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

５月25日㈬ 12：30 ザ クラウンパレス新阪急高知
ゲストスピーチ
「『模型を愛して半世紀』開業58周年」
㈲ヨシオカ 取締役会長 吉岡 嗣貴 氏

第2531回 例会報告／令和４年５月11日

天候

次週

６月１日㈬ 12：30 ザ クラウンパレス新阪急高知
会員スピーチ
「同好会でさらなる親睦を」
親睦委員会 委員長 福岡満喜子 会員

雨

◇ロータリーソング
「君が代」
「四つのテスト」
◇会 長 挨 拶

た。
ドイツから出された、ローターアクターが
ロータリークラブの例会に出席することを許
可する件が採択されました。また、カナダか
皆さま、こんにちは。
ら出された、積極的平和を含めるよう奉仕部
２週間お休みがあってち
門を改正する件は、奉仕の第三部門に地域社
ょっとボーッとしていま
会における積極的平和を目指すことを追加す
すが、また普段の生活に
ることになりました。
戻らなければいけないと、
日本、台湾から出された事務総長の任期を
自分自身に言い聞かせて
２期、４年までとする件や、日本から出され
います。
た事務総長の資格要件と報酬上限を規定する
以前、お話しましたが、2022年度規定審議
件は否決されました。日本の提案の上限金額
会が去る４月10日から14日、アメリカイリノ
は40万ドル（１ドル＝120円換算）
、約4,800万
イ州シカゴで開催されました。93件の立方案
円です。現在は58万8,436ドル、約7,000万円、
が提出され、28件が採択。日本からは26件提
ライオンズが27万6,000ドル、約3,300万円。
出し、６件が採択されています。これは、日
アメリカ大統領が40万ドル、約4,800万円に
本のロータリアンが最も真剣にロータリーの
比べると、破格に高いのではないかと思いま
ことを考えている証ではないかと思います。
す。
その中で、私が目に付いたいくつかをご紹介
この他、日本からの奉仕理念に関する提案
します。
や出席規定の厳格化などの案は、全て否決さ
理事会提案はほとんど採択されました。人
れました。
頭分担金を増額する件、ローターアクターが
今後も世界の仲間を増やして、日本のロー
ＲＩ委員会の委員となれることを明文化する
タリアンの考えを提出し続けていただきたい
件。
と思います。
台湾から出された出席規定の免除手続きの
規定を改正する件は、出席免除規定における
理事会の承認を削除し、ロータリー歴と会員
の年齢の合計が85年以上であり、少なくとも
20年のロータリアン歴がある人は、希望があ
れば全て認めることとすると採択されまし

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

◇ロータリー財団委員会より
今年度の財団事業は、オーテピアに地球儀
を寄付して、ロータリアンの中で国際的な活
動をしている方、海外旅行等に長けている方
などから、高知の子どもたちに話をしてもら
う企画を進めてきました。結果、６月５日９
時半、オーテピアさんのイベントに合わせて
行うことが、ほぼ決まりました。集客につい
ては、コロナの関係でオーテピアさんの規定
に従うこととしていますが、希望者は参加が
できますのでよろしくお願いします。
◇５月の会員祝日（敬称略）
会員誕生日

髙橋 卓弥
沖
卓史
鬼頭 直也
松野 宏司
今西
博
山下 龍祐
西村 美香
関
雅明
配偶者誕生日
岡
倫子
髙橋 和加
家庭記念日
別役 重具
岡﨑 勇樹
山村 一正
中越 貴宣
鬼田 知明
入会記念日
沖
卓史
別役 重具
◇会 長 報 告
８ＲＣ新旧会長幹事会報告
ローターアクトクラブへの次期の分担金
はありません。

◇会員スピーチ

共同事務局の会計報告があり、来期の担
当は河野さんと近森さんです。
共同事務局の現場所が取り壊しのため、
移転します。詳細は後日。
◇幹 事 報 告
５月のロータリーレートは1ドル130円です。
本日例会終了後、理事会を行います。
来週、米山記念奨学生が出席します。
◇髙橋卓弥会員より
この度、弊社はお客様への永続的なサービ
ス提供を図るため、従来の個人事務所「たか
はし社会保険労務士事務所」を法人化し、
「社会保険労務士法人あすえる」を設立いた
しました。これもひとえに皆さま方のご支援、
ご愛顧の賜物と深く感謝申し上げます。
新事務所名「あすえる」は、お客様の「明
日を植える」、そして弊社の「明日を創って
いく」という願いを込めて命名いたしました。
また、法人化に伴い、前田さんのシンク建築
設計事務所さん、他多数の方にお手伝いをい
ただき、私の理想とするかっこよくて、従業
員が働きやすい社屋を建築することができま
した。場所は、北環状線、万々シャトレーゼ
道路むかい南側ですので、お近くにお越しの
際は、お立ち寄りいただければ幸いです。
今後も従業員一同、心を新たに、皆さまの
ご期待に沿うべく研鑽に励んでまいりますの
で、何とぞ倍旧のご愛顧を賜りますようお願
い申し上げます。
◇ＳＡＡより
次週より、服装はクールビズもオーケーと
しますので、よろしくお願いします。

青少年奉仕委員会 委員長 石川

健 会員

「青少年奉仕活動と
日本ロータリーの歴史」
2016年５月19日〜22日まで、開催された
RYLAセミナーにおいて「ロータリーが

RYLAに期待するもの」という演題で、西宮
イブニングＲＣの黒田さんが講演を行いまし
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た。
（講演内容を読み上げ）
今年のRYLAセミナーは、四国2670地区の
みで５月26日から小豆島で開催され、当クラ
ブからは、𠮷永次期会長と武吉会員と私、研
修生は中平会長と高橋範子会員のところから
２名が参加します。
大田、桑原両パストガバナーとアレキサン
ダーさんの講演。リーダーシップの基本、良
きリーダーシップの倫理、効果的なリーダー
シップにおけるコミュニケーションスキルの
重要性、問題解決と体質管理、ロータリーと
は何か、ロータリーは地域社会のために何を
行っているか、自信と自尊心の育成、地域社
会と国際社会の一員としての養成といった内
容で行われます。
日本のロータリーは、2020年、100年を迎
えました。その100周年を記念して「ロータ
リー日本年表資料」が作られました。
1905年、ロータリークラブはポール・ハリ
スをはじめ４人により創立されました。1908
年、アーサー・フレデリック・シェルドンは、
当時、誰も考えつかなかった奉仕理念をロー
タリーに提唱します。彼の「最もよく奉仕す
る者、最も多く報いられる」という標語は有
名です。
1917年、米山梅吉さんが政府の財政経済委
員に任命され渡米します。そのとき、ダラス
に福島喜三次を訪ね、ロータリークラブにゲ
ストとして参加します。1919年、帰国した米

山さん、福島さんは、日本にロータリークラ
ブを創るように活動。1920年、本格的に動き
はじめ、同年９月、東京ＲＣが設立されます。
日本銀行、三井物産、三井銀行、日興証券、
清水建設等々日本の財界のトップが会員とな
っています。
第二次世界大戦が起こり、アメリカから入
ってきたロータリークラブは活動を中止。
1940年、一度国際ロータリーを脱退しますが、
戦後、1949年日本はＲＩに復帰。しかし、そ
れ以前の1946年、日本のロータリーの創始者
である米山梅吉と福島喜三次が相次いでこの
世を去ります。
米山梅吉は、青少年に対してお金を出した
り、留学生の世話など、他人への思いやりと
助け合いの精神を身を以て行いつつ、そのこ
とについては、人には多くは語らなかった陰
徳の人だったと言われています。昭和12年、
70歳のとき、現・青山学院の初等部を私費を
投入して創立しています。
米山梅吉名を冠とした事業は、米山記念奨
学会と米山梅吉記念館の二つがあります。
1952年、米山梅吉氏の功績を記念して東京
ＲＣで米山奨学事業が始まり、それはやがて、
日本全クラブの共同事業として発展し、1967
年、財団法人ロータリー米山記念奨学会とな
ります。また、1969−1970年度、三島市に財
団法人米山梅吉記念館が開館されました。来
期は、この記念館への寄付もお願いできたら
と思います。

中平真理子 コロナ感染者がまた増えつつ
ありますが、十分注意しながら例会を続けた
いと思います。ご協力よろしくお願いいたし
ます。
石川 健 本日は、私のつたない卓話を聞
いていただきありがとうございました。
猿田隆夫 先日の高知新聞に、当院におけ
る36年間のマダニの臨床研究の記事が掲載さ
れました。４月の学会で発表したものです。
お騒がせしました。
関 雅明 誕生日プレゼントありがとうご

ざいます。これからもヨロシクお願いします。
鬼頭直也 お誕生日プレゼントありがとう
ございました。39歳になりました。これから
もよろしくお願いします。
松野宏司 誕生日プレゼントありがとうご
ざいます。
西村美香 誕生日のお祝いありがとうござ
います。
今西 博 石川様、本日の卓話ありがとう
ございました。また、５月の誕生祝いいただ
きありがとうございます。
髙橋卓弥 私と妻の誕生祝いありがとうご
ざいました。法人化、移転ご挨拶。
岡 今朝男 家内の誕生祝いありがとうご
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ざいます。
別役重具 結婚記念日お祝いお礼。昭和51
年のことでした。入会記念日お祝いお礼。昭
和61年ことでした。結婚46年、入会36年にな
ります。
岡﨑勇樹 家庭記念日祝ありがとうござい
ました。結婚して17年目を迎えました。昔は
仕事が遅かっても、お疲れ様と言ってくれま
したが、最近では早く帰って来いと言われま

す。
中越貴宣 家庭記念日のお祝いありがとう
ございます。
山村一正 家庭記念日ありがとうございま
す。
鬼田知明 結婚27周年を迎えることができ
ました。家族に感謝です。
◇遅刻・早退 ３件

■高知東ＲＣ当面の日程
６月８日㈬ ロータリー休日
６月15日㈬ 委員会活動実績報告
６月22日㈬ 委員会活動実績報告
理事エレクト会（例会終了後）
６月29日㈬ 最終夜間例会
（ザ クラウンパレス）

■例会変更のお知らせ
高知南ＲＣ
６月９日㈭
高知ロイヤルＲＣ
６月14日㈫
高知南ＲＣ
６月16日㈭
高知西ＲＣ
６月17日㈮
高知北ＲＣ
６月20日㈪
高知ロイヤルＲＣ
６月21日㈫
高知中央ＲＣ ６月23日㈭
高知北ＲＣ
６月27日㈪
高知ＲＣ
６月28日㈫
高知ロイヤルＲＣ
６月28日㈫
高知南ＲＣ
６月30日㈭
高知中央ＲＣ ６月30日㈭

● ニコニコ箱 ●
ニコニコ

チビニコ

日時計例会
職場例会
ロータリー休日
最終夜間例会
年度末家族合同夜間例会
最終夜間例会
夜間例会
ロータリー休日
あじさい夜間例会
ロータリー休日
最終夜間例会
ロータリー休日

● 出席率報告 ●
合

計

総数 出席 欠席

メイク
アップ

HC出席率 出席率

先週まで 1,060,500円

11,775円

1,072,275円

５月11日

−4

52

43

4

1

82.69％ 91.67％

63,500円

0円

63,500円

４月27日

−6

52

32

0

14

61.54％

100％

今期の累計 1,124,000円

11,775円

1,135,775円

４月20日

−1

52

45

0

6

88.24％

100％

５月11日

●会長／中平真理子 ●幹事／西内俊介 ●雑誌会報委員／佐野博三・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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