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本日

６月22日㈬ 12：30 ザ クラウンパレス新阪急高知
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第2534回 例会報告／令和４年６月１日

次週

告

天候

◇ロータリーソング
「君が代」
「四つのテスト」
◇来訪ロータリアン及びお客様
小林 秀人 氏
（第一生命保険株式会社高知支社長）
◇会 長 挨 拶
皆さん、こんにちは。
お客様、ようこそいらっ
しゃいました。
先日、浦田副会長と一
緒に両国国技館の豊ノ島
の断髪式に招かれ、大変
面白い体験をさせていただきました。国歌を、
豊ノ島と同郷の宿毛市出身の岡本知高さんの
素晴らしい歌声でお聞きしました。普段、あ
まり相撲を見ることはないのですが、一度だ
け九州場所に行ったことがあります。行くと
やはり、改めて日本文化の奥深さを感じるこ
とができます。
今月はロータリー親睦月間です。後ほど福
岡親睦委員長に卓話をしていただきます。
1905年、ポール・ハリスが中心となってシ
カゴで創られたロータリークラブは、初めに
親睦・友愛があり、その後、アーサー・Ｆ・
シェルドンの入会により職業奉仕が生まれ、
社会奉仕に成長し、それが広がって国際奉仕
になったものであり、これを貫く思想を「奉
仕の理想」と呼ぶようになりました。
ですから、ロータリーの本質は親睦の中か

６月29日㈬ 18：30 ザ クラウンパレス新阪急高知
最

終

夜

間

例

会

曇

ら奉仕の理想を生み出す集団と言えます。以
前、ガイガンディカーの考える親睦について
のお話をしましたので、重なるところもある
かと思いますが、ガイは「ロータリーという
苗木が生長するために、その根に栄養を与え
てくれる土壌がロータリーの親睦である」と
述べています。親睦という土壌があればこそ、
ロータリーの原理を学び合い、奉仕の心を磨
き、奉仕の意欲が湧き上がる例会は価値のあ
るものとなり、ロータリーと社会の発展につ
ながるということです。親睦と学びの二つこ
そ、ガイが考えていたロータリーの基盤「ザ
ベイス オブ ロータリー」です。
国際ロータリーでは、例会場外の親睦活動
として趣味の集まり、スポーツ、旅行など特
別な企画も必要であると言っています。また、
一緒に仕事をすることは、最も効果的な親睦
であり、クラブの行事には全員参加できるよ
うにして、決して傍観者をつくらないことが
必要であるとも言われています。もちろん、
これらの行事にはご家族を交えた方が、もっ
と効果的であることは言うまでもありません。
コロナ禍で親睦委員会でもいろいろご苦労が
あったことと思いますが、あと１ヵ月よろし
くお願いいたします。
◇委員会報告
◎親睦委員会より
29日、最終夜間例会を行います。ご家族
（小学生以上のお子さんを含む）も大歓迎で
す。会費は7,000円。多くの参加をお願いし
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ます。
◎青少年奉仕委員会よりRYLAセミナー参加
報告
テーマ「価値観」
５月26日から29日、３泊４日の予定でした
が２日目にコロナの陽性者が出て、２日で解
散となりました。参加して、非常に参考にな
りました。
◎ロータリー財団委員会より
６月５日㈰、オーテピアで今期予定してい
たプロジェクトを行います。集合は８時45分
に西入口。コロナの関係で式典には、会長、
幹事、私のみの参加ですが、その他、正面玄
関で旗竿を持つなどのお手伝いをしていただ
ければありがたいと思います。今日、明日に
感染拡大があるとストップがかかるかも分か
りませんが、変更になればご連絡します。

◇６月の会員祝日（敬称略）
会員誕生日
島村 信一
武吉 佳月
森田 倫光
配偶者誕生日
柳澤 順子
家庭記念日
永野 正将
西森
大
前川美智子
野町 和也
入会記念日
石川
健
西村 美香
岡 今朝男
島村 信一
山下 龍祐
竹村 克彦
武吉 佳月
岡﨑 勇樹
◇幹 事 報 告
６月のロータリーレートは１ドル127円です。
本日例会終了後、今期最後の理事会を行い
ます。
来週は休会です。
本日、新入会員歓迎会を18時30分から得月
樓で行います。

◇会員スピーチ

親睦委員会 委員長 福岡満喜子 会員

「同好会でさらなる親睦を」

今期、中平会長の運営方針の中に「親睦を
さらに深めるために、趣味を同じくする会員
同士が自由に同好会をつくり、家族、水曜会
を交えた親睦の機会をつくってはいかがでし
ょう」という提案がありました。自由といっ
ても、その中にいくつかのルールがあって、
親睦委員会から独立した自由な緩やかな会に
する。名称は自由。代表者は必ず１名。窓口
は幹事。立ち上げのときは理事会を通すこと。
開催時は掲示板に案内を出すこと。開催後は
クラブに報告する。週報に載せる。
以来11ヵ月。同好会は活発に活動していま
す。
◎聞きっ放し英会話教室…代表者・猿田会員。
これは30年余りの歴史があり、教室が終わっ
たあと、やの会という飲み会があり、これだ

けに参加する方もいます。
猿田会員：私が入会まもなく国際奉仕委員長
のとき、徳島の井口ガバナーから、これから
は国際的な時代である。各クラブに英会話教
室をつくってくださいと言われ、つくりまし
た。ご主人が高知の方で、ずっと高知に住ん
でいたポーラさんに先生になっていただき、
以来30年余り続いていますが、未だに誰も英
語がしゃべれません。先生は英語を話し、僕
らは日本語を話す。だから続いているので、
申し訳ないけれども、英語が喋れる人は入会
をお断りしています。
ただ、ポーラさんが全て面倒を見てくれま
すので、交換留学生には非常に役立っている
と思います。それともう一つ、この会には
「知らず知らずのうちにロータリーが分かる
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会」という名前があって、懇親会等で話すう
ちに、いつの間にかロータリーが分かってく
るというものです。
◎ホタル会…代表者は関会員。今まで親睦委
員会が担当していたゴルフ大会と、クラブ内
で独自に開いていたゴルフ会を１本化したも
の。皆さん、生き生きとしています。
関会員：去年の３月から始めました。最初は
プライベートの集まりでした。以前社会奉仕
委員会で、ホタルを育てる事業を行っていま
したので、そこからホタル会と名付けました。
去年は４回開催しましたが、今年は６回開催
します。既に２回が終わり、次は来週の５日
にグリーンフィールで行います。現在は５組、
20人ぐらいですが、皆さんの参加を歓迎しま
す。
◎ワイン同好会…代表者は中西会員。ワイン
をいろいろ賞味して、おいしい料理を食べな
がら、ウンチクを語り合って楽しく活動して
います。
鬼田会員：ワインを好きな方はたくさんいら
っしゃると思いますが、どんなワインを選ぶ
のか、食べ物との組み合わせはどうか。ある
いは彼女とのデートのときなど、ワインは武
器になります。また、ワインを知っていたこ
とによって、意気投合してうまく仕事ができ
た経験もあります。皆さんにも、気軽にワイ
ンを飲んでいただき、ロータリーでの楽しい
ワインライフを送ってほしいと思います。
◎日本酒同好会…代表者は松岡会員。ワイン
同好会、日本酒同好会、両方に所属している
方もいるようです。
松岡会員：私どもの庭には４本の桜、吉野桜
が２本、仙台屋桜が２本あります。もともと
先代の社長が、吉野桜が穴が開いて枯れか
かったから、新しいのを植えようと仙台屋桜
を植えました。これはヤマザクラで、赤みか
かったきれいな桜です。
今年３月の終わりごろ、私どもの店は庭に
は誰も出さないのですが、一度庭に出てみよ
うということで、桜の下で会を開きました。
２回目は、サツキを見ながら、零下貯蔵とい
う５月に出たばかりのお酒を楽しみました。
私どもは昔の家ですから縁側があります。縁
に座布団を敷いて、そのときに出ている酒を
持ち込んで飲むといったことも、今後はして

いきたいなと思っています。よろしかった
ら、次の機会にご参加ください。
◎２年後に富士山に登ろう会…代表者は五百
蔵会員。五百蔵会員が富士山を目指したけれ
ど、頂上目前に断念せざるを得なかった経緯
があり、リベンジとしてもう一度登りたいと
いうことです。まだ活動は始まっていません
が、富士山に登りたいなと思う方は、ぜひ参
加してください。
◎プロ野球同好会…代表者は石川会員。８年
程前、石川会員が立ち上げ、私も阪神球場に
誘っていただき、本当に嬉しく、ロータリー
に入っていて良かったと思ったことの一つで
す。その後、甲子園球場、マツダ球場、ヤフ
オクドーム、東京ドームにも連れて行ってい
ただき、楽しく過ごしています。
◎ハイキング同好会（次年度申請予定）…先週、
会長が報告をしてくださいましたが、爽やか
ないい汗を流したようです。
◎市内の他クラブの同好会について
高知ＲＣ：33クラブ（ゴルフ同好会・月１度
コンペを開催）
南ＲＣ：ゴルフ同好会（月１度のコンペを開
催）
、マラソン同好会（県内のマラソン大会
に参加）
西ＲＣ：ゴルフ同好会（定期的にコンペを開催）
北ＲＣ：ゴルフ同好会（親睦委員会で年１度
コンペを開催）
高知中央ＲＣ：ゴルフ同好会（定期的にコン
ペを開催）
、野球同好会（2670地区野球大会
に出場）
高知ロイヤルＲＣ：スポーツ部（県内のウォ
ーキング、マラソン大会に出場）
◎2670地区の同好会
丸亀東ＲＣ：ゴルフ同好会、カメラ同好会
松山南ＲＣ：野球同好会、ゴルフ同好会、バ
ンド同好会
東予ＲＣ：親睦旅行を開催
今後もますます多くの同好会が結成され
て、親睦が深まりクラブの活性化、ひいては
退会防止、会員増強につながっていけたらと
思います。
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中平真理子 小林さん、ご出席ありがとう
ございました。福岡親睦委員長、お疲れ様で
した。松野さん、写真ありがとうございまし
た。
西内俊介 第一生命の小林さん、本日は出
席していただいてありがとうございます。６
月入会に向けて準備していきます。
鬼頭愼一 苗字が同じ愛知出身の鬼頭直也
会員、入会ありがとうございます。
𠮷永光男 報告・先週、木曜、金曜、小豆
島のRYLAセミナーに参加しました。石川さ
ん、武吉さん、𠮷永の３人と受講生・中平か
ずさん（ベル薬局）
、田上めぐみさん（三愛
オブリカスタムサービス）
。兵庫県とリモー
トでの開催でした。四国2670地区は受講生男
女ともで20人、カウンセラー10人、一般参加
のロータリアンは私たち３人でした。東ＲＣ
はRYLAセミナーに熱心なことが分かりまし
た。初日、大田パストガバナーの分かりやす
いロータリークラブの発足から現在の活動内
容の講演。２日目、ニュージーランド出身の
アレクサンダー・ベネット氏の上手な日本語
で、武士道の講演を聞きました。半分寝てま
したが、武士道の心得、勝っておごらず、負
けて悔やまず、常に節度ある態度を固持する。
やはり、自分の目で見て、直に聞く話は感動
があり、年をとっても自己研鑽の日々が続い
ています。
福岡満喜子 本日は卓話をさせていただき
ました。お聞きいただきありがとうございま
した。資料を作る段階で、お世話になった
方々、ありがとうございました。
増田伝郎 先週、早退したのですが、その
後、いいことがありましたので、ニコニコに
入れます。
浦田健治 機会に恵まれ、元関脇・豊ノ島
改め井筒親方の断髪式に妻と中平真理子さん
と参加してまいりました。中平さんと私は豊
ノ島と同じ宿毛市出身です。しきたり上、女
性は土俵に上がれないため、断髪できなかっ
たのは大変気の毒でしたが、豊ノ島の立派な
引退挨拶にはとても感動しました。

前田 博 年度最後の月になりました。理
事、役員、各委員会の委員長の皆さん、あと
ひと月、頑張ってください。
松﨑郷輔 福岡さん、スピーチありがとう
ございました。
武吉佳月 入会祝い、誕生祝いありがとう
ございます。
島村信一 入会祝いと誕生祝いありがとう
ございました。
森田倫光 誕生祝いありがとうございます。
柳澤光秋 配偶者誕生日祝いお礼。
鬼頭直也 妻の誕生日祝いありがとうござ
います。
永野正将 家庭記念品ありがとうございま
す。結婚20年になります。幸せにしてもらっ
てます。
前川美智子 ６月に入りましたね。結婚記
念日のプレゼントありがとうございます。
野町和也 家庭記念日お礼。
西森 大 家庭記念日ありがとうございま
す。
石川 健 ６月５日入会させていただき、
ついに20年となりました。入会を祝っていた
だきありがとうございます。５月26日から29
日小豆島RYLA青少年指導者セミナーに２日
間参加しました。２日目にコロナ陽性者が出
て、途中解散となり残念でした。併せてニコ
ニコへ。
山下龍祐 入会祝いありがとうございます。
岡 今朝男 入会記念ありがとうございま
す。
竹村克彦 入会記念の品をいただきました。
ありがとうございました。
岡﨑勇樹 入会記念ありがとうございます。
入会５年目だと思います。これからもよろし
くお願いします。
西村美香 入会のお祝いありがとうござい
ます。まだ入会したばかりの気持ちですが、
もう５年が過ぎたことに静かに驚いておりま
す。
◇遅刻・早退 ３件
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新入会員歓迎会
2022年６月１日㈬
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於：得月樓

■高知東ＲＣ当面の日程
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㈭

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

ホタル会ゴルフコンペ
2022年６月５日㈰

於：グリーンフィールゴルフクラブ

● 出席率報告 ●

● ニコニコ箱 ●
ニコニコ

チビニコ

合

計

総数 出席 欠席

先週まで 1,160,500円

12,792円

1,173,292円

６月１日

−2

76,700円

294円

76,994円

５月18日

−3

今期の累計 1,237,200円

13,086円

1,250,286円

６月１日

メイク
アップ

HC出席率 出席率
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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・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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