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第2537回　例会報告／令和４年６月29日　天候　晴　最終夜間例会
◇ロータリーソング
  「それでこそロータリー」
◇お客様紹介
・水曜会
　　大久保安子さん　　浦田比奈子さん
　　沖　伸歩子さん　　猿田静子さん
　　寺村みゆきさん　　西森きらさん
　　西森大翔君　　　　西森美和さん
　　西内恵子さん　　　早瀬恵美子さん
　　松﨑範子さん　　　𠮷永佳子さん
・米山記念奨学生　　　田　甘霖さん
・ピアノ伴奏　　　　　小笠原貴美子さん
◇会　長　挨　拶　

　皆さん、こんばんは。
たくさんの皆さまにお越
しいただき、本当にあり
がとうございます。西内
幹事とともに７月から１
年間、会長・幹事を務め

させていただきました。何分にも不慣れでい
ろいろご迷惑をおかけしたことと思います。
出だしからコロナで行事が例年どおり進行で
きませんでしたが、７月早々のガバナー補佐
訪問とガバナー公式訪問は、何とか行うこと
ができました。８月25日から３回、例会の開
催ができませんでしたが、その後は、理事は
じめ会員の皆さまのロータリーに対する熱い
思いで、お弁当持ち帰り例会を入れながら、
全て予定どおり開催できました。今日で40回
目の例会だと思います。

　会長をお引き受けしたときに、他の役職を
整理して１年を送る予定でしたが、全く整理
できず１年が過ぎてしまいました。この間、
コロナでオンライン会議が増えたことで、何
とか１度も例会を欠席することなく全うでき、
一番ホッとしています。
 今年度の運営方針「奉仕の理想の理解を深
めるために、さらなる親睦を」に沿って、で
きるだけ会長挨拶の中に、奉仕と親睦の言葉
を入れるように努めました。また、新しく誕
生したいろいろな同好会を通じて、会員同士
のさらなる親睦が深まるよう期待しています。
　この１年、会員の皆さま、特に役員、理事、
各委員長の皆さまには多大なご協力、ご支援
をいただきました。また、水曜会、ご家族の
皆さまには夜間例会のご出席にとどまらず、
オークションにもご協力いただき、他のクラ
ブ以上に多くのウクライナ支援ができました。
そして、西内幹事と奥様はもちろん一番ご苦
労されたことと思います。改めまして、全て
の皆さまに感謝申し上げます。ありがとうご
ざいました。
　いよいよ、浦田・鬼田年度のスタートです。
今年度できなかった多くのことを実行してい
ただけることと思います。今後とも、ぜひお
二人にご協力、ご支援をよろしくお願いいた
します。１年間、本当にありがとうございま
した。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

◇五百蔵誠一会員退会挨拶
　この６月末をもって、
ロータリーを退会するこ
とになりました。２年と
いう短い間でしたが、本
当に皆さんのおかげで楽
しく、そしてまた非常に

充実したロータリーライフを送ることができ
ました。本当にありがとうございました。特
にこの１年間は会計、理事ということで東Ｒ
Ｃの運営にも少し携わることができ勉強にな
りました。そして、通常例会だけでなく、ゴ
ルフや英会話、ワイン、ハイキング等々、い
ろんな親睦の会に声をかけていただき、参加
して、人生が豊かになったような感じがしま
す。
　ご案内のとおり、３月末をもって四国銀行
を退職し、今は高知県の代表監査委員として
県庁の北庁舎に通っています。四国銀行には
ちょうど40年勤務しました。銀行時代も皆さ
んには大変お世話になりました。この場をお
借りして感謝申し上げたいと思います。
　ロータリーの精神は、「奉仕をしよう、み
んなの人生を豊かにする」ですが、今、私は
県民のために奉仕をしなさいという立場です。

今まで培ってきた経験を、多少は生かせるか
もわからないなと思いながら、新しい時代に
合った行政とはというところを見ながら、監
査という立場で助言できればと考えながら務
めていきたいと思います。
　良かったのは、少し時間ができたことで、
今までできなかったこと、少し違ったことも
やってみようと思っています。ロータリーは
退会しますが、また何かの機会には、個人的
なお付き合いもできればと考えています。
 最後に、中平会長はじめ東ＲＣの皆さま、
本当にありがとうございました。これからも
東ＲＣのますますの発展と、皆さま方のご健
勝を祈念して、私の退会の挨拶とさせていた
だきます。どうもありがとうございました。
◇ピアノの小笠原貴美子さんにお礼とお花を
お渡ししました。
◇事務局の河野さんと近森さんにお礼の花束
をお渡ししました。
◇竹村直前会長、西森直前幹事より中平会長、
西内幹事に記念バッチとお花を贈呈。
◇中平会長、西内幹事より浦田次期会長、鬼
田次期幹事に引き継ぎバッチの贈呈。

奉仕しよう  みんなの人生を豊かにするために

◇西内幹事挨拶
　この１年間、幹事を務
めました西内です。歯科
医院は、おおかたが木曜
日が休みですので、水曜
日というのは非常にリラ
ックスした嬉しい曜日な

んですが、残念ながらこの１年間は水曜日が
非常に重荷でした。そういう意味では明日か
ら水曜日の呪縛に解放され、平穏な時間が送
れると思います。この１年間、かなり制約さ
れたようにも思いますが、でも楽しかったよ
うにも思います。
　中平会長は、僕に、１つのことを言えば10
分かってくれるわよね、という、頭の切れる
方でしたが、すみません。僕は１つ言われた
ことは１つしかできませんでした。誠に申し
訳なく思っています。
　副会長の浦田さんは、僕があんちょこに進
めていこうとすると、いつも「西内さん、そ
れは違うよ」と言ってくれました。本当にあ
りがとうございます。鬼田さんは、僕が副幹
事のときのように、のほほ～んとしていまし
たが、５月、６月になってようやく尻に火が
点き始めたようで、多分今日あたりは非常に
緊張していると思います。

　前幹事の西森やよいさんから、たくさんの
資料をいただきました。ありがとうございま
す。そのご苦労は幹事になって、よく分かり
ました。また、元幹事の方々からも引き継ぎ
に関してお電話や資料をいただきました。本
当にありがとうございます。理事の西森さん、
理事会の時はいつもしかめっ面をしていまし
た。打ち上げの時はいつものように笑ってい
まして安心しましたが、理事会での緊張感、
ありがとうございました。クラブ計画書では、
永野さんにお世話になりました。前田さんに
は、会員にはいろんな意見があって、全会一
致にならないときもあるけど、そのとき幹事
の役割などを教えていただきました。それが
役目が終わる、今頃になってようやく分かっ
てきました。ありがとうございます。
　最後に、事務局の河野さん、会長からはい
つも「河野さんに頼っていては駄目だ」と言
われましたが、何かあるとすぐに河野さんに
連絡して１年間、お世話になりました。鬼田
さんも多分お世話になると思いますので、よ
ろしくお願いします。
皆さまのご協力とご厚意のもと、家内と２人
で頑張ってきました。本当に１年間、ありが
とうございました。

◇浦田健治次期会長挨拶
　私は、残念ながらお亡
くなりになった久松啓一
さんと仕事の関係で可愛
がっていただき、2005年
７月に正式に入会しまし
た。安藝さんが会長だっ

たときの最終夜間例会に、プレ入会という形
で連れてきていただいたことを昨日のように
思い出します。久松さんからは、ロータリー
は特別なことはしないで、仕事を一生懸命し
ていたら会員としては合格なんだと、職業奉
仕の心をひと言で言っていただいたと思いま
す。
　ロータリーは1905年に始まっていますので、
私はちょうど100年目に入会したことになり
ます。最初は、今のような真面目なロータリ
アンではありませんでしたが、松野会長のと
きにご指名いただき幹事を務めました。幹事
になる者はＩＭで発表しなければいけないと
いうことで、そこで初めてにわか仕立てで、
本やインターネットで勉強しました。すると、
ロータリーってなかなか面白いなと、今さら
ながらに思って、以来、私なりにロータリー
の歴史や職業奉仕などを勉強してきて、少し
ロータリーの会員らしくなってきたなという
思いがあります。
　そして、皆さんにご指名いただき、来年度
会長を務めるにあたり、ぜひ、この人と思っ
ていた鬼田さんに幹事をお願いして、快く受
けていただきました。このコロナ禍で、３期

にわたって大変ご苦労されたと思いますが、
私と鬼田さんは、コロナのことはほとんど意
識せずに、通常の諸々の催しや活動をしなけ
ればいけないと思っています。
　まだまだ未熟者ですが、皆さまのお力添え
をいただいて、来年度、何とか頑張っていき
たいと思います。どうぞよろしくお願いしま
す。
◇鬼田知明次期幹事挨拶

　とうとうというか、や
っとというか、この日が
やってまいりました。浦
田さんから幹事をという
お話があり、お引き受け
いたしました。私は入会

して９年目ですが、ロータリーのことを何も
勉強していなかったこと。本も読んでいなか
ったことを痛切に感じ、７月からはきちんと
読んで、奉仕とは何かを１年間考えていきた
いと思います。
　奉仕については、いろいろな解釈があるな
ということが、ここ３ヵ月ほどで分かりまし
た。そういったことを私なりに噛み砕いて、
若い会員にも伝えていくことができたらなと
考えています。
　７月からは、浦田会長を先頭に、私は裏方
として、理事、委員長、そして皆さまのお力
を借りながら、またご協力をいただきながら、
１年間、微力ですが幹事を努めていきたいと
思います。
　先日開かれたおつかれ会の席で、中平会長

と西内幹事の満面の笑みを見たとき、あぁ、
お二人は、会員のためにあらゆるものに注力
して、この１年間を過ごしてきたんだと感じ
ました。来年の今頃、浦田会長と私も、そん

な気持ちになれるよう努めたいと思います。
　皆さまには、ご迷惑をおかけすることも多
々あるかと思いますが、ご指導、ご協力をよ
ろしくお願いいたします。

•中平真理子　１年間、ご協力ありがとうご
ざいました。少しゆっくりさせていただきま
す。
•西内俊介　この１年間ありがとうございま
した。と同時にほっとしています。本当に忙
しかった反面、来月からは寂しい気持ちにな
るかもしれません。
•浦田健治　無事、最終夜間例会を迎えられ、
中平会長、西内幹事おめでとうございます。
１年間お疲れ様でした。
•鬼田知明　中平会長、西内幹事、１年間お
世話になりありがとうございました。
•福岡満喜子　中平会長、西内幹事、１年間
ありがとうございました。親睦委員会にアド
バイスありがとうございました。

•西森やよい　中平会長、西内幹事、１年間
本当にお世話になりありがとうございました。
おむつバンクについて、ユニ・チャームさん
が観音寺市で実証実験を始めてくださいまし
た。ユニ・チャームさんのホームページには、
高知東ＲＣにも言及されています。ぜひご覧
ください。
•竹村克彦　中平会長、西内幹事、１年間ご
苦労様でした。
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たときの最終夜間例会に、プレ入会という形
で連れてきていただいたことを昨日のように
思い出します。久松さんからは、ロータリー
は特別なことはしないで、仕事を一生懸命し
ていたら会員としては合格なんだと、職業奉
仕の心をひと言で言っていただいたと思いま
す。
　ロータリーは1905年に始まっていますので、
私はちょうど100年目に入会したことになり
ます。最初は、今のような真面目なロータリ
アンではありませんでしたが、松野会長のと
きにご指名いただき幹事を務めました。幹事
になる者はＩＭで発表しなければいけないと
いうことで、そこで初めてにわか仕立てで、
本やインターネットで勉強しました。すると、
ロータリーってなかなか面白いなと、今さら
ながらに思って、以来、私なりにロータリー
の歴史や職業奉仕などを勉強してきて、少し
ロータリーの会員らしくなってきたなという
思いがあります。
　そして、皆さんにご指名いただき、来年度
会長を務めるにあたり、ぜひ、この人と思っ
ていた鬼田さんに幹事をお願いして、快く受
けていただきました。このコロナ禍で、３期

にわたって大変ご苦労されたと思いますが、
私と鬼田さんは、コロナのことはほとんど意
識せずに、通常の諸々の催しや活動をしなけ
ればいけないと思っています。
　まだまだ未熟者ですが、皆さまのお力添え
をいただいて、来年度、何とか頑張っていき
たいと思います。どうぞよろしくお願いしま
す。
◇鬼田知明次期幹事挨拶

　とうとうというか、や
っとというか、この日が
やってまいりました。浦
田さんから幹事をという
お話があり、お引き受け
いたしました。私は入会

して９年目ですが、ロータリーのことを何も
勉強していなかったこと。本も読んでいなか
ったことを痛切に感じ、７月からはきちんと
読んで、奉仕とは何かを１年間考えていきた
いと思います。
　奉仕については、いろいろな解釈があるな
ということが、ここ３ヵ月ほどで分かりまし
た。そういったことを私なりに噛み砕いて、
若い会員にも伝えていくことができたらなと
考えています。
　７月からは、浦田会長を先頭に、私は裏方
として、理事、委員長、そして皆さまのお力
を借りながら、またご協力をいただきながら、
１年間、微力ですが幹事を努めていきたいと
思います。
　先日開かれたおつかれ会の席で、中平会長

と西内幹事の満面の笑みを見たとき、あぁ、
お二人は、会員のためにあらゆるものに注力
して、この１年間を過ごしてきたんだと感じ
ました。来年の今頃、浦田会長と私も、そん

な気持ちになれるよう努めたいと思います。
　皆さまには、ご迷惑をおかけすることも多
々あるかと思いますが、ご指導、ご協力をよ
ろしくお願いいたします。

•中平真理子　１年間、ご協力ありがとうご
ざいました。少しゆっくりさせていただきま
す。
•西内俊介　この１年間ありがとうございま
した。と同時にほっとしています。本当に忙
しかった反面、来月からは寂しい気持ちにな
るかもしれません。
•浦田健治　無事、最終夜間例会を迎えられ、
中平会長、西内幹事おめでとうございます。
１年間お疲れ様でした。
•鬼田知明　中平会長、西内幹事、１年間お
世話になりありがとうございました。
•福岡満喜子　中平会長、西内幹事、１年間
ありがとうございました。親睦委員会にアド
バイスありがとうございました。

•西森やよい　中平会長、西内幹事、１年間
本当にお世話になりありがとうございました。
おむつバンクについて、ユニ・チャームさん
が観音寺市で実証実験を始めてくださいまし
た。ユニ・チャームさんのホームページには、
高知東ＲＣにも言及されています。ぜひご覧
ください。
•竹村克彦　中平会長、西内幹事、１年間ご
苦労様でした。



◇ロータリーソング
  「それでこそロータリー」
◇お客様紹介
・水曜会
　　大久保安子さん　　浦田比奈子さん
　　沖　伸歩子さん　　猿田静子さん
　　寺村みゆきさん　　西森きらさん
　　西森大翔君　　　　西森美和さん
　　西内恵子さん　　　早瀬恵美子さん
　　松﨑範子さん　　　𠮷永佳子さん
・米山記念奨学生　　　田　甘霖さん
・ピアノ伴奏　　　　　小笠原貴美子さん
◇会　長　挨　拶　

　皆さん、こんばんは。
たくさんの皆さまにお越
しいただき、本当にあり
がとうございます。西内
幹事とともに７月から１
年間、会長・幹事を務め

させていただきました。何分にも不慣れでい
ろいろご迷惑をおかけしたことと思います。
出だしからコロナで行事が例年どおり進行で
きませんでしたが、７月早々のガバナー補佐
訪問とガバナー公式訪問は、何とか行うこと
ができました。８月25日から３回、例会の開
催ができませんでしたが、その後は、理事は
じめ会員の皆さまのロータリーに対する熱い
思いで、お弁当持ち帰り例会を入れながら、
全て予定どおり開催できました。今日で40回
目の例会だと思います。

　会長をお引き受けしたときに、他の役職を
整理して１年を送る予定でしたが、全く整理
できず１年が過ぎてしまいました。この間、
コロナでオンライン会議が増えたことで、何
とか１度も例会を欠席することなく全うでき、
一番ホッとしています。
 今年度の運営方針「奉仕の理想の理解を深
めるために、さらなる親睦を」に沿って、で
きるだけ会長挨拶の中に、奉仕と親睦の言葉
を入れるように努めました。また、新しく誕
生したいろいろな同好会を通じて、会員同士
のさらなる親睦が深まるよう期待しています。
　この１年、会員の皆さま、特に役員、理事、
各委員長の皆さまには多大なご協力、ご支援
をいただきました。また、水曜会、ご家族の
皆さまには夜間例会のご出席にとどまらず、
オークションにもご協力いただき、他のクラ
ブ以上に多くのウクライナ支援ができました。
そして、西内幹事と奥様はもちろん一番ご苦
労されたことと思います。改めまして、全て
の皆さまに感謝申し上げます。ありがとうご
ざいました。
　いよいよ、浦田・鬼田年度のスタートです。
今年度できなかった多くのことを実行してい
ただけることと思います。今後とも、ぜひお
二人にご協力、ご支援をよろしくお願いいた
します。１年間、本当にありがとうございま
した。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

◇五百蔵誠一会員退会挨拶
　この６月末をもって、
ロータリーを退会するこ
とになりました。２年と
いう短い間でしたが、本
当に皆さんのおかげで楽
しく、そしてまた非常に

充実したロータリーライフを送ることができ
ました。本当にありがとうございました。特
にこの１年間は会計、理事ということで東Ｒ
Ｃの運営にも少し携わることができ勉強にな
りました。そして、通常例会だけでなく、ゴ
ルフや英会話、ワイン、ハイキング等々、い
ろんな親睦の会に声をかけていただき、参加
して、人生が豊かになったような感じがしま
す。
　ご案内のとおり、３月末をもって四国銀行
を退職し、今は高知県の代表監査委員として
県庁の北庁舎に通っています。四国銀行には
ちょうど40年勤務しました。銀行時代も皆さ
んには大変お世話になりました。この場をお
借りして感謝申し上げたいと思います。
　ロータリーの精神は、「奉仕をしよう、み
んなの人生を豊かにする」ですが、今、私は
県民のために奉仕をしなさいという立場です。

今まで培ってきた経験を、多少は生かせるか
もわからないなと思いながら、新しい時代に
合った行政とはというところを見ながら、監
査という立場で助言できればと考えながら務
めていきたいと思います。
　良かったのは、少し時間ができたことで、
今までできなかったこと、少し違ったことも
やってみようと思っています。ロータリーは
退会しますが、また何かの機会には、個人的
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県民のために奉仕をしなさいという立場です。

今まで培ってきた経験を、多少は生かせるか
もわからないなと思いながら、新しい時代に
合った行政とはというところを見ながら、監
査という立場で助言できればと考えながら務
めていきたいと思います。
　良かったのは、少し時間ができたことで、
今までできなかったこと、少し違ったことも
やってみようと思っています。ロータリーは
退会しますが、また何かの機会には、個人的
なお付き合いもできればと考えています。
 最後に、中平会長はじめ東ＲＣの皆さま、
本当にありがとうございました。これからも
東ＲＣのますますの発展と、皆さま方のご健
勝を祈念して、私の退会の挨拶とさせていた
だきます。どうもありがとうございました。
◇ピアノの小笠原貴美子さんにお礼とお花を
お渡ししました。
◇事務局の河野さんと近森さんにお礼の花束
をお渡ししました。
◇竹村直前会長、西森直前幹事より中平会長、
西内幹事に記念バッチとお花を贈呈。
◇中平会長、西内幹事より浦田次期会長、鬼
田次期幹事に引き継ぎバッチの贈呈。

◇西内幹事挨拶
　この１年間、幹事を務
めました西内です。歯科
医院は、おおかたが木曜
日が休みですので、水曜
日というのは非常にリラ
ックスした嬉しい曜日な

んですが、残念ながらこの１年間は水曜日が
非常に重荷でした。そういう意味では明日か
ら水曜日の呪縛に解放され、平穏な時間が送
れると思います。この１年間、かなり制約さ
れたようにも思いますが、でも楽しかったよ
うにも思います。
　中平会長は、僕に、１つのことを言えば10
分かってくれるわよね、という、頭の切れる
方でしたが、すみません。僕は１つ言われた
ことは１つしかできませんでした。誠に申し
訳なく思っています。
　副会長の浦田さんは、僕があんちょこに進
めていこうとすると、いつも「西内さん、そ
れは違うよ」と言ってくれました。本当にあ
りがとうございます。鬼田さんは、僕が副幹
事のときのように、のほほ～んとしていまし
たが、５月、６月になってようやく尻に火が
点き始めたようで、多分今日あたりは非常に
緊張していると思います。

　前幹事の西森やよいさんから、たくさんの
資料をいただきました。ありがとうございま
す。そのご苦労は幹事になって、よく分かり
ました。また、元幹事の方々からも引き継ぎ
に関してお電話や資料をいただきました。本
当にありがとうございます。理事の西森さん、
理事会の時はいつもしかめっ面をしていまし
た。打ち上げの時はいつものように笑ってい
まして安心しましたが、理事会での緊張感、
ありがとうございました。クラブ計画書では、
永野さんにお世話になりました。前田さんに
は、会員にはいろんな意見があって、全会一
致にならないときもあるけど、そのとき幹事
の役割などを教えていただきました。それが
役目が終わる、今頃になってようやく分かっ
てきました。ありがとうございます。
　最後に、事務局の河野さん、会長からはい
つも「河野さんに頼っていては駄目だ」と言
われましたが、何かあるとすぐに河野さんに
連絡して１年間、お世話になりました。鬼田
さんも多分お世話になると思いますので、よ
ろしくお願いします。
皆さまのご協力とご厚意のもと、家内と２人
で頑張ってきました。本当に１年間、ありが
とうございました。

◇浦田健治次期会長挨拶
　私は、残念ながらお亡
くなりになった久松啓一
さんと仕事の関係で可愛
がっていただき、2005年
７月に正式に入会しまし
た。安藝さんが会長だっ

たときの最終夜間例会に、プレ入会という形
で連れてきていただいたことを昨日のように
思い出します。久松さんからは、ロータリー
は特別なことはしないで、仕事を一生懸命し
ていたら会員としては合格なんだと、職業奉
仕の心をひと言で言っていただいたと思いま
す。
　ロータリーは1905年に始まっていますので、
私はちょうど100年目に入会したことになり
ます。最初は、今のような真面目なロータリ
アンではありませんでしたが、松野会長のと
きにご指名いただき幹事を務めました。幹事
になる者はＩＭで発表しなければいけないと
いうことで、そこで初めてにわか仕立てで、
本やインターネットで勉強しました。すると、
ロータリーってなかなか面白いなと、今さら
ながらに思って、以来、私なりにロータリー
の歴史や職業奉仕などを勉強してきて、少し
ロータリーの会員らしくなってきたなという
思いがあります。
　そして、皆さんにご指名いただき、来年度
会長を務めるにあたり、ぜひ、この人と思っ
ていた鬼田さんに幹事をお願いして、快く受
けていただきました。このコロナ禍で、３期

にわたって大変ご苦労されたと思いますが、
私と鬼田さんは、コロナのことはほとんど意
識せずに、通常の諸々の催しや活動をしなけ
ればいけないと思っています。
　まだまだ未熟者ですが、皆さまのお力添え
をいただいて、来年度、何とか頑張っていき
たいと思います。どうぞよろしくお願いしま
す。
◇鬼田知明次期幹事挨拶

　とうとうというか、や
っとというか、この日が
やってまいりました。浦
田さんから幹事をという
お話があり、お引き受け
いたしました。私は入会

して９年目ですが、ロータリーのことを何も
勉強していなかったこと。本も読んでいなか
ったことを痛切に感じ、７月からはきちんと
読んで、奉仕とは何かを１年間考えていきた
いと思います。
　奉仕については、いろいろな解釈があるな
ということが、ここ３ヵ月ほどで分かりまし
た。そういったことを私なりに噛み砕いて、
若い会員にも伝えていくことができたらなと
考えています。
　７月からは、浦田会長を先頭に、私は裏方
として、理事、委員長、そして皆さまのお力
を借りながら、またご協力をいただきながら、
１年間、微力ですが幹事を努めていきたいと
思います。
　先日開かれたおつかれ会の席で、中平会長

と西内幹事の満面の笑みを見たとき、あぁ、
お二人は、会員のためにあらゆるものに注力
して、この１年間を過ごしてきたんだと感じ
ました。来年の今頃、浦田会長と私も、そん

な気持ちになれるよう努めたいと思います。
　皆さまには、ご迷惑をおかけすることも多
々あるかと思いますが、ご指導、ご協力をよ
ろしくお願いいたします。

•中平真理子　１年間、ご協力ありがとうご
ざいました。少しゆっくりさせていただきま
す。
•西内俊介　この１年間ありがとうございま
した。と同時にほっとしています。本当に忙
しかった反面、来月からは寂しい気持ちにな
るかもしれません。
•浦田健治　無事、最終夜間例会を迎えられ、
中平会長、西内幹事おめでとうございます。
１年間お疲れ様でした。
•鬼田知明　中平会長、西内幹事、１年間お
世話になりありがとうございました。
•福岡満喜子　中平会長、西内幹事、１年間
ありがとうございました。親睦委員会にアド
バイスありがとうございました。

•西森やよい　中平会長、西内幹事、１年間
本当にお世話になりありがとうございました。
おむつバンクについて、ユニ・チャームさん
が観音寺市で実証実験を始めてくださいまし
た。ユニ・チャームさんのホームページには、
高知東ＲＣにも言及されています。ぜひご覧
ください。
•竹村克彦　中平会長、西内幹事、１年間ご
苦労様でした。
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二人にご協力、ご支援をよろしくお願いいた
します。１年間、本当にありがとうございま
した。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

◇五百蔵誠一会員退会挨拶
　この６月末をもって、
ロータリーを退会するこ
とになりました。２年と
いう短い間でしたが、本
当に皆さんのおかげで楽
しく、そしてまた非常に

充実したロータリーライフを送ることができ
ました。本当にありがとうございました。特
にこの１年間は会計、理事ということで東Ｒ
Ｃの運営にも少し携わることができ勉強にな
りました。そして、通常例会だけでなく、ゴ
ルフや英会話、ワイン、ハイキング等々、い
ろんな親睦の会に声をかけていただき、参加
して、人生が豊かになったような感じがしま
す。
　ご案内のとおり、３月末をもって四国銀行
を退職し、今は高知県の代表監査委員として
県庁の北庁舎に通っています。四国銀行には
ちょうど40年勤務しました。銀行時代も皆さ
んには大変お世話になりました。この場をお
借りして感謝申し上げたいと思います。
　ロータリーの精神は、「奉仕をしよう、み
んなの人生を豊かにする」ですが、今、私は
県民のために奉仕をしなさいという立場です。

今まで培ってきた経験を、多少は生かせるか
もわからないなと思いながら、新しい時代に
合った行政とはというところを見ながら、監
査という立場で助言できればと考えながら務
めていきたいと思います。
　良かったのは、少し時間ができたことで、
今までできなかったこと、少し違ったことも
やってみようと思っています。ロータリーは
退会しますが、また何かの機会には、個人的
なお付き合いもできればと考えています。
 最後に、中平会長はじめ東ＲＣの皆さま、
本当にありがとうございました。これからも
東ＲＣのますますの発展と、皆さま方のご健
勝を祈念して、私の退会の挨拶とさせていた
だきます。どうもありがとうございました。
◇ピアノの小笠原貴美子さんにお礼とお花を
お渡ししました。
◇事務局の河野さんと近森さんにお礼の花束
をお渡ししました。
◇竹村直前会長、西森直前幹事より中平会長、
西内幹事に記念バッチとお花を贈呈。
◇中平会長、西内幹事より浦田次期会長、鬼
田次期幹事に引き継ぎバッチの贈呈。

◇西内幹事挨拶
　この１年間、幹事を務
めました西内です。歯科
医院は、おおかたが木曜
日が休みですので、水曜
日というのは非常にリラ
ックスした嬉しい曜日な

んですが、残念ながらこの１年間は水曜日が
非常に重荷でした。そういう意味では明日か
ら水曜日の呪縛に解放され、平穏な時間が送
れると思います。この１年間、かなり制約さ
れたようにも思いますが、でも楽しかったよ
うにも思います。
　中平会長は、僕に、１つのことを言えば10
分かってくれるわよね、という、頭の切れる
方でしたが、すみません。僕は１つ言われた
ことは１つしかできませんでした。誠に申し
訳なく思っています。
　副会長の浦田さんは、僕があんちょこに進
めていこうとすると、いつも「西内さん、そ
れは違うよ」と言ってくれました。本当にあ
りがとうございます。鬼田さんは、僕が副幹
事のときのように、のほほ～んとしていまし
たが、５月、６月になってようやく尻に火が
点き始めたようで、多分今日あたりは非常に
緊張していると思います。

　前幹事の西森やよいさんから、たくさんの
資料をいただきました。ありがとうございま
す。そのご苦労は幹事になって、よく分かり
ました。また、元幹事の方々からも引き継ぎ
に関してお電話や資料をいただきました。本
当にありがとうございます。理事の西森さん、
理事会の時はいつもしかめっ面をしていまし
た。打ち上げの時はいつものように笑ってい
まして安心しましたが、理事会での緊張感、
ありがとうございました。クラブ計画書では、
永野さんにお世話になりました。前田さんに
は、会員にはいろんな意見があって、全会一
致にならないときもあるけど、そのとき幹事
の役割などを教えていただきました。それが
役目が終わる、今頃になってようやく分かっ
てきました。ありがとうございます。
　最後に、事務局の河野さん、会長からはい
つも「河野さんに頼っていては駄目だ」と言
われましたが、何かあるとすぐに河野さんに
連絡して１年間、お世話になりました。鬼田
さんも多分お世話になると思いますので、よ
ろしくお願いします。
皆さまのご協力とご厚意のもと、家内と２人
で頑張ってきました。本当に１年間、ありが
とうございました。

◇浦田健治次期会長挨拶
　私は、残念ながらお亡
くなりになった久松啓一
さんと仕事の関係で可愛
がっていただき、2005年
７月に正式に入会しまし
た。安藝さんが会長だっ

たときの最終夜間例会に、プレ入会という形
で連れてきていただいたことを昨日のように
思い出します。久松さんからは、ロータリー
は特別なことはしないで、仕事を一生懸命し
ていたら会員としては合格なんだと、職業奉
仕の心をひと言で言っていただいたと思いま
す。
　ロータリーは1905年に始まっていますので、
私はちょうど100年目に入会したことになり
ます。最初は、今のような真面目なロータリ
アンではありませんでしたが、松野会長のと
きにご指名いただき幹事を務めました。幹事
になる者はＩＭで発表しなければいけないと
いうことで、そこで初めてにわか仕立てで、
本やインターネットで勉強しました。すると、
ロータリーってなかなか面白いなと、今さら
ながらに思って、以来、私なりにロータリー
の歴史や職業奉仕などを勉強してきて、少し
ロータリーの会員らしくなってきたなという
思いがあります。
　そして、皆さんにご指名いただき、来年度
会長を務めるにあたり、ぜひ、この人と思っ
ていた鬼田さんに幹事をお願いして、快く受
けていただきました。このコロナ禍で、３期

にわたって大変ご苦労されたと思いますが、
私と鬼田さんは、コロナのことはほとんど意
識せずに、通常の諸々の催しや活動をしなけ
ればいけないと思っています。
　まだまだ未熟者ですが、皆さまのお力添え
をいただいて、来年度、何とか頑張っていき
たいと思います。どうぞよろしくお願いしま
す。
◇鬼田知明次期幹事挨拶

　とうとうというか、や
っとというか、この日が
やってまいりました。浦
田さんから幹事をという
お話があり、お引き受け
いたしました。私は入会

して９年目ですが、ロータリーのことを何も
勉強していなかったこと。本も読んでいなか
ったことを痛切に感じ、７月からはきちんと
読んで、奉仕とは何かを１年間考えていきた
いと思います。
　奉仕については、いろいろな解釈があるな
ということが、ここ３ヵ月ほどで分かりまし
た。そういったことを私なりに噛み砕いて、
若い会員にも伝えていくことができたらなと
考えています。
　７月からは、浦田会長を先頭に、私は裏方
として、理事、委員長、そして皆さまのお力
を借りながら、またご協力をいただきながら、
１年間、微力ですが幹事を努めていきたいと
思います。
　先日開かれたおつかれ会の席で、中平会長

と西内幹事の満面の笑みを見たとき、あぁ、
お二人は、会員のためにあらゆるものに注力
して、この１年間を過ごしてきたんだと感じ
ました。来年の今頃、浦田会長と私も、そん

な気持ちになれるよう努めたいと思います。
　皆さまには、ご迷惑をおかけすることも多
々あるかと思いますが、ご指導、ご協力をよ
ろしくお願いいたします。

•中平真理子　１年間、ご協力ありがとうご
ざいました。少しゆっくりさせていただきま
す。
•西内俊介　この１年間ありがとうございま
した。と同時にほっとしています。本当に忙
しかった反面、来月からは寂しい気持ちにな
るかもしれません。
•浦田健治　無事、最終夜間例会を迎えられ、
中平会長、西内幹事おめでとうございます。
１年間お疲れ様でした。
•鬼田知明　中平会長、西内幹事、１年間お
世話になりありがとうございました。
•福岡満喜子　中平会長、西内幹事、１年間
ありがとうございました。親睦委員会にアド
バイスありがとうございました。

•西森やよい　中平会長、西内幹事、１年間
本当にお世話になりありがとうございました。
おむつバンクについて、ユニ・チャームさん
が観音寺市で実証実験を始めてくださいまし
た。ユニ・チャームさんのホームページには、
高知東ＲＣにも言及されています。ぜひご覧
ください。
•竹村克彦　中平会長、西内幹事、１年間ご
苦労様でした。



●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

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
1,252,200円

0円
1,312,200円

13,086円
0円

13,086円

1,265,286円
0円

1,325,286円

チビニコ 合　計

６月29日
今期の累計

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

■高知東ＲＣ当面の日程
７月20日㈬　各委員会発表
７月27日㈬　役員会
８月３日㈬　定例理事会
８月10日㈬　休会（お盆休み）
８月24日㈬　時間変更例会
　　　　　　　　　（ザ クラウンパレス）
　　　　　　役員会（例会前）
８月31日㈬　ガバナー補佐訪問
　　　　　　第３回クラブ協議会
　　　　　　　　　　　　　（例会終了後）

■例会変更のお知らせ
高知中央ＲＣ　７月14日㈭　夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　７月19日㈫　休会
高知中央ＲＣ　７月21日㈭　休会
高知北ＲＣ　　７月25日㈪　夜間例会
高知西ＲＣ　　７月29日㈮　ロータリー休日

● 出席率報告 ●

６月29日
６月15日

総数
－2 54
－5 54

出席
44
39

欠席
2
0

メイク
アップ HC出席率

81.48％
72.22％

出席率
96.08％
100％

6
10

ワイン同好会
2022年６月23日㈭　於：ザ クラウンパレス新阪急２階・マンダリンコート
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