
•中平真理子　関先生、興味深い卓話ありが
とうございました。防犯パトロールお疲れ様
でした。
•西内俊介　関先生、本日のゲストスピーチ
ありがとうございました。
•前川美智子　母の通夜、及び告別式には、
多くの皆さまにお見送りいただきありがとう
ございました。おかげ様で最後の最後に親孝
行ができました。感謝いたします。米山留学
生のフェンちゃんが香美市で住むところと仕
事を探しているとのことで、今回寺村さんに
ご尽力をいただき、アパートや仕事までロー
タリー精神で、現在もフォローしてくださっ
ていますので、皆さまへご報告します。12月
５日のお誕生日プレゼントありがとうござい
ました。
•寺尾正生　家庭記念日の品ありがとうござ
いました。
•永野正将　本日、長女が松山大学に合格し
ました。嬉しい反面、当たり前にいると思っ
てた家族がいなくなると思うと寂しいです
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第2514回　例会報告／令和３年12月８日　天候　晴
◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんにちは。
先週は、防犯パトロール
が社会奉仕委員会の皆さ
まのお陰で無事開催でき
ました。また、昨年はコ
ロナ禍でできなかった懇

親会も楽しく行うことができました。防犯パ
トロールにはたくさんの方にご参加いただき、
あっという間にグッズの配布が終わってしま
い、ちょっと遅く来た方は手遅れとなりまし
た。本当に皆さまお疲れ様でした。
　先週もお伝えしましたが、12月は「疾病予
防と治療月間」です。本日の卓話は、まさに
それに沿ったものです。ＲＩ会長のメッセー
ジでは、具体的に世界のロータリアンが何を
しているかというと、多くはグローバル補助
金を活用したファミリーヘルスデーを開催し、
医療従事者や政府職員が無料で診療を提供し
ています。ヘルスキャンプ無料巡回診療で
は、無料で手術を提供してきました。また、
アメリカとメキシコのクラブはメキシコの小
さな町、ゲレロで無料診療クリニックを設立
・運営する資金を提供しているそうです。
　グローバル補助金は重点分野の７項目、教
育の支援、地域経済の発展、疾病との戦い、
母子の健康、平和の推進、水と衛生のどれか
に関連すれば対象となります。東ＲＣとして

も何かグローバル補助金を活用する事業も考
えていけたらと思います。
　本日は、関　博之先生の卓話を楽しみにし
ています。よろしくお願いいたします。
◇ガバナー事務所より出席最優秀クラブ表彰
状が届いています。
◇ロータリー財団より
　山村一正会員
　（ポールハリス
　　フェロー表彰と
　　バッジ）

◇国際奉仕委員会より
　毎年恒例の書き損じハガキの回収を行いま
す。締切は２月２日ですので、ご協力をよろ
しくお願いいたします。
◇前川美智子会員挨拶
　先日の母のお通夜、告別式には多くの皆さ
ま方にご会葬いただきありがとうございまし
た。親睦委員会の皆さまには長時間にわたり、
受付のお手伝いをお願いし、大変お世話にな
りありがとうございました。特に、福岡親睦
委員長におかれましては、２日間ともお世話
になり感謝いたします。そして、中平真理子
会長にも両日お参り、ご会葬いただきまし
て、心よりお礼を申し上げます。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

う思いを持っています。
•インディオの酋長さんからは感謝状をいた
だきました。
•夜は満天の星ですが、うまく写真が撮れな
くて、お見せできないのが残念です。
•最初の年は、カンポグランデにあるマット
グロッソ・ド・スル州立大学に呼ばれて手術
をしました。

　４回のブラジル訪問では、ギアロペスで
350人、ニューワーキにおいては120人の診察
をしました。今後の活動を考える中で、ブラ
ジルの医療制度では、無医村の場所に病院を
創ってもお金は取れません。ですから、どの
ようにすれば独立採算でやっていけるかとい
うことを考える必要があります。一つは、医
学生の研修指定病院を兼ねた病院をつくるこ
とです。一人前の医者になるためには、お金
を払って研修を受けないといけませんから、
研修指定病院を兼ねた病院をつくってはどう

か。そしてまた、場所がいいので、健康を取
り戻したいという人達を対象にするといった
ことも考えた病院を建てることを夢見ていま
す。
　もう一つは、こういう活動を広く皆さんに
知っていただくために、ユーチューブのチャ
ンネルをつくっています。ここには、活動の
出発点からのことも載せていますので、ぜひ
見ていただければと思います。実は、既に
ロータリークラブにもお世話になっていて、
南ＲＣの戸田さんの協力で、私はブラジルの
ロータリークラブの会長さんのお宅にも伺っ
ています。
　昨年は、コロナで我々が直接現地に行くこ
とができませんでしたが、今の診療所を継続
・維持していくために、クラウドファンディ
ングを利用して500万円を集めることができ
ました。今年も12月から始めましたので、よ
ろしければ、ご協力いただければと思います。
本日はありがとうございました。　

奉仕しよう  みんなの人生を豊かにするために

　認定ＮＰＯ法人BRIDGEは2014年１月に設
立されて、2016年に認定を受けました。認定
を受けると寄付していただいたお金が税金控
除の対象になります。
　日本は医療を受けた場合、費用の７～８割
が国あるいは保険料から支払われますが、世
界では無料で医療を受けられる国もいくつか
あります。その中の一つがブラジルです。お
金が掛からなくて医療が受けられていいじゃ
ないかと思うのですが、ブラジルのススとい
う制度では、国のお金が各公立の病院に配ら
れます。つまり、定額しか配られませんので、
たくさんの患者さんが来ても予算がないと診
ることができない。あぶれる人が多くなりま
す。サンパウロやリオなどの大都市には個人
病院があって、お金を払えば十分な医療が受
けられますが、一歩奥に入るとそうではあり
ません。
　私は2016年から４年間、４回ブラジルに行
ってきました。2020年からは新型コロナの影
響で中断していますが、活動場所は、ギアロ
ペスと原住民インディオの村２ヵ所の３ヵ所
です。活動範囲は四国から九州ぐらいの広さ
で、人口は12万人ですが、病院がありません。
一番近い町の病院までは、高知から神戸・大
阪ぐらいの距離です。ただ、ここはパンタナ
ールという大湿原に属していて、水がきれい
で緑豊かな空気の澄んだ、とてもいい所で、
我々が日々の疲れを癒やして、力をもらえる
場所ではあります。
（写真を見ながらの説明）
•我々は、カンポグランデまで飛行機で行っ
て、そこからは地上を移動してギアロペスに
行きます。移動中、向こうの方に地平線が見
えます。私、生まれて初めて地平線を見まし
た。
　我々が単に行くだけでは、誰も診てもらい

には来ないわけで、それまでに行政の方にア
ナウンスをお願いして、たくさんの人に来て
もらっています。私は耳鼻科医ですが、歯科
の診療所を借りて診察をしています。耳鼻科
に関する道具が何もないところで診察をする
工夫も必要でした。
•子どもたちは、言葉は通じなくても、何と
か表情を見ながら診察をします。
•17、８歳の女性の扁桃腺のところにピンポ
ン玉ぐらいの腫瘍があり、息を吐くと舌の上
に出てきて、吸うと舌の奥に引っ込むという
ように動いてます。下手をすると窒息してし
まいますので急遽手術をしました。今考える
と、何もないところでよくやったなと思いま
す。
•私一人ではなくて、内科の先生などとグル
ープを組んで活動しています。
•インディオは、電気はありますが、今でも
昔と同じような生活をしています。
•言葉は英語ではなく、ポルトガル語ですか
ら全く分かりません。向こうにいる日本人や、
ずっと現地で頑張っている医者の仲間に通訳
をしてもらいました。また、ブラジルの医学
生には、ポルトガル語を英語に訳してもらっ
て私が診察をするといった形です。
•インディオの町のお昼休み。タイ米のよう
なお米に味付けをしたものと豆のスープ。こ
れが本当においしくて、ここの食事はどうし
てこんなにおいしいのかと思うぐらいです。
•インディオの田舎ではきれいな格好をする
必要は全くないのですが、診察に来るときに
は、一番いい服を着てきます。中には化粧ま
でしてくる子がいます。地球の裏側の遠い日
本から、自分たちの病気を治しにくる魔法使
いに会う。私に会えば何でも治してくれる。
そういう気持ちを抱いて来る人達に対して、
我々も何とか応えてあげないといけないとい

ね。
•西森良文（社会奉仕委員長）　先週の金曜
に防犯パトロールには多数の参加をいただき
ありがとうございます。皆さまのご参加に感
謝です。
•松﨑郷輔　ゲストスピーカー、関博之は私
の親戚です。卓話をさせていただきありがと
うございました。
•𠮷永光男　2023－2024会長のご承認いただ
きありがとうございました。よろしくお願い
いたします。先週、防犯パトロールご苦労様
でした。反省会、ちょっと飲みすぎて帰った
ら、ズボンが血もつれでした。これからは、
行きも帰りも土佐ハイヤーで行きます。
•福岡満喜子（親睦委員会）　新入会員歓迎
会の会費が余りましたので。
•早瀬源慶　12月８日は日米開戦の日。その
日から80年間戦勝祈念をし、敗戦後からは戦
死者の追悼を今日も柳原忠霊塔の前で勤めて
きました。僧侶は私一人になってしまいまし
たが、遺族が来る限り勤めるつもりです。
•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。
◇遅刻・早退　１件
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「ブラジル医療奉仕活動を
　　　　　　　　　経験して」

◇ゲストスピーチ 認定特定非営利活動法人 NPO BRIDF 理事長  関　　博之 氏

ね。
•西森良文（社会奉仕委員長）　先週の金曜
に防犯パトロールには多数の参加をいただき
ありがとうございます。皆さまのご参加に感
謝です。
•松﨑郷輔　ゲストスピーカー、関博之は私
の親戚です。卓話をさせていただきありがと
うございました。
•𠮷永光男　2023－2024会長のご承認いただ
きありがとうございました。よろしくお願い
いたします。先週、防犯パトロールご苦労様
でした。反省会、ちょっと飲みすぎて帰った
ら、ズボンが血もつれでした。これからは、
行きも帰りも土佐ハイヤーで行きます。
•福岡満喜子（親睦委員会）　新入会員歓迎
会の会費が余りましたので。
•早瀬源慶　12月８日は日米開戦の日。その
日から80年間戦勝祈念をし、敗戦後からは戦
死者の追悼を今日も柳原忠霊塔の前で勤めて
きました。僧侶は私一人になってしまいまし
たが、遺族が来る限り勤めるつもりです。
•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。
◇遅刻・早退　１件



•中平真理子　関先生、興味深い卓話ありが
とうございました。防犯パトロールお疲れ様
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  「奉仕の理想」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんにちは。
先週は、防犯パトロール
が社会奉仕委員会の皆さ
まのお陰で無事開催でき
ました。また、昨年はコ
ロナ禍でできなかった懇

親会も楽しく行うことができました。防犯パ
トロールにはたくさんの方にご参加いただき、
あっという間にグッズの配布が終わってしま
い、ちょっと遅く来た方は手遅れとなりまし
た。本当に皆さまお疲れ様でした。
　先週もお伝えしましたが、12月は「疾病予
防と治療月間」です。本日の卓話は、まさに
それに沿ったものです。ＲＩ会長のメッセー
ジでは、具体的に世界のロータリアンが何を
しているかというと、多くはグローバル補助
金を活用したファミリーヘルスデーを開催し、
医療従事者や政府職員が無料で診療を提供し
ています。ヘルスキャンプ無料巡回診療で
は、無料で手術を提供してきました。また、
アメリカとメキシコのクラブはメキシコの小
さな町、ゲレロで無料診療クリニックを設立
・運営する資金を提供しているそうです。
　グローバル補助金は重点分野の７項目、教
育の支援、地域経済の発展、疾病との戦い、
母子の健康、平和の推進、水と衛生のどれか
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も何かグローバル補助金を活用する事業も考
えていけたらと思います。
　本日は、関　博之先生の卓話を楽しみにし
ています。よろしくお願いいたします。
◇ガバナー事務所より出席最優秀クラブ表彰
状が届いています。
◇ロータリー財団より
　山村一正会員
　（ポールハリス
　　フェロー表彰と
　　バッジ）

◇国際奉仕委員会より
　毎年恒例の書き損じハガキの回収を行いま
す。締切は２月２日ですので、ご協力をよろ
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◇前川美智子会員挨拶
　先日の母のお通夜、告別式には多くの皆さ
ま方にご会葬いただきありがとうございまし
た。親睦委員会の皆さまには長時間にわたり、
受付のお手伝いをお願いし、大変お世話にな
りありがとうございました。特に、福岡親睦
委員長におかれましては、２日間ともお世話
になり感謝いたします。そして、中平真理子
会長にも両日お参り、ご会葬いただきまし
て、心よりお礼を申し上げます。
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う思いを持っています。
•インディオの酋長さんからは感謝状をいた
だきました。
•夜は満天の星ですが、うまく写真が撮れな
くて、お見せできないのが残念です。
•最初の年は、カンポグランデにあるマット
グロッソ・ド・スル州立大学に呼ばれて手術
をしました。

　４回のブラジル訪問では、ギアロペスで
350人、ニューワーキにおいては120人の診察
をしました。今後の活動を考える中で、ブラ
ジルの医療制度では、無医村の場所に病院を
創ってもお金は取れません。ですから、どの
ようにすれば独立採算でやっていけるかとい
うことを考える必要があります。一つは、医
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か。そしてまた、場所がいいので、健康を取
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・維持していくために、クラウドファンディ
ングを利用して500万円を集めることができ
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す。サンパウロやリオなどの大都市には個人
病院があって、お金を払えば十分な医療が受
けられますが、一歩奥に入るとそうではあり
ません。
　私は2016年から４年間、４回ブラジルに行
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（写真を見ながらの説明）
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本から、自分たちの病気を治しにくる魔法使
いに会う。私に会えば何でも治してくれる。
そういう気持ちを抱いて来る人達に対して、
我々も何とか応えてあげないといけないとい
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•西森良文（社会奉仕委員長）　先週の金曜
に防犯パトロールには多数の参加をいただき
ありがとうございます。皆さまのご参加に感
謝です。
•松﨑郷輔　ゲストスピーカー、関博之は私
の親戚です。卓話をさせていただきありがと
うございました。
•𠮷永光男　2023－2024会長のご承認いただ
きありがとうございました。よろしくお願い
いたします。先週、防犯パトロールご苦労様
でした。反省会、ちょっと飲みすぎて帰った
ら、ズボンが血もつれでした。これからは、
行きも帰りも土佐ハイヤーで行きます。
•福岡満喜子（親睦委員会）　新入会員歓迎
会の会費が余りましたので。
•早瀬源慶　12月８日は日米開戦の日。その
日から80年間戦勝祈念をし、敗戦後からは戦
死者の追悼を今日も柳原忠霊塔の前で勤めて
きました。僧侶は私一人になってしまいまし
たが、遺族が来る限り勤めるつもりです。
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●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 ●

先週まで
ニコニコ
562,600円
42,200円
604,800円

7,197円
200円
7,397円

569,797円
42,400円
612,197円

チビニコ 合　計

12月８日
今期の累計
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● 出席率報告 ●

■高知東ＲＣ当面の日程
12月29日㈬　休会（年末年始の休み）

2022年
１月５日㈬　ロータリー休日
１月12日㈬　時間変更例会
　　　　　　　　　（ザ クラウンパレス）
　　　　　　定例理事会（例会前）
１月26日㈬　職場例会
　　　　　　役員会

■例会変更のお知らせ
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㈫　年末休会
高知南ＲＣ　　12月30日㈭　年末休会
高知中央ＲＣ　12月30日㈭　年末休会

高知西ＲＣ　　12月31日㈮　ロータリー休日

2022年
高知北ＲＣ　　１月３日㈪　年始休会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　１月４日㈫　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　１月６日㈭　新年夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　１月11日㈫　休会
高知南ＲＣ　　１月13日㈭　新年夜間例会
高知中央ＲＣ　１月13日㈭　休会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　１月18日㈫　新年夜間例会
高知南ＲＣ　　１月20日㈭　職場例会
高知西ＲＣ　　１月21日㈮　新年夜間例会
高知北ＲＣ　　１月24日㈪　新年家族合同夜間例会
高知ＲＣ　　　１月25日㈫　職場例会
高知南ＲＣ　　１月27日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　１月28日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　１月31日㈪　職場例会

12月８日
11月24日

総数
－4 54
－5 54

出席
40
37

欠席
10
0

メイク
アップ HC出席率

74.07％
68.51％

出席率
80％
100％

0
12

東ＲＣゴルフ同好会
2021年11月24日㈬　於：高知ゴルフ倶楽部
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