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本日　７月20日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　各　　委　　員　　会　　発　　表

次週　７月27日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「私の履歴書」

関　　雅明 会員

第2538回　例会報告／令和４年７月６日　天候　曇
◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
新しい期がいよいよ始ま
りました。私も鬼田幹事
も不慣れでございますの
で、優しく温かく見守っ
ていただければ、と同時

に積極的に援助の方をよろしくお願いいたし
ます。
　台風も無事通り過ぎて、夏本番に入ってま
いりました。これから１年間、クラブ運営を
一生懸命やりたいと思いますけれども、実際、
委員会構成されてます各委員会、それから鬼
田幹事がしっかりしていただければ、私はの
んびりとやれるのではないかと思います。よ
ろしくお願いいたします。
◇新入会員紹介
　　　　　　•氏　　名　傍島裕二郎
　　　　　　•生年月日　昭和42年８月24日
　　　　　　•職　　業　三井住友海上火災
　　　　　　　　　　　　保険会社
　　　　　　　　　　　　四国西支店長
•配　偶　者　理栄子 様
•趣　　味　ゴルフ、ランニング
•専任アドバイザー　　𠮷永光男会員
•傍島裕二郎氏挨拶
　三井住友海上の四国西支店長の傍島と言い

ます。今、私の担当エリアは高知と愛媛で、
半分ずつ行ったり来たりしている状況ですが、
水曜日を中心に高知で仕事をするリズムで、
何とか出席100％達成をしたいと思っていま
す。
　私は昭和42年生まれの今年55歳です。出身
は京都の南部。入社後はほとんど海外で、ベ
トナム２回、台湾１回に駐在していますので、
そんな話も今後皆さんとできればと思ってい
ます。よろしくお願いいたします。
◇７月の会員祝日（敬称略）
•会員誕生日　　
　西森　良文
　森田多麻美
•配偶者誕生日
　松﨑　範子
　永野　美佐
　松本　功子
　岡﨑千夏子
•入会記念日
　松岡　英雄　　森田　倫光　　猿田　隆夫
　松本　隆之　　鬼頭　愼一　　寺尾　正生
　西森　良文　　浦田　健治　　高橋　典子
　西森やよい
◇幹　事　報　告
・７月のロータリーレートは136円です。
・本日例会終了後、理事会を行います。
・来週、再来週は委員会報告です。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

　運営方針を４つの重点項目にまとめました。
１．親睦
　せっかく異業種の一国一城の人々が集うわ
けですから、遠慮し合っていては意味があり
ません。遠慮のない熱い議論を大いに戦わせ
るべきでしょう。しかし、間違っても無益な
諍いをしてはいけません。そのためにも日頃
から互いに気心が通じ合っていることが肝要
です。遊んだり、飲み食いしたり、議論した
り、大いに楽しもうではありませんか。
２．例会の充実
　ロータリアンとして、毎週１回このように
例会に出席して、貴重な時間を共にする以上、
例会会場から何かを持ち帰ってもらわなけれ
ばなりません。その日のテーブルを囲むロー
タリアン同士の親睦と、毎回の興味深い卓話
が欠かせません。
３．委員会活動について
　ロータリアンは委員会で委員として、知恵
と労力を費やす以上、その労に対し報われな
ければなりません。事業計画を委員全員で全
うしようとする過程で、自然と親睦も生まれ、
相互に影響し合うことが期待されると思いま
す。
４．ロータリーの歴史を学ぶ
　まっさらの会員がロータリーを楽しみつつ、
本来の職業奉仕に勤しむ真のロータリアンに
なるためには、ロータリーならではの文化を
学ぶ必要があります。時に、先輩が後輩に言
うところの「そのうち分かる」では、おそら
く間に合いません。会員になって間もない人、
これから会員になる人に、先人の偉大なロー
タリアンがどのような言葉や足跡、書物を残
してくれたかを伝える努力を互いにすべきで
あると考えます。私も会長挨拶時には、でき
るだけロータリーの話を盛り込んでいきたい
と思っています。
　ロータリークラブに入っているといえば、
世間的には規模の大きな、いわゆるボランテ
ィア団体に入っているんだねと思われている
と感じることが多くあります。確かに、昨今
の国際ロータリーの発信するホームページ等
の情報を見る限り、世間のみならず、多くの
ロータリークラブ会員もその認識を持って、

ロータリーに入会し、その後、社会奉仕活動
や人道活動に勤しんでいるのが実態だと思い
ます。
　国際ロータリーのホームページでは、
「ロータリーとは」の表題のもと、次のよう
な説明文が掲載されています。
「1905年にシカゴで創設されたロータリーで
は、110年以上、様々な職業を持つ人や市民
のリーダーが世界を変える行動人となり、そ
の経験と知識を生かして、社会奉仕活動や人
道的活動に取り組んできました。識字率向
上、平和構築、水と衛生の改善など、幅広い
分野で持続可能な影響をもたらすために、
ロータリーの会員は毎日、世界のどこかで活
動しています」
　この文章を素直に読めば、多くの人は、ロ
ータリー活動とは創設以来、一貫してボラン
ティア活動がメインなのだなと思うでしょう。
しかし、一方でロータリーに造詣の深いロー
タリアンたちに、意見を聞けば相当異論が出
てくるのではないでしょうか。すなわち、国
際ロータリーの言う「ロータリーとは」の中
に、昔から大事にしてきたサービス、日本語
訳でいえば職業奉仕、そういう言葉がどこに
も掲載されていません。
「1905年にシカゴで創設されたロータリー」
　これは正しい。その後の文章は、ここ10年、
20年の世界のロータリーの行動を書いている
だけで、いわゆるアメリカ全土に職業奉仕の
考え方が支持され、会員が増え、ロータリー
哲学のもとに事業を行い、それでロータリー
が大きくなってきた。そういうものがすっぽ
り抜けてるように、私は思います。
　110年以上かけて世界中に普及し、ロータ
リーは稀にみる巨大な団体になりました。樹
木に例えれば、大いなる巨木です。しかし、
この巨木に生い茂ったボランティアの枝葉に
覆い隠されて、見えない太い幹や地中の大き
な根っこに当たるロータリー独自の、特有の
職業奉仕に対する記載がほとんど見当たらな
くなってきたことは、本当に残念に思います。
社会奉仕活動や人道活動は決して間違った行
動ではありません。素晴らしいことですが、
そのような活動に励むことのできる余裕のあ

る会員の経営する企業の安定は、いつ、誰か
らもたらされたものでしょうか。
　ロータリーの歴史をよく学んだロータリア
ンは、シェルドンやガイガンディカー、その
他偉大なロータリアンによってサービス、つ
まり職業奉仕というロータリー独自の優れた
思想が形成され、その思想を胸に、各ロータ
リアンが自身の事業の発展に努力し、成功に
こぎつけたことを知っています。その歴史の
中で、ロータリーの２つのモットー、つまり
「最もよく奉仕する者　最もよく報いられ
る」そこから派生した「超我の奉仕」。こう
いったものが生まれて、それからまた、皆さ
んの愛する「四つのテスト」の標語なども普
及し、ロータリー独自の文化の象徴となった
わけです。
　1929年に起きた世界大恐慌、当時、ロータ
リーに加入している、りっぱな事業を行った
人たちは、恐慌の中でも会社を潰さなかった。
その後、大きく伸びたということから「ロー
タリークラブに入ったなら、そこの会員の会
社は潰れない」なんていう神話が生まれてい
ます。
　また、ロータリー活動のもう一つの柱とし
ての社会奉仕活動について少し触れます。ロ

ータリー創立後、活発な議論や解釈を重ねた
末に、ライオンズクラブでいう「We serve」
と対比して、ロータリーでは、原則「 I serve」、
つまり、社会奉仕は個人奉仕として取り組む
べきであるとされてきました。しかし、時が
経つにつれ、今やロータリーでいう社会奉仕
活動と他の団体の行うボランティア活動と、
ほとんど混同されてしまっているような現象
になっていると思います。
　さて、私と鬼田さんが今年１年間、伝統あ
る高知東ＲＣの会長、幹事を務めるにあたり、
会員皆さまのお役に立つには何をすべきであ
ろうかと考えました。コロナ禍や諸情相次い
だ逆風を経て、今ロータリークラブに求めら
れるのは、ロータリーの真の主役である、各
会員の様々な意味での実力アップに、少しで
も寄与することが肝要であると思い立った次
第です。すなわち、ただのロータリー会員か
らロータリアンになろう。ということです。
そこで、私の今年のスローガンは「ロータリ
アンになろう」と決めました。
　以上、私も口でいうほどでもなく勉強不足
です。１年間、鬼田幹事と手を取り合って、
皆さまのお役に立てるよう頑張っていきたい
と思いますので、よろしくお願いいたします。

•浦田健治　本年度１年間、何卒よろしくお
願い申し上げます。入会記念祝いの品ありが
とうございます。本日で、入会17年目になり
ました。
•鬼田知明　会員、事務局の皆さま、楽しい
クラブ運営ができるように努めさせていただ
きたいと思います。１年間よろしくお願いい
たします。
•𠮷永光男　浦田会長、昨晩はご馳走様。浦
田会長、鬼田幹事、エールを送ります。本日
より右の前に座らせていただきます。よろし
く。
•中西克行　浦田会長、鬼田幹事、ガンバレ。
昨日はありがとうございました。
•前川美智子　昨年度は中平真理子会長、西
内俊介幹事、大変お世話になりありがとうご
ざいました。また、福岡親睦委員長にも１年
間楽しませていただきありがとうございまし
た。そして、本日より浦田健治会長、鬼田知
明幹事、これから１年間よろしくお願いいた
します。
•中越貴宣　職業奉仕委員長の中越貴宣です。
初理事、初委員長で皆さまにご迷惑をおかけ
するかもしれませんが、ご指導のほどよろし
くお願いします。
•西森やよい　入会から丸15年たちました。
あのころ娘は生後10ヵ月で、11ヵ月のときに
初めて参加させていただきました。その後、
息子の出産のときには出席免除を認めていた
だき、先日の夜間例会で12歳を迎えることが

できました。皆さまのご厚情に感謝してもし
きれません。本当にありがとうございます。
•土居祐三　浦田会長、吉永副会長、鬼田幹
事、中西副幹事、１年間よろしくお願いしま
す。
•有田憲一　バッチ忘れ。
•西内俊介　何となくにこやかな７月です。
しかしながら、中平さんが隣にいないのが少
し違和感を感じます。浦田さん、鬼田さん、
１年間は長いですよ。先日の理事会の打ち上
げの余りと一緒にニコニコへ。
•福岡満喜子　今年度のスタートです。浦田
会長、鬼田幹事、１年間よろしくお願いいた
します。
•西森良文　誕生祝い、入会祝いのお礼。30
代で入会しましたが、早55歳です。体は65歳
です。
•柳澤光秋　新年度の始まりです。今年もよ
ろしく。６月30日、ガバナー同期会。７月１
日、ガバナー会東京で開催出席。同期会は女
房も。７月16日、八田ガバナーの第１回諮問
委員会で出席します。
•松﨑郷輔　家内の誕生日お祝いありがとう
ございます。
•岡﨑勇樹　妻の誕生祝いありがとうござい
ます。
•永野正将　妻の誕生祝いありがとうござい
ます。
•森田倫光　入会３年目となりました。お祝
いありがとうございます。
•高橋典子　早いもので、入会３年目となり
ます。さらに親睦が図れるよう努力いたしま
す。
•松岡英雄　入会記念お礼。
•猿田隆夫　入会記念の記念品ありがとうご
ざいました。入会何年か忘れています。
•西山忠利　新入会員、傍島さん、皆さんど
うぞよろしく。久しぶりの例会出席。
•傍島裕二郎　伝統ある本クラブに入会させ
ていただきありがとうございました。今後と
もよろしくお願い申し上げます。
•竹村克彦　ＳＡＡとして、１年間頑張りま
す。よろしくお願いします。
•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　

議長　ただ今より、臨時総会を始めます。な
お本日総数54名中46名のご出席をいただいて
おり、本総会はクラブ細則第４条第３節の会
員総数の３分の１以上の出席を満たしており、
成立いたします。90.5％の出席になります。
早速審議に入ります。まず第１号議案「2021
－2022年度決算報告について」前年度会計の
五百蔵委員の代理、松野会員にお願いいたし
ます。

代理・松野会員　2021－2022年度　高知東Ｒ
Ｃ決算報告　

議長　松野会員ありがとうございました。
　続きまして、監査報告に移ります。監査報
告は監査代理の前田会員よりお願いしたいと
思います。

監査報告　６月22日と本日、合わせて確認し
た結果、会計処理は適切に処理されていまし
たので、ここにご報告します。以上でござい
ます。
　
議長　前田さん、ありがとうございました。
　それでは、決算並びに監査報告につきまし
て、何かご質問はございませんでしょうか。
ないようでしたら採決に移ります。2021－
2022年度決算報告に賛成の方の拍手をお願い

いたします。

（承認の拍手）

議長　ありがとうございます。
　では第1号議案について、満場一致で可決
いたしました。
　続いて、第２号議案「2022－2023年度予算
案」の審議に移ります。鬼田幹事説明をお願
いいたします。

鬼田幹事　2022－2023年度予算（案）を説明
　
議長　この予算案につきまして、ご質問はな
いでしょうか。
　ないようですので採決をいたします。2022
－2023年度予算案に賛成の方は、拍手をお願
いいたします。

（承認の拍手）

議長　第２号議案について、満場一致で可決
いたしました。
　これで議案が全て終了いたしましたが、そ
の他にご提案等ございませんでしょうか。
ないようですので、これで臨時総会を終了い
たします。ありがとうございました。
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してくれたかを伝える努力を互いにすべきで
あると考えます。私も会長挨拶時には、でき
るだけロータリーの話を盛り込んでいきたい
と思っています。
　ロータリークラブに入っているといえば、
世間的には規模の大きな、いわゆるボランテ
ィア団体に入っているんだねと思われている
と感じることが多くあります。確かに、昨今
の国際ロータリーの発信するホームページ等
の情報を見る限り、世間のみならず、多くの
ロータリークラブ会員もその認識を持って、

ロータリーに入会し、その後、社会奉仕活動
や人道活動に勤しんでいるのが実態だと思い
ます。
　国際ロータリーのホームページでは、
「ロータリーとは」の表題のもと、次のよう
な説明文が掲載されています。
「1905年にシカゴで創設されたロータリーで
は、110年以上、様々な職業を持つ人や市民
のリーダーが世界を変える行動人となり、そ
の経験と知識を生かして、社会奉仕活動や人
道的活動に取り組んできました。識字率向
上、平和構築、水と衛生の改善など、幅広い
分野で持続可能な影響をもたらすために、
ロータリーの会員は毎日、世界のどこかで活
動しています」
　この文章を素直に読めば、多くの人は、ロ
ータリー活動とは創設以来、一貫してボラン
ティア活動がメインなのだなと思うでしょう。
しかし、一方でロータリーに造詣の深いロー
タリアンたちに、意見を聞けば相当異論が出
てくるのではないでしょうか。すなわち、国
際ロータリーの言う「ロータリーとは」の中
に、昔から大事にしてきたサービス、日本語
訳でいえば職業奉仕、そういう言葉がどこに
も掲載されていません。
「1905年にシカゴで創設されたロータリー」
　これは正しい。その後の文章は、ここ10年、
20年の世界のロータリーの行動を書いている
だけで、いわゆるアメリカ全土に職業奉仕の
考え方が支持され、会員が増え、ロータリー
哲学のもとに事業を行い、それでロータリー
が大きくなってきた。そういうものがすっぽ
り抜けてるように、私は思います。
　110年以上かけて世界中に普及し、ロータ
リーは稀にみる巨大な団体になりました。樹
木に例えれば、大いなる巨木です。しかし、
この巨木に生い茂ったボランティアの枝葉に
覆い隠されて、見えない太い幹や地中の大き
な根っこに当たるロータリー独自の、特有の
職業奉仕に対する記載がほとんど見当たらな
くなってきたことは、本当に残念に思います。
社会奉仕活動や人道活動は決して間違った行
動ではありません。素晴らしいことですが、
そのような活動に励むことのできる余裕のあ

る会員の経営する企業の安定は、いつ、誰か
らもたらされたものでしょうか。
　ロータリーの歴史をよく学んだロータリア
ンは、シェルドンやガイガンディカー、その
他偉大なロータリアンによってサービス、つ
まり職業奉仕というロータリー独自の優れた
思想が形成され、その思想を胸に、各ロータ
リアンが自身の事業の発展に努力し、成功に
こぎつけたことを知っています。その歴史の
中で、ロータリーの２つのモットー、つまり
「最もよく奉仕する者　最もよく報いられ
る」そこから派生した「超我の奉仕」。こう
いったものが生まれて、それからまた、皆さ
んの愛する「四つのテスト」の標語なども普
及し、ロータリー独自の文化の象徴となった
わけです。
　1929年に起きた世界大恐慌、当時、ロータ
リーに加入している、りっぱな事業を行った
人たちは、恐慌の中でも会社を潰さなかった。
その後、大きく伸びたということから「ロー
タリークラブに入ったなら、そこの会員の会
社は潰れない」なんていう神話が生まれてい
ます。
　また、ロータリー活動のもう一つの柱とし
ての社会奉仕活動について少し触れます。ロ

ータリー創立後、活発な議論や解釈を重ねた
末に、ライオンズクラブでいう「We serve」
と対比して、ロータリーでは、原則「 I serve」、
つまり、社会奉仕は個人奉仕として取り組む
べきであるとされてきました。しかし、時が
経つにつれ、今やロータリーでいう社会奉仕
活動と他の団体の行うボランティア活動と、
ほとんど混同されてしまっているような現象
になっていると思います。
　さて、私と鬼田さんが今年１年間、伝統あ
る高知東ＲＣの会長、幹事を務めるにあたり、
会員皆さまのお役に立つには何をすべきであ
ろうかと考えました。コロナ禍や諸情相次い
だ逆風を経て、今ロータリークラブに求めら
れるのは、ロータリーの真の主役である、各
会員の様々な意味での実力アップに、少しで
も寄与することが肝要であると思い立った次
第です。すなわち、ただのロータリー会員か
らロータリアンになろう。ということです。
そこで、私の今年のスローガンは「ロータリ
アンになろう」と決めました。
　以上、私も口でいうほどでもなく勉強不足
です。１年間、鬼田幹事と手を取り合って、
皆さまのお役に立てるよう頑張っていきたい
と思いますので、よろしくお願いいたします。

◇浦田健治会長クラブ運営方針発表

•浦田健治　本年度１年間、何卒よろしくお
願い申し上げます。入会記念祝いの品ありが
とうございます。本日で、入会17年目になり
ました。
•鬼田知明　会員、事務局の皆さま、楽しい
クラブ運営ができるように努めさせていただ
きたいと思います。１年間よろしくお願いい
たします。
•𠮷永光男　浦田会長、昨晩はご馳走様。浦
田会長、鬼田幹事、エールを送ります。本日
より右の前に座らせていただきます。よろし
く。
•中西克行　浦田会長、鬼田幹事、ガンバレ。
昨日はありがとうございました。
•前川美智子　昨年度は中平真理子会長、西
内俊介幹事、大変お世話になりありがとうご
ざいました。また、福岡親睦委員長にも１年
間楽しませていただきありがとうございまし
た。そして、本日より浦田健治会長、鬼田知
明幹事、これから１年間よろしくお願いいた
します。
•中越貴宣　職業奉仕委員長の中越貴宣です。
初理事、初委員長で皆さまにご迷惑をおかけ
するかもしれませんが、ご指導のほどよろし
くお願いします。
•西森やよい　入会から丸15年たちました。
あのころ娘は生後10ヵ月で、11ヵ月のときに
初めて参加させていただきました。その後、
息子の出産のときには出席免除を認めていた
だき、先日の夜間例会で12歳を迎えることが

できました。皆さまのご厚情に感謝してもし
きれません。本当にありがとうございます。
•土居祐三　浦田会長、吉永副会長、鬼田幹
事、中西副幹事、１年間よろしくお願いしま
す。
•有田憲一　バッチ忘れ。
•西内俊介　何となくにこやかな７月です。
しかしながら、中平さんが隣にいないのが少
し違和感を感じます。浦田さん、鬼田さん、
１年間は長いですよ。先日の理事会の打ち上
げの余りと一緒にニコニコへ。
•福岡満喜子　今年度のスタートです。浦田
会長、鬼田幹事、１年間よろしくお願いいた
します。
•西森良文　誕生祝い、入会祝いのお礼。30
代で入会しましたが、早55歳です。体は65歳
です。
•柳澤光秋　新年度の始まりです。今年もよ
ろしく。６月30日、ガバナー同期会。７月１
日、ガバナー会東京で開催出席。同期会は女
房も。７月16日、八田ガバナーの第１回諮問
委員会で出席します。
•松﨑郷輔　家内の誕生日お祝いありがとう
ございます。
•岡﨑勇樹　妻の誕生祝いありがとうござい
ます。
•永野正将　妻の誕生祝いありがとうござい
ます。
•森田倫光　入会３年目となりました。お祝
いありがとうございます。
•高橋典子　早いもので、入会３年目となり
ます。さらに親睦が図れるよう努力いたしま
す。
•松岡英雄　入会記念お礼。
•猿田隆夫　入会記念の記念品ありがとうご
ざいました。入会何年か忘れています。
•西山忠利　新入会員、傍島さん、皆さんど
うぞよろしく。久しぶりの例会出席。
•傍島裕二郎　伝統ある本クラブに入会させ
ていただきありがとうございました。今後と
もよろしくお願い申し上げます。
•竹村克彦　ＳＡＡとして、１年間頑張りま
す。よろしくお願いします。
•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　

議長　ただ今より、臨時総会を始めます。な
お本日総数54名中46名のご出席をいただいて
おり、本総会はクラブ細則第４条第３節の会
員総数の３分の１以上の出席を満たしており、
成立いたします。90.5％の出席になります。
早速審議に入ります。まず第１号議案「2021
－2022年度決算報告について」前年度会計の
五百蔵委員の代理、松野会員にお願いいたし
ます。

代理・松野会員　2021－2022年度　高知東Ｒ
Ｃ決算報告　

議長　松野会員ありがとうございました。
　続きまして、監査報告に移ります。監査報
告は監査代理の前田会員よりお願いしたいと
思います。

監査報告　６月22日と本日、合わせて確認し
た結果、会計処理は適切に処理されていまし
たので、ここにご報告します。以上でござい
ます。
　
議長　前田さん、ありがとうございました。
　それでは、決算並びに監査報告につきまし
て、何かご質問はございませんでしょうか。
ないようでしたら採決に移ります。2021－
2022年度決算報告に賛成の方の拍手をお願い

いたします。

（承認の拍手）

議長　ありがとうございます。
　では第1号議案について、満場一致で可決
いたしました。
　続いて、第２号議案「2022－2023年度予算
案」の審議に移ります。鬼田幹事説明をお願
いいたします。

鬼田幹事　2022－2023年度予算（案）を説明
　
議長　この予算案につきまして、ご質問はな
いでしょうか。
　ないようですので採決をいたします。2022
－2023年度予算案に賛成の方は、拍手をお願
いいたします。

（承認の拍手）

議長　第２号議案について、満場一致で可決
いたしました。
　これで議案が全て終了いたしましたが、そ
の他にご提案等ございませんでしょうか。
ないようですので、これで臨時総会を終了い
たします。ありがとうございました。



◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
新しい期がいよいよ始ま
りました。私も鬼田幹事
も不慣れでございますの
で、優しく温かく見守っ
ていただければ、と同時

に積極的に援助の方をよろしくお願いいたし
ます。
　台風も無事通り過ぎて、夏本番に入ってま
いりました。これから１年間、クラブ運営を
一生懸命やりたいと思いますけれども、実際、
委員会構成されてます各委員会、それから鬼
田幹事がしっかりしていただければ、私はの
んびりとやれるのではないかと思います。よ
ろしくお願いいたします。
◇新入会員紹介
　　　　　　•氏　　名　傍島裕二郎
　　　　　　•生年月日　昭和42年８月24日
　　　　　　•職　　業　三井住友海上火災
　　　　　　　　　　　　保険会社
　　　　　　　　　　　　四国西支店長
•配　偶　者　理栄子 様
•趣　　味　ゴルフ、ランニング
•専任アドバイザー　　𠮷永光男会員
•傍島裕二郎氏挨拶
　三井住友海上の四国西支店長の傍島と言い

ます。今、私の担当エリアは高知と愛媛で、
半分ずつ行ったり来たりしている状況ですが、
水曜日を中心に高知で仕事をするリズムで、
何とか出席100％達成をしたいと思っていま
す。
　私は昭和42年生まれの今年55歳です。出身
は京都の南部。入社後はほとんど海外で、ベ
トナム２回、台湾１回に駐在していますので、
そんな話も今後皆さんとできればと思ってい
ます。よろしくお願いいたします。
◇７月の会員祝日（敬称略）
•会員誕生日　　
　西森　良文
　森田多麻美
•配偶者誕生日
　松﨑　範子
　永野　美佐
　松本　功子
　岡﨑千夏子
•入会記念日
　松岡　英雄　　森田　倫光　　猿田　隆夫
　松本　隆之　　鬼頭　愼一　　寺尾　正生
　西森　良文　　浦田　健治　　高橋　典子
　西森やよい
◇幹　事　報　告
・７月のロータリーレートは136円です。
・本日例会終了後、理事会を行います。
・来週、再来週は委員会報告です。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

　運営方針を４つの重点項目にまとめました。
１．親睦
　せっかく異業種の一国一城の人々が集うわ
けですから、遠慮し合っていては意味があり
ません。遠慮のない熱い議論を大いに戦わせ
るべきでしょう。しかし、間違っても無益な
諍いをしてはいけません。そのためにも日頃
から互いに気心が通じ合っていることが肝要
です。遊んだり、飲み食いしたり、議論した
り、大いに楽しもうではありませんか。
２．例会の充実
　ロータリアンとして、毎週１回このように
例会に出席して、貴重な時間を共にする以上、
例会会場から何かを持ち帰ってもらわなけれ
ばなりません。その日のテーブルを囲むロー
タリアン同士の親睦と、毎回の興味深い卓話
が欠かせません。
３．委員会活動について
　ロータリアンは委員会で委員として、知恵
と労力を費やす以上、その労に対し報われな
ければなりません。事業計画を委員全員で全
うしようとする過程で、自然と親睦も生まれ、
相互に影響し合うことが期待されると思いま
す。
４．ロータリーの歴史を学ぶ
　まっさらの会員がロータリーを楽しみつつ、
本来の職業奉仕に勤しむ真のロータリアンに
なるためには、ロータリーならではの文化を
学ぶ必要があります。時に、先輩が後輩に言
うところの「そのうち分かる」では、おそら
く間に合いません。会員になって間もない人、
これから会員になる人に、先人の偉大なロー
タリアンがどのような言葉や足跡、書物を残
してくれたかを伝える努力を互いにすべきで
あると考えます。私も会長挨拶時には、でき
るだけロータリーの話を盛り込んでいきたい
と思っています。
　ロータリークラブに入っているといえば、
世間的には規模の大きな、いわゆるボランテ
ィア団体に入っているんだねと思われている
と感じることが多くあります。確かに、昨今
の国際ロータリーの発信するホームページ等
の情報を見る限り、世間のみならず、多くの
ロータリークラブ会員もその認識を持って、

ロータリーに入会し、その後、社会奉仕活動
や人道活動に勤しんでいるのが実態だと思い
ます。
　国際ロータリーのホームページでは、
「ロータリーとは」の表題のもと、次のよう
な説明文が掲載されています。
「1905年にシカゴで創設されたロータリーで
は、110年以上、様々な職業を持つ人や市民
のリーダーが世界を変える行動人となり、そ
の経験と知識を生かして、社会奉仕活動や人
道的活動に取り組んできました。識字率向
上、平和構築、水と衛生の改善など、幅広い
分野で持続可能な影響をもたらすために、
ロータリーの会員は毎日、世界のどこかで活
動しています」
　この文章を素直に読めば、多くの人は、ロ
ータリー活動とは創設以来、一貫してボラン
ティア活動がメインなのだなと思うでしょう。
しかし、一方でロータリーに造詣の深いロー
タリアンたちに、意見を聞けば相当異論が出
てくるのではないでしょうか。すなわち、国
際ロータリーの言う「ロータリーとは」の中
に、昔から大事にしてきたサービス、日本語
訳でいえば職業奉仕、そういう言葉がどこに
も掲載されていません。
「1905年にシカゴで創設されたロータリー」
　これは正しい。その後の文章は、ここ10年、
20年の世界のロータリーの行動を書いている
だけで、いわゆるアメリカ全土に職業奉仕の
考え方が支持され、会員が増え、ロータリー
哲学のもとに事業を行い、それでロータリー
が大きくなってきた。そういうものがすっぽ
り抜けてるように、私は思います。
　110年以上かけて世界中に普及し、ロータ
リーは稀にみる巨大な団体になりました。樹
木に例えれば、大いなる巨木です。しかし、
この巨木に生い茂ったボランティアの枝葉に
覆い隠されて、見えない太い幹や地中の大き
な根っこに当たるロータリー独自の、特有の
職業奉仕に対する記載がほとんど見当たらな
くなってきたことは、本当に残念に思います。
社会奉仕活動や人道活動は決して間違った行
動ではありません。素晴らしいことですが、
そのような活動に励むことのできる余裕のあ

る会員の経営する企業の安定は、いつ、誰か
らもたらされたものでしょうか。
　ロータリーの歴史をよく学んだロータリア
ンは、シェルドンやガイガンディカー、その
他偉大なロータリアンによってサービス、つ
まり職業奉仕というロータリー独自の優れた
思想が形成され、その思想を胸に、各ロータ
リアンが自身の事業の発展に努力し、成功に
こぎつけたことを知っています。その歴史の
中で、ロータリーの２つのモットー、つまり
「最もよく奉仕する者　最もよく報いられ
る」そこから派生した「超我の奉仕」。こう
いったものが生まれて、それからまた、皆さ
んの愛する「四つのテスト」の標語なども普
及し、ロータリー独自の文化の象徴となった
わけです。
　1929年に起きた世界大恐慌、当時、ロータ
リーに加入している、りっぱな事業を行った
人たちは、恐慌の中でも会社を潰さなかった。
その後、大きく伸びたということから「ロー
タリークラブに入ったなら、そこの会員の会
社は潰れない」なんていう神話が生まれてい
ます。
　また、ロータリー活動のもう一つの柱とし
ての社会奉仕活動について少し触れます。ロ

ータリー創立後、活発な議論や解釈を重ねた
末に、ライオンズクラブでいう「We serve」
と対比して、ロータリーでは、原則「 I serve」、
つまり、社会奉仕は個人奉仕として取り組む
べきであるとされてきました。しかし、時が
経つにつれ、今やロータリーでいう社会奉仕
活動と他の団体の行うボランティア活動と、
ほとんど混同されてしまっているような現象
になっていると思います。
　さて、私と鬼田さんが今年１年間、伝統あ
る高知東ＲＣの会長、幹事を務めるにあたり、
会員皆さまのお役に立つには何をすべきであ
ろうかと考えました。コロナ禍や諸情相次い
だ逆風を経て、今ロータリークラブに求めら
れるのは、ロータリーの真の主役である、各
会員の様々な意味での実力アップに、少しで
も寄与することが肝要であると思い立った次
第です。すなわち、ただのロータリー会員か
らロータリアンになろう。ということです。
そこで、私の今年のスローガンは「ロータリ
アンになろう」と決めました。
　以上、私も口でいうほどでもなく勉強不足
です。１年間、鬼田幹事と手を取り合って、
皆さまのお役に立てるよう頑張っていきたい
と思いますので、よろしくお願いいたします。

•浦田健治　本年度１年間、何卒よろしくお
願い申し上げます。入会記念祝いの品ありが
とうございます。本日で、入会17年目になり
ました。
•鬼田知明　会員、事務局の皆さま、楽しい
クラブ運営ができるように努めさせていただ
きたいと思います。１年間よろしくお願いい
たします。
•𠮷永光男　浦田会長、昨晩はご馳走様。浦
田会長、鬼田幹事、エールを送ります。本日
より右の前に座らせていただきます。よろし
く。
•中西克行　浦田会長、鬼田幹事、ガンバレ。
昨日はありがとうございました。
•前川美智子　昨年度は中平真理子会長、西
内俊介幹事、大変お世話になりありがとうご
ざいました。また、福岡親睦委員長にも１年
間楽しませていただきありがとうございまし
た。そして、本日より浦田健治会長、鬼田知
明幹事、これから１年間よろしくお願いいた
します。
•中越貴宣　職業奉仕委員長の中越貴宣です。
初理事、初委員長で皆さまにご迷惑をおかけ
するかもしれませんが、ご指導のほどよろし
くお願いします。
•西森やよい　入会から丸15年たちました。
あのころ娘は生後10ヵ月で、11ヵ月のときに
初めて参加させていただきました。その後、
息子の出産のときには出席免除を認めていた
だき、先日の夜間例会で12歳を迎えることが

できました。皆さまのご厚情に感謝してもし
きれません。本当にありがとうございます。
•土居祐三　浦田会長、吉永副会長、鬼田幹
事、中西副幹事、１年間よろしくお願いしま
す。
•有田憲一　バッチ忘れ。
•西内俊介　何となくにこやかな７月です。
しかしながら、中平さんが隣にいないのが少
し違和感を感じます。浦田さん、鬼田さん、
１年間は長いですよ。先日の理事会の打ち上
げの余りと一緒にニコニコへ。
•福岡満喜子　今年度のスタートです。浦田
会長、鬼田幹事、１年間よろしくお願いいた
します。
•西森良文　誕生祝い、入会祝いのお礼。30
代で入会しましたが、早55歳です。体は65歳
です。
•柳澤光秋　新年度の始まりです。今年もよ
ろしく。６月30日、ガバナー同期会。７月１
日、ガバナー会東京で開催出席。同期会は女
房も。７月16日、八田ガバナーの第１回諮問
委員会で出席します。
•松﨑郷輔　家内の誕生日お祝いありがとう
ございます。
•岡﨑勇樹　妻の誕生祝いありがとうござい
ます。
•永野正将　妻の誕生祝いありがとうござい
ます。
•森田倫光　入会３年目となりました。お祝
いありがとうございます。
•高橋典子　早いもので、入会３年目となり
ます。さらに親睦が図れるよう努力いたしま
す。
•松岡英雄　入会記念お礼。
•猿田隆夫　入会記念の記念品ありがとうご
ざいました。入会何年か忘れています。
•西山忠利　新入会員、傍島さん、皆さんど
うぞよろしく。久しぶりの例会出席。
•傍島裕二郎　伝統ある本クラブに入会させ
ていただきありがとうございました。今後と
もよろしくお願い申し上げます。
•竹村克彦　ＳＡＡとして、１年間頑張りま
す。よろしくお願いします。
•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　

議長　ただ今より、臨時総会を始めます。な
お本日総数54名中46名のご出席をいただいて
おり、本総会はクラブ細則第４条第３節の会
員総数の３分の１以上の出席を満たしており、
成立いたします。90.5％の出席になります。
早速審議に入ります。まず第１号議案「2021
－2022年度決算報告について」前年度会計の
五百蔵委員の代理、松野会員にお願いいたし
ます。

代理・松野会員　2021－2022年度　高知東Ｒ
Ｃ決算報告　

議長　松野会員ありがとうございました。
　続きまして、監査報告に移ります。監査報
告は監査代理の前田会員よりお願いしたいと
思います。

監査報告　６月22日と本日、合わせて確認し
た結果、会計処理は適切に処理されていまし
たので、ここにご報告します。以上でござい
ます。
　
議長　前田さん、ありがとうございました。
　それでは、決算並びに監査報告につきまし
て、何かご質問はございませんでしょうか。
ないようでしたら採決に移ります。2021－
2022年度決算報告に賛成の方の拍手をお願い

いたします。

（承認の拍手）

議長　ありがとうございます。
　では第1号議案について、満場一致で可決
いたしました。
　続いて、第２号議案「2022－2023年度予算
案」の審議に移ります。鬼田幹事説明をお願
いいたします。

鬼田幹事　2022－2023年度予算（案）を説明
　
議長　この予算案につきまして、ご質問はな
いでしょうか。
　ないようですので採決をいたします。2022
－2023年度予算案に賛成の方は、拍手をお願
いいたします。

（承認の拍手）

議長　第２号議案について、満場一致で可決
いたしました。
　これで議案が全て終了いたしましたが、そ
の他にご提案等ございませんでしょうか。
ないようですので、これで臨時総会を終了い
たします。ありがとうございました。



◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
新しい期がいよいよ始ま
りました。私も鬼田幹事
も不慣れでございますの
で、優しく温かく見守っ
ていただければ、と同時

に積極的に援助の方をよろしくお願いいたし
ます。
　台風も無事通り過ぎて、夏本番に入ってま
いりました。これから１年間、クラブ運営を
一生懸命やりたいと思いますけれども、実際、
委員会構成されてます各委員会、それから鬼
田幹事がしっかりしていただければ、私はの
んびりとやれるのではないかと思います。よ
ろしくお願いいたします。
◇新入会員紹介
　　　　　　•氏　　名　傍島裕二郎
　　　　　　•生年月日　昭和42年８月24日
　　　　　　•職　　業　三井住友海上火災
　　　　　　　　　　　　保険会社
　　　　　　　　　　　　四国西支店長
•配　偶　者　理栄子 様
•趣　　味　ゴルフ、ランニング
•専任アドバイザー　　𠮷永光男会員
•傍島裕二郎氏挨拶
　三井住友海上の四国西支店長の傍島と言い

ます。今、私の担当エリアは高知と愛媛で、
半分ずつ行ったり来たりしている状況ですが、
水曜日を中心に高知で仕事をするリズムで、
何とか出席100％達成をしたいと思っていま
す。
　私は昭和42年生まれの今年55歳です。出身
は京都の南部。入社後はほとんど海外で、ベ
トナム２回、台湾１回に駐在していますので、
そんな話も今後皆さんとできればと思ってい
ます。よろしくお願いいたします。
◇７月の会員祝日（敬称略）
•会員誕生日　　
　西森　良文
　森田多麻美
•配偶者誕生日
　松﨑　範子
　永野　美佐
　松本　功子
　岡﨑千夏子
•入会記念日
　松岡　英雄　　森田　倫光　　猿田　隆夫
　松本　隆之　　鬼頭　愼一　　寺尾　正生
　西森　良文　　浦田　健治　　高橋　典子
　西森やよい
◇幹　事　報　告
・７月のロータリーレートは136円です。
・本日例会終了後、理事会を行います。
・来週、再来週は委員会報告です。
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　運営方針を４つの重点項目にまとめました。
１．親睦
　せっかく異業種の一国一城の人々が集うわ
けですから、遠慮し合っていては意味があり
ません。遠慮のない熱い議論を大いに戦わせ
るべきでしょう。しかし、間違っても無益な
諍いをしてはいけません。そのためにも日頃
から互いに気心が通じ合っていることが肝要
です。遊んだり、飲み食いしたり、議論した
り、大いに楽しもうではありませんか。
２．例会の充実
　ロータリアンとして、毎週１回このように
例会に出席して、貴重な時間を共にする以上、
例会会場から何かを持ち帰ってもらわなけれ
ばなりません。その日のテーブルを囲むロー
タリアン同士の親睦と、毎回の興味深い卓話
が欠かせません。
３．委員会活動について
　ロータリアンは委員会で委員として、知恵
と労力を費やす以上、その労に対し報われな
ければなりません。事業計画を委員全員で全
うしようとする過程で、自然と親睦も生まれ、
相互に影響し合うことが期待されると思いま
す。
４．ロータリーの歴史を学ぶ
　まっさらの会員がロータリーを楽しみつつ、
本来の職業奉仕に勤しむ真のロータリアンに
なるためには、ロータリーならではの文化を
学ぶ必要があります。時に、先輩が後輩に言
うところの「そのうち分かる」では、おそら
く間に合いません。会員になって間もない人、
これから会員になる人に、先人の偉大なロー
タリアンがどのような言葉や足跡、書物を残
してくれたかを伝える努力を互いにすべきで
あると考えます。私も会長挨拶時には、でき
るだけロータリーの話を盛り込んでいきたい
と思っています。
　ロータリークラブに入っているといえば、
世間的には規模の大きな、いわゆるボランテ
ィア団体に入っているんだねと思われている
と感じることが多くあります。確かに、昨今
の国際ロータリーの発信するホームページ等
の情報を見る限り、世間のみならず、多くの
ロータリークラブ会員もその認識を持って、

ロータリーに入会し、その後、社会奉仕活動
や人道活動に勤しんでいるのが実態だと思い
ます。
　国際ロータリーのホームページでは、
「ロータリーとは」の表題のもと、次のよう
な説明文が掲載されています。
「1905年にシカゴで創設されたロータリーで
は、110年以上、様々な職業を持つ人や市民
のリーダーが世界を変える行動人となり、そ
の経験と知識を生かして、社会奉仕活動や人
道的活動に取り組んできました。識字率向
上、平和構築、水と衛生の改善など、幅広い
分野で持続可能な影響をもたらすために、
ロータリーの会員は毎日、世界のどこかで活
動しています」
　この文章を素直に読めば、多くの人は、ロ
ータリー活動とは創設以来、一貫してボラン
ティア活動がメインなのだなと思うでしょう。
しかし、一方でロータリーに造詣の深いロー
タリアンたちに、意見を聞けば相当異論が出
てくるのではないでしょうか。すなわち、国
際ロータリーの言う「ロータリーとは」の中
に、昔から大事にしてきたサービス、日本語
訳でいえば職業奉仕、そういう言葉がどこに
も掲載されていません。
「1905年にシカゴで創設されたロータリー」
　これは正しい。その後の文章は、ここ10年、
20年の世界のロータリーの行動を書いている
だけで、いわゆるアメリカ全土に職業奉仕の
考え方が支持され、会員が増え、ロータリー
哲学のもとに事業を行い、それでロータリー
が大きくなってきた。そういうものがすっぽ
り抜けてるように、私は思います。
　110年以上かけて世界中に普及し、ロータ
リーは稀にみる巨大な団体になりました。樹
木に例えれば、大いなる巨木です。しかし、
この巨木に生い茂ったボランティアの枝葉に
覆い隠されて、見えない太い幹や地中の大き
な根っこに当たるロータリー独自の、特有の
職業奉仕に対する記載がほとんど見当たらな
くなってきたことは、本当に残念に思います。
社会奉仕活動や人道活動は決して間違った行
動ではありません。素晴らしいことですが、
そのような活動に励むことのできる余裕のあ

る会員の経営する企業の安定は、いつ、誰か
らもたらされたものでしょうか。
　ロータリーの歴史をよく学んだロータリア
ンは、シェルドンやガイガンディカー、その
他偉大なロータリアンによってサービス、つ
まり職業奉仕というロータリー独自の優れた
思想が形成され、その思想を胸に、各ロータ
リアンが自身の事業の発展に努力し、成功に
こぎつけたことを知っています。その歴史の
中で、ロータリーの２つのモットー、つまり
「最もよく奉仕する者　最もよく報いられ
る」そこから派生した「超我の奉仕」。こう
いったものが生まれて、それからまた、皆さ
んの愛する「四つのテスト」の標語なども普
及し、ロータリー独自の文化の象徴となった
わけです。
　1929年に起きた世界大恐慌、当時、ロータ
リーに加入している、りっぱな事業を行った
人たちは、恐慌の中でも会社を潰さなかった。
その後、大きく伸びたということから「ロー
タリークラブに入ったなら、そこの会員の会
社は潰れない」なんていう神話が生まれてい
ます。
　また、ロータリー活動のもう一つの柱とし
ての社会奉仕活動について少し触れます。ロ

ータリー創立後、活発な議論や解釈を重ねた
末に、ライオンズクラブでいう「We serve」
と対比して、ロータリーでは、原則「 I serve」、
つまり、社会奉仕は個人奉仕として取り組む
べきであるとされてきました。しかし、時が
経つにつれ、今やロータリーでいう社会奉仕
活動と他の団体の行うボランティア活動と、
ほとんど混同されてしまっているような現象
になっていると思います。
　さて、私と鬼田さんが今年１年間、伝統あ
る高知東ＲＣの会長、幹事を務めるにあたり、
会員皆さまのお役に立つには何をすべきであ
ろうかと考えました。コロナ禍や諸情相次い
だ逆風を経て、今ロータリークラブに求めら
れるのは、ロータリーの真の主役である、各
会員の様々な意味での実力アップに、少しで
も寄与することが肝要であると思い立った次
第です。すなわち、ただのロータリー会員か
らロータリアンになろう。ということです。
そこで、私の今年のスローガンは「ロータリ
アンになろう」と決めました。
　以上、私も口でいうほどでもなく勉強不足
です。１年間、鬼田幹事と手を取り合って、
皆さまのお役に立てるよう頑張っていきたい
と思いますので、よろしくお願いいたします。

•浦田健治　本年度１年間、何卒よろしくお
願い申し上げます。入会記念祝いの品ありが
とうございます。本日で、入会17年目になり
ました。
•鬼田知明　会員、事務局の皆さま、楽しい
クラブ運営ができるように努めさせていただ
きたいと思います。１年間よろしくお願いい
たします。
•𠮷永光男　浦田会長、昨晩はご馳走様。浦
田会長、鬼田幹事、エールを送ります。本日
より右の前に座らせていただきます。よろし
く。
•中西克行　浦田会長、鬼田幹事、ガンバレ。
昨日はありがとうございました。
•前川美智子　昨年度は中平真理子会長、西
内俊介幹事、大変お世話になりありがとうご
ざいました。また、福岡親睦委員長にも１年
間楽しませていただきありがとうございまし
た。そして、本日より浦田健治会長、鬼田知
明幹事、これから１年間よろしくお願いいた
します。
•中越貴宣　職業奉仕委員長の中越貴宣です。
初理事、初委員長で皆さまにご迷惑をおかけ
するかもしれませんが、ご指導のほどよろし
くお願いします。
•西森やよい　入会から丸15年たちました。
あのころ娘は生後10ヵ月で、11ヵ月のときに
初めて参加させていただきました。その後、
息子の出産のときには出席免除を認めていた
だき、先日の夜間例会で12歳を迎えることが

できました。皆さまのご厚情に感謝してもし
きれません。本当にありがとうございます。
•土居祐三　浦田会長、吉永副会長、鬼田幹
事、中西副幹事、１年間よろしくお願いしま
す。
•有田憲一　バッチ忘れ。
•西内俊介　何となくにこやかな７月です。
しかしながら、中平さんが隣にいないのが少
し違和感を感じます。浦田さん、鬼田さん、
１年間は長いですよ。先日の理事会の打ち上
げの余りと一緒にニコニコへ。
•福岡満喜子　今年度のスタートです。浦田
会長、鬼田幹事、１年間よろしくお願いいた
します。
•西森良文　誕生祝い、入会祝いのお礼。30
代で入会しましたが、早55歳です。体は65歳
です。
•柳澤光秋　新年度の始まりです。今年もよ
ろしく。６月30日、ガバナー同期会。７月１
日、ガバナー会東京で開催出席。同期会は女
房も。７月16日、八田ガバナーの第１回諮問
委員会で出席します。
•松﨑郷輔　家内の誕生日お祝いありがとう
ございます。
•岡﨑勇樹　妻の誕生祝いありがとうござい
ます。
•永野正将　妻の誕生祝いありがとうござい
ます。
•森田倫光　入会３年目となりました。お祝
いありがとうございます。
•高橋典子　早いもので、入会３年目となり
ます。さらに親睦が図れるよう努力いたしま
す。
•松岡英雄　入会記念お礼。
•猿田隆夫　入会記念の記念品ありがとうご
ざいました。入会何年か忘れています。
•西山忠利　新入会員、傍島さん、皆さんど
うぞよろしく。久しぶりの例会出席。
•傍島裕二郎　伝統ある本クラブに入会させ
ていただきありがとうございました。今後と
もよろしくお願い申し上げます。
•竹村克彦　ＳＡＡとして、１年間頑張りま
す。よろしくお願いします。
•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　

議長　ただ今より、臨時総会を始めます。な
お本日総数54名中46名のご出席をいただいて
おり、本総会はクラブ細則第４条第３節の会
員総数の３分の１以上の出席を満たしており、
成立いたします。90.5％の出席になります。
早速審議に入ります。まず第１号議案「2021
－2022年度決算報告について」前年度会計の
五百蔵委員の代理、松野会員にお願いいたし
ます。

代理・松野会員　2021－2022年度　高知東Ｒ
Ｃ決算報告　

議長　松野会員ありがとうございました。
　続きまして、監査報告に移ります。監査報
告は監査代理の前田会員よりお願いしたいと
思います。

監査報告　６月22日と本日、合わせて確認し
た結果、会計処理は適切に処理されていまし
たので、ここにご報告します。以上でござい
ます。
　
議長　前田さん、ありがとうございました。
　それでは、決算並びに監査報告につきまし
て、何かご質問はございませんでしょうか。
ないようでしたら採決に移ります。2021－
2022年度決算報告に賛成の方の拍手をお願い

いたします。

（承認の拍手）

議長　ありがとうございます。
　では第1号議案について、満場一致で可決
いたしました。
　続いて、第２号議案「2022－2023年度予算
案」の審議に移ります。鬼田幹事説明をお願
いいたします。

鬼田幹事　2022－2023年度予算（案）を説明
　
議長　この予算案につきまして、ご質問はな
いでしょうか。
　ないようですので採決をいたします。2022
－2023年度予算案に賛成の方は、拍手をお願
いいたします。

（承認の拍手）

議長　第２号議案について、満場一致で可決
いたしました。
　これで議案が全て終了いたしましたが、そ
の他にご提案等ございませんでしょうか。
ないようですので、これで臨時総会を終了い
たします。ありがとうございました。



◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
新しい期がいよいよ始ま
りました。私も鬼田幹事
も不慣れでございますの
で、優しく温かく見守っ
ていただければ、と同時

に積極的に援助の方をよろしくお願いいたし
ます。
　台風も無事通り過ぎて、夏本番に入ってま
いりました。これから１年間、クラブ運営を
一生懸命やりたいと思いますけれども、実際、
委員会構成されてます各委員会、それから鬼
田幹事がしっかりしていただければ、私はの
んびりとやれるのではないかと思います。よ
ろしくお願いいたします。
◇新入会員紹介
　　　　　　•氏　　名　傍島裕二郎
　　　　　　•生年月日　昭和42年８月24日
　　　　　　•職　　業　三井住友海上火災
　　　　　　　　　　　　保険会社
　　　　　　　　　　　　四国西支店長
•配　偶　者　理栄子 様
•趣　　味　ゴルフ、ランニング
•専任アドバイザー　　𠮷永光男会員
•傍島裕二郎氏挨拶
　三井住友海上の四国西支店長の傍島と言い

ます。今、私の担当エリアは高知と愛媛で、
半分ずつ行ったり来たりしている状況ですが、
水曜日を中心に高知で仕事をするリズムで、
何とか出席100％達成をしたいと思っていま
す。
　私は昭和42年生まれの今年55歳です。出身
は京都の南部。入社後はほとんど海外で、ベ
トナム２回、台湾１回に駐在していますので、
そんな話も今後皆さんとできればと思ってい
ます。よろしくお願いいたします。
◇７月の会員祝日（敬称略）
•会員誕生日　　
　西森　良文
　森田多麻美
•配偶者誕生日
　松﨑　範子
　永野　美佐
　松本　功子
　岡﨑千夏子
•入会記念日
　松岡　英雄　　森田　倫光　　猿田　隆夫
　松本　隆之　　鬼頭　愼一　　寺尾　正生
　西森　良文　　浦田　健治　　高橋　典子
　西森やよい
◇幹　事　報　告
・７月のロータリーレートは136円です。
・本日例会終了後、理事会を行います。
・来週、再来週は委員会報告です。
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　運営方針を４つの重点項目にまとめました。
１．親睦
　せっかく異業種の一国一城の人々が集うわ
けですから、遠慮し合っていては意味があり
ません。遠慮のない熱い議論を大いに戦わせ
るべきでしょう。しかし、間違っても無益な
諍いをしてはいけません。そのためにも日頃
から互いに気心が通じ合っていることが肝要
です。遊んだり、飲み食いしたり、議論した
り、大いに楽しもうではありませんか。
２．例会の充実
　ロータリアンとして、毎週１回このように
例会に出席して、貴重な時間を共にする以上、
例会会場から何かを持ち帰ってもらわなけれ
ばなりません。その日のテーブルを囲むロー
タリアン同士の親睦と、毎回の興味深い卓話
が欠かせません。
３．委員会活動について
　ロータリアンは委員会で委員として、知恵
と労力を費やす以上、その労に対し報われな
ければなりません。事業計画を委員全員で全
うしようとする過程で、自然と親睦も生まれ、
相互に影響し合うことが期待されると思いま
す。
４．ロータリーの歴史を学ぶ
　まっさらの会員がロータリーを楽しみつつ、
本来の職業奉仕に勤しむ真のロータリアンに
なるためには、ロータリーならではの文化を
学ぶ必要があります。時に、先輩が後輩に言
うところの「そのうち分かる」では、おそら
く間に合いません。会員になって間もない人、
これから会員になる人に、先人の偉大なロー
タリアンがどのような言葉や足跡、書物を残
してくれたかを伝える努力を互いにすべきで
あると考えます。私も会長挨拶時には、でき
るだけロータリーの話を盛り込んでいきたい
と思っています。
　ロータリークラブに入っているといえば、
世間的には規模の大きな、いわゆるボランテ
ィア団体に入っているんだねと思われている
と感じることが多くあります。確かに、昨今
の国際ロータリーの発信するホームページ等
の情報を見る限り、世間のみならず、多くの
ロータリークラブ会員もその認識を持って、

ロータリーに入会し、その後、社会奉仕活動
や人道活動に勤しんでいるのが実態だと思い
ます。
　国際ロータリーのホームページでは、
「ロータリーとは」の表題のもと、次のよう
な説明文が掲載されています。
「1905年にシカゴで創設されたロータリーで
は、110年以上、様々な職業を持つ人や市民
のリーダーが世界を変える行動人となり、そ
の経験と知識を生かして、社会奉仕活動や人
道的活動に取り組んできました。識字率向
上、平和構築、水と衛生の改善など、幅広い
分野で持続可能な影響をもたらすために、
ロータリーの会員は毎日、世界のどこかで活
動しています」
　この文章を素直に読めば、多くの人は、ロ
ータリー活動とは創設以来、一貫してボラン
ティア活動がメインなのだなと思うでしょう。
しかし、一方でロータリーに造詣の深いロー
タリアンたちに、意見を聞けば相当異論が出
てくるのではないでしょうか。すなわち、国
際ロータリーの言う「ロータリーとは」の中
に、昔から大事にしてきたサービス、日本語
訳でいえば職業奉仕、そういう言葉がどこに
も掲載されていません。
「1905年にシカゴで創設されたロータリー」
　これは正しい。その後の文章は、ここ10年、
20年の世界のロータリーの行動を書いている
だけで、いわゆるアメリカ全土に職業奉仕の
考え方が支持され、会員が増え、ロータリー
哲学のもとに事業を行い、それでロータリー
が大きくなってきた。そういうものがすっぽ
り抜けてるように、私は思います。
　110年以上かけて世界中に普及し、ロータ
リーは稀にみる巨大な団体になりました。樹
木に例えれば、大いなる巨木です。しかし、
この巨木に生い茂ったボランティアの枝葉に
覆い隠されて、見えない太い幹や地中の大き
な根っこに当たるロータリー独自の、特有の
職業奉仕に対する記載がほとんど見当たらな
くなってきたことは、本当に残念に思います。
社会奉仕活動や人道活動は決して間違った行
動ではありません。素晴らしいことですが、
そのような活動に励むことのできる余裕のあ

る会員の経営する企業の安定は、いつ、誰か
らもたらされたものでしょうか。
　ロータリーの歴史をよく学んだロータリア
ンは、シェルドンやガイガンディカー、その
他偉大なロータリアンによってサービス、つ
まり職業奉仕というロータリー独自の優れた
思想が形成され、その思想を胸に、各ロータ
リアンが自身の事業の発展に努力し、成功に
こぎつけたことを知っています。その歴史の
中で、ロータリーの２つのモットー、つまり
「最もよく奉仕する者　最もよく報いられ
る」そこから派生した「超我の奉仕」。こう
いったものが生まれて、それからまた、皆さ
んの愛する「四つのテスト」の標語なども普
及し、ロータリー独自の文化の象徴となった
わけです。
　1929年に起きた世界大恐慌、当時、ロータ
リーに加入している、りっぱな事業を行った
人たちは、恐慌の中でも会社を潰さなかった。
その後、大きく伸びたということから「ロー
タリークラブに入ったなら、そこの会員の会
社は潰れない」なんていう神話が生まれてい
ます。
　また、ロータリー活動のもう一つの柱とし
ての社会奉仕活動について少し触れます。ロ

ータリー創立後、活発な議論や解釈を重ねた
末に、ライオンズクラブでいう「We serve」
と対比して、ロータリーでは、原則「 I serve」、
つまり、社会奉仕は個人奉仕として取り組む
べきであるとされてきました。しかし、時が
経つにつれ、今やロータリーでいう社会奉仕
活動と他の団体の行うボランティア活動と、
ほとんど混同されてしまっているような現象
になっていると思います。
　さて、私と鬼田さんが今年１年間、伝統あ
る高知東ＲＣの会長、幹事を務めるにあたり、
会員皆さまのお役に立つには何をすべきであ
ろうかと考えました。コロナ禍や諸情相次い
だ逆風を経て、今ロータリークラブに求めら
れるのは、ロータリーの真の主役である、各
会員の様々な意味での実力アップに、少しで
も寄与することが肝要であると思い立った次
第です。すなわち、ただのロータリー会員か
らロータリアンになろう。ということです。
そこで、私の今年のスローガンは「ロータリ
アンになろう」と決めました。
　以上、私も口でいうほどでもなく勉強不足
です。１年間、鬼田幹事と手を取り合って、
皆さまのお役に立てるよう頑張っていきたい
と思いますので、よろしくお願いいたします。

•浦田健治　本年度１年間、何卒よろしくお
願い申し上げます。入会記念祝いの品ありが
とうございます。本日で、入会17年目になり
ました。
•鬼田知明　会員、事務局の皆さま、楽しい
クラブ運営ができるように努めさせていただ
きたいと思います。１年間よろしくお願いい
たします。
•𠮷永光男　浦田会長、昨晩はご馳走様。浦
田会長、鬼田幹事、エールを送ります。本日
より右の前に座らせていただきます。よろし
く。
•中西克行　浦田会長、鬼田幹事、ガンバレ。
昨日はありがとうございました。
•前川美智子　昨年度は中平真理子会長、西
内俊介幹事、大変お世話になりありがとうご
ざいました。また、福岡親睦委員長にも１年
間楽しませていただきありがとうございまし
た。そして、本日より浦田健治会長、鬼田知
明幹事、これから１年間よろしくお願いいた
します。
•中越貴宣　職業奉仕委員長の中越貴宣です。
初理事、初委員長で皆さまにご迷惑をおかけ
するかもしれませんが、ご指導のほどよろし
くお願いします。
•西森やよい　入会から丸15年たちました。
あのころ娘は生後10ヵ月で、11ヵ月のときに
初めて参加させていただきました。その後、
息子の出産のときには出席免除を認めていた
だき、先日の夜間例会で12歳を迎えることが

できました。皆さまのご厚情に感謝してもし
きれません。本当にありがとうございます。
•土居祐三　浦田会長、吉永副会長、鬼田幹
事、中西副幹事、１年間よろしくお願いしま
す。
•有田憲一　バッチ忘れ。
•西内俊介　何となくにこやかな７月です。
しかしながら、中平さんが隣にいないのが少
し違和感を感じます。浦田さん、鬼田さん、
１年間は長いですよ。先日の理事会の打ち上
げの余りと一緒にニコニコへ。
•福岡満喜子　今年度のスタートです。浦田
会長、鬼田幹事、１年間よろしくお願いいた
します。
•西森良文　誕生祝い、入会祝いのお礼。30
代で入会しましたが、早55歳です。体は65歳
です。
•柳澤光秋　新年度の始まりです。今年もよ
ろしく。６月30日、ガバナー同期会。７月１
日、ガバナー会東京で開催出席。同期会は女
房も。７月16日、八田ガバナーの第１回諮問
委員会で出席します。
•松﨑郷輔　家内の誕生日お祝いありがとう
ございます。
•岡﨑勇樹　妻の誕生祝いありがとうござい
ます。
•永野正将　妻の誕生祝いありがとうござい
ます。
•森田倫光　入会３年目となりました。お祝
いありがとうございます。
•高橋典子　早いもので、入会３年目となり
ます。さらに親睦が図れるよう努力いたしま
す。
•松岡英雄　入会記念お礼。
•猿田隆夫　入会記念の記念品ありがとうご
ざいました。入会何年か忘れています。
•西山忠利　新入会員、傍島さん、皆さんど
うぞよろしく。久しぶりの例会出席。
•傍島裕二郎　伝統ある本クラブに入会させ
ていただきありがとうございました。今後と
もよろしくお願い申し上げます。
•竹村克彦　ＳＡＡとして、１年間頑張りま
す。よろしくお願いします。
•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　

◇臨時総会

議長　ただ今より、臨時総会を始めます。な
お本日総数54名中46名のご出席をいただいて
おり、本総会はクラブ細則第４条第３節の会
員総数の３分の１以上の出席を満たしており、
成立いたします。90.5％の出席になります。
早速審議に入ります。まず第１号議案「2021
－2022年度決算報告について」前年度会計の
五百蔵委員の代理、松野会員にお願いいたし
ます。

代理・松野会員　2021－2022年度　高知東Ｒ
Ｃ決算報告　

議長　松野会員ありがとうございました。
　続きまして、監査報告に移ります。監査報
告は監査代理の前田会員よりお願いしたいと
思います。

監査報告　６月22日と本日、合わせて確認し
た結果、会計処理は適切に処理されていまし
たので、ここにご報告します。以上でござい
ます。
　
議長　前田さん、ありがとうございました。
　それでは、決算並びに監査報告につきまし
て、何かご質問はございませんでしょうか。
ないようでしたら採決に移ります。2021－
2022年度決算報告に賛成の方の拍手をお願い

いたします。

（承認の拍手）

議長　ありがとうございます。
　では第1号議案について、満場一致で可決
いたしました。
　続いて、第２号議案「2022－2023年度予算
案」の審議に移ります。鬼田幹事説明をお願
いいたします。

鬼田幹事　2022－2023年度予算（案）を説明
　
議長　この予算案につきまして、ご質問はな
いでしょうか。
　ないようですので採決をいたします。2022
－2023年度予算案に賛成の方は、拍手をお願
いいたします。

（承認の拍手）

議長　第２号議案について、満場一致で可決
いたしました。
　これで議案が全て終了いたしましたが、そ
の他にご提案等ございませんでしょうか。
ないようですので、これで臨時総会を終了い
たします。ありがとうございました。



●会長／浦田健治　●幹事／鬼田知明　●雑誌会報委員／森田倫光・松本隆之・土居祐三
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● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ

0円
121,290円
121,290円

0円
0円
0円

0円
121,290円
121,290円

チビニコ 合　計

７月６日
今期の累計

■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
高知ＲＣ　　　８月９日㈫　休会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　８月９日㈫　休会
高知西ＲＣ　　８月12日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　８月15日㈪　休会
高知南ＲＣ　　８月25日㈭　ビアホール夜間例会
高知中央ＲＣ　８月25日㈭　夏の家族夜間例会
高知北ＲＣ　　８月29日㈪　8/27 ㈯に振替の為休会
高知ＲＣ　　　８月30日㈫　グループ夜間例会

● 出席率報告 ●

７月６日
６月22日

総数
－3 54
－5 54

出席
46
43

欠席
2
0

メイク
アップ HC出席率

85.19％
79.63％

出席率
96.08％
100％

3
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