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本日　４月13日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「相手の心をつかむ話し方」

フリーアナウンサー 藤崎　靖啓 氏

次週　４月20日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「須崎を元気にしたい ！   私たちにできること」

吉野　由美 氏

第2526回　例会報告／令和４年３月30日　天候　晴　花見夜間例会
◇ロータリーソング
  「さくら」
◇お　客　様（敬称略）
　水曜会
　　岡本　千春　　猿田　静子
　　西内　恵子　　別役　佳代
　ピアノ伴奏　　小笠原貴美子
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんばんは。
お客様ようこそいらっし
ゃいました。何とか花見
夜間例会が開催されるよ
うになって、ほっとして
います。コロナ禍で、な

かなか水曜会やご家族との親睦の機会をつく
れず、本当に申し訳ありませんでした。本日
は親睦委員会が楽しい企画を立ててくださっ
ていますので、最後までお楽しみください。
　３月は「水と衛生月間」です。ロータリー
の友によりますと、国連の推計で20億人、地
球上で４人に１人が安全な飲料水のない暮ら
しを送っていて、安全なトイレや衛生システ
ムもなく暮らしている人が世界人口の約半分、
３分の１の人が石鹸と安全な水、ごく素朴な
手洗い場さえなしで生活しているそうです。
　そこで思い出したのが、約30年前、フィー
ルド医学研究会の一員として行った南米での
体験です。エクアドルとボリビアで約70日間、
そのうちの私は約40日間を参加しました。ボ
リビアのチチカカ湖畔のホテルに滞在したと

きのことです。部屋にある唯一の私のベッド
は、ちょうど背中から腰の辺りの板が折れて
いて、ほとんど寝られない状態でした。トイ
レは建物内に一つだけです。しかも、壁のな
い外通路の突き当りにドラム缶があり、そこ
から水を汲んで、自分で流す簡易式でもちろ
んシャワーもありません。トイレが一つなの
で、男性陣は村人と同じように、トイレット
ペーパーとライターを持って、湖畔で満天の
星を見ながら、物思いにふけって用を済ませ、
トイレットペーパーに火を付けて燃やし、そ
の上に石を置く方式で、それはそれで贅沢な
時間だったそうです。
　ホテルでさえ、こんな感じですので村人の
生活は想像できます。少し田舎の方に行くと、
用をたしたものがゴロゴロ転がっています。
私も何度かその体験をしましたので、南米で
やたら石に触るのは危険だと思いました。村
人は石さえ置かないようです。入浴やシャ
ワーの習慣がないので、体臭はありますが、
乾燥しているせいか汗臭さはありません。ト
イレがないのと水が乏しいので（食事前に大
変失礼です。話が終わったら忘れてくださ
い）排便後の手洗いや野菜の水洗いなども不
十分なせいか、子どもの寄生虫症が大変多く、
これは水に恵まれない地方に共通しています。
　この村は、１泊２日ぐらいかけていくすご
い山の中で、秘境中の秘境といわれる所で、
薬草と占いで有名な村です。村までの道にも
当然トイレがなくて着いた途端、村人にトイ
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ご迷惑をおかけして申し訳ありません。
　福島では郡山ＲＣに入会することになりま
すが、高知東ＲＣの素晴らしい皆さまに巡り
会えたことを糧に、向こうでも楽しみたいと
思っています。
　私の後任もこちらでお世話になると思いま
すが、今回、弊社の愛媛支店と高知支店が統
合して四国西支店となり、支店長席は松山に

なります。定期的に高知に来ることにはなっ
ていますが、ロータリーに必ず出席というわ
けにはいかないと思います。その点は、何卒
ご理解をいただき、温かい目で見ていただけ
るようお願いします。
　高知東ＲＣの皆さんには本当にお世話にな
りました。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

レを貸してくださいと言ったら、指を差して
家の方にと言います。家のトイレを貸してく
れるのかと思ったら、中庭の畑の中で、目の
前をニワトリがコッココッコといってるとこ
ろで「どうぞ」と言われて、それで済ませま
した。というような経験を何回かしました。
トイレも当たり前にあって、水にも恵まれた
日本にいると、このような場所が世界中には
一杯あるということを忘れてしまいがちです。
ウクライナのことなどにも思いを馳せて、現
実に起こっていることを少しでも考える機会
になればと思います。

◇松井洋介会員退会挨拶
　４月1日で福島支店に
異動が決まりました。３
年前の７月に東クラブに
入会させていただき、最
初の半年は、岡崎親睦委
員長のもと一致団結して

いろんなことを経験して、とても楽しかった
思い出があります。その後はコロナの関係で、
会社のルールの中でロータリーにもなかなか
参加できなかったことが、とても残念でなり
ません。今年度、広報・ＩＴ委員長を仰せつ
かったにも関わらず、途中で抜けてしまい、 •中平真理子　親睦委員会の皆さま、お世話

になりました。
•今西　博　土佐市に水産加工場をつくりま
した。今後、少しずつ稼働していきます。よ
ろしくお願いします。
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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
914,000円
6,500円
920,500円

8,422円
0円

8,422円

922,422円
6,500円
928,922円

チビニコ 合　計

３月30日
今期の累計
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■高知東ＲＣ当面の日程
４月27日㈬　役員会
５月４日㈬　休会（国民の祝日）
５月11日㈬　定例理事会
５月18日㈬　第６回クラブ協議会・現新合同
　　　　　　　　　　　　　　　　（未定）
５月25日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
高知北ＲＣ　　４月25日㈪　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　４月26日㈫　創立夜間例会
高知中央ＲＣ　４月28日㈭　休会
高知北ＲＣ　　５月２日㈪　休会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　５月17日㈫　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　５月20日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　５月23日㈪　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　５月26日㈭　職場例会

● 出席率報告 ●

３月30日
３月16日

総数
－8 51

出席
28

欠席
8
ロータリー休日

メイク
アップ HC出席率

54.90％
出席率
81.40％7
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