ってい
ると言われていますが、
残り半年よろしくお願い
します。
実際のロータリーの活動は、皆さんが本業
で仕事をする職業奉仕がメインですので、
りっぱに活動をされていると思います。例会
の開催についても、他クラブから比べてもす
かさず通常例会に持ち込んでおり、クラブ運
営も活発だと思います。プログラム委員会も
相当先まで卓話の計画を立てていただいて感
謝します。あと半年、皆さんのご協力よろし
くお願いします。
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◇年

次

総

会

議長 ただ今から年次総会を開催いたします。
高知東ロータリークラブ細則第３条・役員の
任務、第１節により、議長は会長が務めるこ
とになっていますので、私が務めさせていた
だきます。
細則により、総会は会員総数の３分の１以
上の出席を要するとなっています。本日、会
員総数54名のうち44名の出席で81.4％、定足
数は18名以上となっていますので、本日の総
会は有効に成立します。
本日の議案は２件です。第１号議案は、次
々年度（2023−24年度）の会長選任の件。第
２号議案は次年度の役員・理事承認の件です。
まず第１号議案、次々年度の会長選任の件。
どなたか立候補される会員はいらっしゃいま
すか。
いらっしゃらないようですので、パスト会
長会で𠮷永会員を、2023−24年度の会長に推
挙することになりました。
それでは、ご賛同いただける方は挙手をお
願いします。
（挙手多数）
議長 ありがとうございました。挙手多数と
いうことで、𠮷永会員に決定いたしました。
それでは、𠮷永会員の方からご挨拶をお願
いします。
次々期会長・𠮷永会員挨拶
次々年度の会長のご承認をいただきありが
とうございます。
2006年１月に入会して、はやいもので16年
たちます。入会当時を振り返ると、テレビ番
組の「ポツンと一軒家」とまさに同じで、周
囲を見ても知った方がほとんどいなくて、自
分の世間の狭さを痛感したことでした。不安
もありましたが、クラブの皆さんには暖かく
迎えていただき、現在では、この場所が私に
とって、すごく居心地のいい場所になってい
ます。
人生には三つの坂があると、ある方が言っ
ていました。まず一つは上り坂、二つ目は下
り坂、三つ目はまさか。まさか私のような者
が会長を務めさせていただくとは、本当に身
の引き締まる思いがしています。微力ですが
一生懸命努力をしたいと思っていますので、
皆さんにはご指導、ご協力をいただきますこ

とをお願い申し上げ、挨拶とさせていただき
ます。どうぞよろしくお願いいたします。
議長 𠮷永会員には、今後も何度もご挨拶を
する機会があると思いますので、よろしくお
願いいたします。
続きまして、第２号議案、次年度の役員並
びに理事承認の件です。浦田副会長よろしく
お願いします。
浦田副会長 クラブ細則第４条、第１項に、
12月開催の年次総会において、次年度の役員
並びに理事の選任を行わなければならないと
あります。慎重に検討して、内諾はいただき
ましたので、皆さんにご提案して、承認いた
だければ幸いです。
役員…𠮷永光男、鬼田知明、松野宏司、早瀬
源慶、中平真理子、浦田健治
理事…𠮷永光男、鬼田知明、松野宏司、早瀬
源慶、中越貴宣、猿田隆夫、武吉佳月、髙橋
卓弥、中平真理子、浦田健治
以上の面々で来年度の役員、理事を務めた
いと思います。本日、候補の印刷物をお配り
する予定でしたが、申し訳ありません。忘れ
ていました。
皆さんに、選任のご判断をいただきたいと
思います。議長、よろしくお願いいたします。
議長 それでは、第２号議案、ご賛同の方は
挙手をお願いいたします。
（賛同の挙手）
浦田副会長 どうもありがとうございました。
よろしくお願いします。
議長 続きまして、高知東ＲＣ定款第７条に
より、財務中間報告を監査の早瀬会員にお願
いいたします。
早瀬会員 監査の早瀬です。高知東ＲＣの定
款に基づきまして確認いたしました結果、適
正に運営されておりますので、ここに報告さ
せていただきます。以上です。
議長 ありがとうございました。以上で年次
総会は終了いたします。ご協力ありがとうご
ざいました。
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中平真理子 本日、年次総会よろしくお願
いいたします。
山下龍祐 先日は歓迎会ありがとうござい
ました。
西村美香 猿田先生、先週の例会でコロナ
ワクチンの副反応が重かったという私の他愛
のない会話で、その日開催された医師会の理
事会で３回目の接種の是非について質問して
くださり、私の事務所までご連絡いただきま
して、本当にありがとうございました。感謝
の気持ちをニコニコに。
浦田健治 新会員歓迎会を直前でキャンセ
ルしてしまい申し訳ありませんでした。山下
さん、森本さん、今後ともよろしくお願いし
ます。
土居祐三 久しぶりの例会出席すみません。
下の娘がとある資格試験に合格しました。親
バカですみません。
佐野博三 誕生日、家庭記念日祝いありが
とうございます。結婚してから58年になりま
すが、人生は大きな波、小さな波に翻弄され
る小舟のようなもので、ようやく今にいたり
ましたが、これからも皆さま方にいろいろと
教えを仰ぎ、転覆しないようにしっかりと舵
を取っていきたいと思っておりますので、よ
ろしくお願いいたします。

高橋典子 バースデーのお祝いをしていた
だきましてありがとうございます。皆さんに
お祝いしていただき感謝いたします。
竹村克彦 誕生日祝いの品のお礼。60歳に
なりますが実感が全くありません。
松岡英雄 誕生日祝いありがとうございま
す。
前田 博 誕生日祝いありがとうございま
す。
五百蔵誠一 誕生日プレゼントありがとう
ございます。体力強化がんばります。また、
都市対抗野球の応援ありがとうございました。
残念な結果でありましたが、課題もたくさん
できたようで、来年に向けがんばります。
𠮷永光男 誕生日の品物ありがとうござい
ます。ロックンロールになります。69歳。
中越貴宣 妻の誕生祝いありがとうござい
ました。
西森良文 家庭記念祝いありがとうござい
ます。20年目の節目ですので、高額請求が怖
いです。
柳澤光秋 家庭記念日お礼。来週ロータリ
ー研究会で欠席です。
早瀬源慶 いつの間にか43年経過しました。
あと何年出席できるか？
髙橋卓弥 入会記念ありがとうございます。
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 防犯パトロール
2021年12月３日㈮

於：中央公園

他クラブ変更事項
国際ロータリー第2670地区／愛媛第Ⅱ分区
松山６ロータリークラブ共同事務局 事務局移転
現住所：〒790−0001 松山市一番町４丁目１−５ 一誠ビル７階
⬇
新住所：〒790−0001 松山市一番町３丁目３−６ センターポイントビル６階
電 話：０８９−９３２−４４２６
ＦＡＸ：０８９−９４７−７２６５
業務時間：９時00分〜17時30分（休日：土日祝）
松 山ロータリークラブ（E-mail:m-rc@basil.ocn.ne.jp）
松山東ロータリークラブ（E-mail:me-rc@io.ocn.ne.jp）
松山西ロータリークラブ（E-mail:we-do@crest.ocn.ne.jp）
松山南ロータリークラブ（E-mail:so-no@sweet.ocn.ne.jp）
松山北ロータリークラブ（E-mail:so-no@sweet.ocn.ne.jp）
道 後ロータリークラブ（E-mail:we-do@crest.ocn.ne.jp）
※各クラブのメールアドレス、当事務局の電話番号、FAX番号の変更はありません。
※通常業務開始は、2021年12月13日㈪からの予定となります。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

■高知東ＲＣ当面の日程
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）
2022年
１月５日㈬
１月12日㈬

１月26日㈬

ロータリー休日
時間変更例会
（ザ クラウンパレス）
定例理事会（例会前）
職場例会
役員会

■例会変更のお知らせ
高知中央ＲＣ 12月16日㈭ クリスマス家族夜間例会
高知北ＲＣ
12月20日㈪ クリスマス家族合同夜間例会
高知ＲＣ
12月21日㈫ 忘年夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
12月21日㈫ クリスマス夜間例会
高知南ＲＣ
12月23日㈭ 年内最終夜間例会
高知中央ＲＣ 12月23日㈭ ロータリー休日
高知西ＲＣ
12月24日㈮ 忘年夜間例会
高知北ＲＣ
12月27日㈪ 年末休会
高知ＲＣ
12月28日㈫ ロータリー休日

高知ロイヤルＲＣ
12月28日㈫
高知南ＲＣ
12月30日㈭
高知中央ＲＣ 12月30日㈭
高知西ＲＣ
12月31日㈮
2022年
高知北ＲＣ
１月３日㈪
高知ロイヤルＲＣ
１月４日㈫
高知中央ＲＣ １月６日㈭
高知ロイヤルＲＣ
１月11日㈫
高知南ＲＣ
１月13日㈭
高知中央ＲＣ １月13日㈭
高知ロイヤルＲＣ
１月18日㈫
高知南ＲＣ
１月20日㈭
高知西ＲＣ
１月21日㈮
高知北ＲＣ
１月24日㈪
高知ＲＣ
１月25日㈫
高知南ＲＣ
１月27日㈭
高知西ＲＣ
１月28日㈮
高知北ＲＣ
１月31日㈪

● ニコニコ箱 ●
ニコニコ

チビニコ

年末休会
年末休会
年末休会
ロータリー休日

年始休会
ロータリー休日
新年夜間例会
休会
新年夜間例会
休会
新年夜間例会
職場例会
新年夜間例会
新年家族合同夜間例会
職場例会
ロータリー休日
ロータリー休日
職場例会

● 出席率報告 ●
合

計

総数 出席 欠席

先週まで

511,350円

6,797円

518,147円

12月１日

−4

12月１日

51,250円

400円

51,650円

11月17日

−2

今期の累計

562,600円

7,197円

569,797円

メイク
アップ

HC出席率 出席率

54

44

4

2

79.63％

92％

54

42

0

10

77.78％

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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