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本日　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

次週　８月３日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「よさこい祭り高知駅前演舞場40年ぶり復活（仮）」

森本太一郎 氏

第2539回　例会報告／令和４年７月13日　天候　晴
◇ロータリーソング
  「一番星みつけた」
◇お　客　様
　米山記念奨学生　　田　甘霖さん
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
先日、安倍元総理大臣が
お亡くなりになりました。
この場をお借りしまして、
僭越ですけれども黙祷を
捧げたいと思いますので、

どうかご協力ください。
（黙祷）
　私が新人で入ってきたときに、ロータリー
で一番ロータリーらしいというか、なんでこ
んなことをやっているんだろうかと思ったの
が、まさに今のロータリーソングでした。ロ
ータリーソングについて、調べてみると面白
いエピソードがたくさんあります。
　安倍さんは、日本人の中でも評価の高い総
理大臣でしたが、亡くなって改めて世界の首
脳人たちの弔辞を見ますと、世界中での外交
手腕といいますか、特にＧ７あたりでの、本
当に真ん中に立って世界の平和のために外交
をされていたということを知り、私も感動い
たしました。
　そこで、安倍さんにふさわしいロータリー
ソング何だろうと考えてみました。すると約
70年前、「奉仕の理想」よりも新しい「手に
手つないで」という歌があります。私も大好

きな歌ですが、安倍さんの世界をつなぐ、明
るくつなぐというイメージに合うのではない
かと思い、少し調べてみました。
　昭和27年ごろまでの日本のロータリーは、
北海道から九州まで日本全体が１つの第60地
区で、１年に1度、主要都市で集まって地区
大会をすることが楽しみだったそうです。そ
れが昭和27年、大阪で地区大会があったとき
に、日本は、60と61の２つの地区に分かれる
ことになった。その記念に、これから２つに
分かれても、みんなで一緒にロータリー活動
をしていこうということで作られたのが、こ
の「手に手つないで」の歌だそうです。作詞
・作曲は東京ＲＣの矢野一郎さんという方で、
この方は翌年に「それでこそロータリー」も
作っています。
　ロータリーソングというのはどういう歌で
あれ、会のスタートのときに気持ちを和ませ
ると同時に、歴史の中でも面白いエピソード
がありますので、また次の機会にお話したい
と思います。
◇米山記念奨学生の田　
甘霖さんに奨学金をお
渡ししました。
◇会　長　報　告
・月曜日、８ＲＣ会長・
幹事会が開かれ、共同
事務局の決算報告並び
に予算案の発表があり
ました。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

◇幹　事　報　告
・前回、誕生日の方のお名前で、森本会員を
森田会員と発表しました。お詫びして訂正
いたします。
・クラブ計画書を配布しています。１点、訂
正があります。有田会員が親睦委員会にな

　っていますが、職業奉仕委員会の間違いで
す。
・週報に、先月開かれたワイン同好会の会場
名が七福とありますが、マンダリンコート
ですので訂正をお願いします。

事業は中止となりまし
た。
２．長期交換事業につい
て
　コロナウイルスの影
響により、当該年度事

業は中止となりました。
３．書き損じはがきの寄付活動を継続します。
４．国際奉仕に関わる事業を企画します。
　高知工科大学経済学助教コスチャンチン
・オヴシアンニコウ（ウクライナ人）に、
ウクライナ情勢について、９月に卓話して
いただく予定です。
◎青少年奉仕委員会（発表：武吉佳月）

基本方針
　ロータリーでは、次世
代のリーダーを育てるこ
との大切さを重視してお
り、若者の教育の機会を
広げ、若い世代がリーダ

ーシップのスキルを身につけ、奉仕の価値観
を学ぶことを支援しています。また、よりよ
き未来の確立のために、青少年の生活力を高
めることにより青少年に将来への準備をして
もらうことも各ロータリアンの責務とされて
います。
　未来を担う青少年育成のための支援活動を
行います。
１．ライラセミナー（ロータリー青少年指導
者養成プログラム）
・次世代を担うリーダーを養成することを
目的として、講義やバズセッション、レ
クリエーションなどを含んだ３泊４日の
合宿形式でリーダーシップのスキルを磨
きます。
・本年度も当クラブから２名の受講生の派
遣を計画します。オブザーバーとしての
参加希望の方はご参加ください。

２．ローターアクトクラブ（18歳以上）、イ
ンターアクトクラブについても、提唱ロー
タリークラブですので積極的に協力してい
きます。
◎ロータリー財団委員会（発表：岡﨑勇樹）
　ロータリー財団の使命は、ロータリアンが
世界の人々の健康状態を改善し教育への支援
を高め、貧困を救済することを通じて「世界

理解、親善･平和」を達
成できるようにすること
です。そのために地区補
助金やグローバル補助金
を提供し、ポリオ・プラ
スや平和の推進といった

キャンペーンを展開していきます。
　財団支援者からの自発的な寄付によって支
えられ、そこから生まれるロータリー財団の
補助金をもって、助けを必要とする地域社会
に「変化をもたらす活動」として役立ててい
きます。
①【地区補助金の概要】
・近年自転車事故増加に伴い、自転車講習を
行い交通ルールを理解してもらい、自転車
事故を起こさない知識、向学を促進し、自
転車にリフレクターを取付けることによっ
て安心、安全な学校生活が行えるように役
立てる。
・高知東ＲＣの会員による自転車交通の講習
を行う。
・新中学生にリフレクターを寄贈（子ども達
が楽しく学校生活が行えるように）
②【ロータリー財団への寄付】
・年次寄付に昨年度同様120ドルの寄付をお
願いいたします。本年度も会費と一緒に、
前期と後期　各60ドルを徴収させていただ
きます。
・ポールハリスフェロー、マルチプルポール
　・ハリスフェローなど認証を受ける会員の
増加を目指します。
③【次年度地区補助金について】
　各委員会と連携し、次年度地区補助金プロ
グラムについて検討を行い、地区補助金提案
書の申請を行います。
④【ロータリー財団月間】
・11月にロータリー財団について理解を深め
る卓話を行います。
◎米山奨学会委員会（発表：石川　健）

１．ロータリー米山記念
奨学事業
　財団法人ロータリー米
山記念奨学会（米山奨学
会）は、その名が示すよ
うに、米山梅吉の生前の

私財を投じての奨学活動を記念して、日本全

国のロータリークラブ会員からの寄付金によ
り、海外からの留学生に奨学金を支給してい
る財団法人です。
　そのはじまりである「米山基金」が、昭和
28年（1953年）に、東京ロータリークラブで
創設され、最初にタイとインドからの３人の
留学生に支給を開始してから、今までに合計
百数十ヵ国から一万人以上の学生・研究者に
奨学金を支給し続けています。
　そして最近の数年は、毎年約千人の学生に、
他からの収入に頼らずに学業に専念できる充
分な額を支給しています。この実績は民間の
奨学事業としては、日本における最大の規模
のものです。
２．寄付金について
⑴普通寄付
　地区またはクラブで決めた金額×会員
数分を寄付するもので、前年度同様、会
員１人につき6,000円／年をご負担いた
だきます。
⑵特別寄付
　当クラブで従来行っている米山講（５

名で講を組み、１人あたり年間２万円計
10万円を寄付し、順次、功労者表彰を受
ける。講に入っている各人は５年間毎年
２万円を負担）を新たに会員の皆様にお
願いして始めます。

◎クラブ奉仕委員会（発表：𠮷永光男）
　本年度、浦田会長の運
営方針は「ロータリアン
になろう　楽しくなるよ
うに」です。
　クラブ奉仕委員会とし
て、８つの委員会（出席

・親睦・雑誌会報・会員増強退会防止・会員
選考職業分類・プログラム・広報ＩＴ・ロー
タリー情報）の各役割を理解し、計画を協力
し合い、親睦と友愛を深め楽しくなる、クラ
ブ運営が出来ますように努めます。
　また「Ｃ．Ｌ．Ｐ」クラブリーダーシップ
プランに繋がる、奉仕プロジェクト研究会の
活動に協力し、ロータリーのリーダーとなる
人材育成に努力いたします。

㈲ ゴーイング代表取締役
高知南ＲC会員

◎ＳＡＡ（発表：竹村克彦）
　例会運営の監督で、役
割は多岐にわたり、その
都度、臨機応変に求めら
れます。例会が創意と工
夫を添えながら微笑みを
絶やさず楽しいものにな

ることを念頭に進めます。
・ゲストスピーカーに予めＫＩＳＳ（簡潔に、
早く）カードを示す趣旨を説明するなど、
例会のタイムキープに努めます。
・質と量に配慮した食事となるよう、ホテル
側とともに工夫します。
・今年度から副幹事が集計責任者となるニコ
ニコ箱、チビニコ箱の集計をサポートしま
す。
◎職業奉仕委員会（発表：中越貴宣）

　職業奉仕、非常に大事
だと聞いておりますが、
如何せん自分がまだしっ
かりと理解できていない
ところであります。今ま
でやってこられた先輩方

の活動を今一度、私自身がしっかり勉強して、
今年１年頑張っていきたいと思います。
１．「四つのテスト」の推進。毎月第一例会
で斉唱します。
２．新入会員に「四つのテスト」の綱領と、
ロータリアンの「職業の宣言」を配付しま
す。
３．職業奉仕月間（１月）には、プログラム
委員会と協力して、職場例会を開催します。

４．職業奉仕月間には、プログラム委員会と
協力して、会員若しくは職業奉仕に造詣の
深い講師に卓話を依頼し、職業奉仕につい
て理解を深める機会を提供します。

◎社会奉仕委員会（発表：猿田隆夫）
基本方針
　社会奉仕は、クラブの
所在地域に住む人々の生
活の質を高めるために、
地域住民のニーズをくみ
上げ、様々な取り組みを

行うことです。
　ロータリーの社会奉仕とは、ロータリアン
一人ひとりの個人生活・事業生活・社会生活
に奉仕の理想を適用することを奨励・育成す
ることです。
　ロータリアンが公共のために奉仕すること
は社会的責務でもあります。
　この精神に立脚して、地域に密着した活
動、また、地域が何を必要としているか、そ
してどう支援できるかを考え以下の計画を行
います。
活動計画
１．高知城のお堀端や高知あんしんセンター
前の歩道などに街灯を設置し、明るい町づ
くりに貢献したいと考えています。
２．７月に開催される「浦戸湾・七河川一斉
清掃」に参加します。（今年度は中止）
３．10月の「地域社会の発展月間」にプログ
ラム委員会と相談の上、卓話を予定します。
４．12月に地域発展及び青少年健全育成のた
め市内繁華街の防犯パトロールを行います。
５．翌年１月の「水曜会バザー」の支援を行
います。
６．四国八十八か所に支援します。
７．奉仕プロジェクト研究会に参加します。
◎国際奉仕委員会（発表：髙橋卓弥）
基本方針
１．短期交換事業について
　コロナウイルスの影響により、当該年度

•浦田健治　委員会活動の発表、ご苦労様で
した。これから暑い日が続きますが、委員会
活動、よろしくお願いします。
•鬼田知明　各委員会委員長の皆さま、本日
は委員会活動計画の発表ありがとうございま
した。次週もよろしくお願いいたします。永
野さん、素敵な色合いのクラブ計画書作成、
ありがとうございました。
•𠮷永光男　昨日、ゴルフに行って汗をべっ
たり「かき」、足がツリ出した。コロナの数

も増え、悪い事件、事故が増えています。皆
さん、身体には十分注意して暑い夏を乗り切
りましょう。
•鬼頭愼一　入会記念品ありがとうございま
す。
•森本多麻美　お誕生日のお祝いいただきま
した。ありがとうございます。
•松本隆之　入会記念祝い、妻の誕生日祝い
のお礼。安倍さんのご冥福をお祈りいたしま
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。
◇早退　２件
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を行う。
・新中学生にリフレクターを寄贈（子ども達
が楽しく学校生活が行えるように）
②【ロータリー財団への寄付】
・年次寄付に昨年度同様120ドルの寄付をお
願いいたします。本年度も会費と一緒に、
前期と後期　各60ドルを徴収させていただ
きます。
・ポールハリスフェロー、マルチプルポール
　・ハリスフェローなど認証を受ける会員の
増加を目指します。
③【次年度地区補助金について】
　各委員会と連携し、次年度地区補助金プロ
グラムについて検討を行い、地区補助金提案
書の申請を行います。
④【ロータリー財団月間】
・11月にロータリー財団について理解を深め
る卓話を行います。
◎米山奨学会委員会（発表：石川　健）

１．ロータリー米山記念
奨学事業
　財団法人ロータリー米
山記念奨学会（米山奨学
会）は、その名が示すよ
うに、米山梅吉の生前の

私財を投じての奨学活動を記念して、日本全

国のロータリークラブ会員からの寄付金によ
り、海外からの留学生に奨学金を支給してい
る財団法人です。
　そのはじまりである「米山基金」が、昭和
28年（1953年）に、東京ロータリークラブで
創設され、最初にタイとインドからの３人の
留学生に支給を開始してから、今までに合計
百数十ヵ国から一万人以上の学生・研究者に
奨学金を支給し続けています。
　そして最近の数年は、毎年約千人の学生に、
他からの収入に頼らずに学業に専念できる充
分な額を支給しています。この実績は民間の
奨学事業としては、日本における最大の規模
のものです。
２．寄付金について
⑴普通寄付
　地区またはクラブで決めた金額×会員
数分を寄付するもので、前年度同様、会
員１人につき6,000円／年をご負担いた
だきます。
⑵特別寄付
　当クラブで従来行っている米山講（５

名で講を組み、１人あたり年間２万円計
10万円を寄付し、順次、功労者表彰を受
ける。講に入っている各人は５年間毎年
２万円を負担）を新たに会員の皆様にお
願いして始めます。

◎クラブ奉仕委員会（発表：𠮷永光男）
　本年度、浦田会長の運
営方針は「ロータリアン
になろう　楽しくなるよ
うに」です。
　クラブ奉仕委員会とし
て、８つの委員会（出席

・親睦・雑誌会報・会員増強退会防止・会員
選考職業分類・プログラム・広報ＩＴ・ロー
タリー情報）の各役割を理解し、計画を協力
し合い、親睦と友愛を深め楽しくなる、クラ
ブ運営が出来ますように努めます。
　また「Ｃ．Ｌ．Ｐ」クラブリーダーシップ
プランに繋がる、奉仕プロジェクト研究会の
活動に協力し、ロータリーのリーダーとなる
人材育成に努力いたします。

◇委員会活動計画発表・１

◎ＳＡＡ（発表：竹村克彦）
　例会運営の監督で、役
割は多岐にわたり、その
都度、臨機応変に求めら
れます。例会が創意と工
夫を添えながら微笑みを
絶やさず楽しいものにな

ることを念頭に進めます。
・ゲストスピーカーに予めＫＩＳＳ（簡潔に、
早く）カードを示す趣旨を説明するなど、
例会のタイムキープに努めます。
・質と量に配慮した食事となるよう、ホテル
側とともに工夫します。
・今年度から副幹事が集計責任者となるニコ
ニコ箱、チビニコ箱の集計をサポートしま
す。
◎職業奉仕委員会（発表：中越貴宣）

　職業奉仕、非常に大事
だと聞いておりますが、
如何せん自分がまだしっ
かりと理解できていない
ところであります。今ま
でやってこられた先輩方

の活動を今一度、私自身がしっかり勉強して、
今年１年頑張っていきたいと思います。
１．「四つのテスト」の推進。毎月第一例会
で斉唱します。
２．新入会員に「四つのテスト」の綱領と、
ロータリアンの「職業の宣言」を配付しま
す。
３．職業奉仕月間（１月）には、プログラム
委員会と協力して、職場例会を開催します。
４．職業奉仕月間には、プログラム委員会と
協力して、会員若しくは職業奉仕に造詣の
深い講師に卓話を依頼し、職業奉仕につい
て理解を深める機会を提供します。

◎社会奉仕委員会（発表：猿田隆夫）
基本方針
　社会奉仕は、クラブの
所在地域に住む人々の生
活の質を高めるために、
地域住民のニーズをくみ
上げ、様々な取り組みを

行うことです。
　ロータリーの社会奉仕とは、ロータリアン
一人ひとりの個人生活・事業生活・社会生活
に奉仕の理想を適用することを奨励・育成す
ることです。
　ロータリアンが公共のために奉仕すること
は社会的責務でもあります。
　この精神に立脚して、地域に密着した活
動、また、地域が何を必要としているか、そ
してどう支援できるかを考え以下の計画を行
います。
活動計画
１．高知城のお堀端や高知あんしんセンター
前の歩道などに街灯を設置し、明るい町づ
くりに貢献したいと考えています。
２．７月に開催される「浦戸湾・七河川一斉
清掃」に参加します。（今年度は中止）

３．10月の「地域社会の発展月間」にプログ
ラム委員会と相談の上、卓話を予定します。

４．12月に地域発展及び青少年健全育成のた
め市内繁華街の防犯パトロールを行います。
５．翌年１月の「水曜会バザー」の支援を行
います。
６．四国八十八か所に支援します。
７．奉仕プロジェクト研究会に参加します。
◎国際奉仕委員会（発表：髙橋卓弥）
基本方針
１．短期交換事業について
　コロナウイルスの影響により、当該年度

•浦田健治　委員会活動の発表、ご苦労様で
した。これから暑い日が続きますが、委員会
活動、よろしくお願いします。
•鬼田知明　各委員会委員長の皆さま、本日
は委員会活動計画の発表ありがとうございま
した。次週もよろしくお願いいたします。永
野さん、素敵な色合いのクラブ計画書作成、
ありがとうございました。
•𠮷永光男　昨日、ゴルフに行って汗をべっ
たり「かき」、足がツリ出した。コロナの数

も増え、悪い事件、事故が増えています。皆
さん、身体には十分注意して暑い夏を乗り切
りましょう。
•鬼頭愼一　入会記念品ありがとうございま
す。
•森本多麻美　お誕生日のお祝いいただきま
した。ありがとうございます。
•松本隆之　入会記念祝い、妻の誕生日祝い
のお礼。安倍さんのご冥福をお祈りいたしま
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。
◇早退　２件



◇ロータリーソング
  「一番星みつけた」
◇お　客　様
　米山記念奨学生　　田　甘霖さん
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
先日、安倍元総理大臣が
お亡くなりになりました。
この場をお借りしまして、
僭越ですけれども黙祷を
捧げたいと思いますので、

どうかご協力ください。
（黙祷）
　私が新人で入ってきたときに、ロータリー
で一番ロータリーらしいというか、なんでこ
んなことをやっているんだろうかと思ったの
が、まさに今のロータリーソングでした。ロ
ータリーソングについて、調べてみると面白
いエピソードがたくさんあります。
　安倍さんは、日本人の中でも評価の高い総
理大臣でしたが、亡くなって改めて世界の首
脳人たちの弔辞を見ますと、世界中での外交
手腕といいますか、特にＧ７あたりでの、本
当に真ん中に立って世界の平和のために外交
をされていたということを知り、私も感動い
たしました。
　そこで、安倍さんにふさわしいロータリー
ソング何だろうと考えてみました。すると約
70年前、「奉仕の理想」よりも新しい「手に
手つないで」という歌があります。私も大好

きな歌ですが、安倍さんの世界をつなぐ、明
るくつなぐというイメージに合うのではない
かと思い、少し調べてみました。
　昭和27年ごろまでの日本のロータリーは、
北海道から九州まで日本全体が１つの第60地
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大会をすることが楽しみだったそうです。そ
れが昭和27年、大阪で地区大会があったとき
に、日本は、60と61の２つの地区に分かれる
ことになった。その記念に、これから２つに
分かれても、みんなで一緒にロータリー活動
をしていこうということで作られたのが、こ
の「手に手つないで」の歌だそうです。作詞
・作曲は東京ＲＣの矢野一郎さんという方で、
この方は翌年に「それでこそロータリー」も
作っています。
　ロータリーソングというのはどういう歌で
あれ、会のスタートのときに気持ちを和ませ
ると同時に、歴史の中でも面白いエピソード
がありますので、また次の機会にお話したい
と思います。
◇米山記念奨学生の田　
甘霖さんに奨学金をお
渡ししました。
◇会　長　報　告
・月曜日、８ＲＣ会長・
幹事会が開かれ、共同
事務局の決算報告並び
に予算案の発表があり
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基本方針
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代のリーダーを育てるこ
との大切さを重視してお
り、若者の教育の機会を
広げ、若い世代がリーダ

ーシップのスキルを身につけ、奉仕の価値観
を学ぶことを支援しています。また、よりよ
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４．12月に地域発展及び青少年健全育成のた
め市内繁華街の防犯パトロールを行います。
５．翌年１月の「水曜会バザー」の支援を行
います。
６．四国八十八か所に支援します。
７．奉仕プロジェクト研究会に参加します。
◎国際奉仕委員会（発表：髙橋卓弥）
基本方針
１．短期交換事業について
　コロナウイルスの影響により、当該年度

•浦田健治　委員会活動の発表、ご苦労様で
した。これから暑い日が続きますが、委員会
活動、よろしくお願いします。
•鬼田知明　各委員会委員長の皆さま、本日
は委員会活動計画の発表ありがとうございま
した。次週もよろしくお願いいたします。永
野さん、素敵な色合いのクラブ計画書作成、
ありがとうございました。
•𠮷永光男　昨日、ゴルフに行って汗をべっ
たり「かき」、足がツリ出した。コロナの数

も増え、悪い事件、事故が増えています。皆
さん、身体には十分注意して暑い夏を乗り切
りましょう。
•鬼頭愼一　入会記念品ありがとうございま
す。
•森本多麻美　お誕生日のお祝いいただきま
した。ありがとうございます。
•松本隆之　入会記念祝い、妻の誕生日祝い
のお礼。安倍さんのご冥福をお祈りいたしま
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。
◇早退　２件



◇ロータリーソング
  「一番星みつけた」
◇お　客　様
　米山記念奨学生　　田　甘霖さん
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
先日、安倍元総理大臣が
お亡くなりになりました。
この場をお借りしまして、
僭越ですけれども黙祷を
捧げたいと思いますので、

どうかご協力ください。
（黙祷）
　私が新人で入ってきたときに、ロータリー
で一番ロータリーらしいというか、なんでこ
んなことをやっているんだろうかと思ったの
が、まさに今のロータリーソングでした。ロ
ータリーソングについて、調べてみると面白
いエピソードがたくさんあります。
　安倍さんは、日本人の中でも評価の高い総
理大臣でしたが、亡くなって改めて世界の首
脳人たちの弔辞を見ますと、世界中での外交
手腕といいますか、特にＧ７あたりでの、本
当に真ん中に立って世界の平和のために外交
をされていたということを知り、私も感動い
たしました。
　そこで、安倍さんにふさわしいロータリー
ソング何だろうと考えてみました。すると約
70年前、「奉仕の理想」よりも新しい「手に
手つないで」という歌があります。私も大好

きな歌ですが、安倍さんの世界をつなぐ、明
るくつなぐというイメージに合うのではない
かと思い、少し調べてみました。
　昭和27年ごろまでの日本のロータリーは、
北海道から九州まで日本全体が１つの第60地
区で、１年に1度、主要都市で集まって地区
大会をすることが楽しみだったそうです。そ
れが昭和27年、大阪で地区大会があったとき
に、日本は、60と61の２つの地区に分かれる
ことになった。その記念に、これから２つに
分かれても、みんなで一緒にロータリー活動
をしていこうということで作られたのが、こ
の「手に手つないで」の歌だそうです。作詞
・作曲は東京ＲＣの矢野一郎さんという方で、
この方は翌年に「それでこそロータリー」も
作っています。
　ロータリーソングというのはどういう歌で
あれ、会のスタートのときに気持ちを和ませ
ると同時に、歴史の中でも面白いエピソード
がありますので、また次の機会にお話したい
と思います。
◇米山記念奨学生の田　
甘霖さんに奨学金をお
渡ししました。
◇会　長　報　告
・月曜日、８ＲＣ会長・
幹事会が開かれ、共同
事務局の決算報告並び
に予算案の発表があり
ました。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

◇幹　事　報　告
・前回、誕生日の方のお名前で、森本会員を
森田会員と発表しました。お詫びして訂正
いたします。
・クラブ計画書を配布しています。１点、訂
正があります。有田会員が親睦委員会にな

　っていますが、職業奉仕委員会の間違いで
す。
・週報に、先月開かれたワイン同好会の会場
名が七福とありますが、マンダリンコート
ですので訂正をお願いします。

事業は中止となりまし
た。
２．長期交換事業につい
て
　コロナウイルスの影
響により、当該年度事

業は中止となりました。
３．書き損じはがきの寄付活動を継続します。
４．国際奉仕に関わる事業を企画します。
　高知工科大学経済学助教コスチャンチン
・オヴシアンニコウ（ウクライナ人）に、
ウクライナ情勢について、９月に卓話して
いただく予定です。
◎青少年奉仕委員会（発表：武吉佳月）

基本方針
　ロータリーでは、次世
代のリーダーを育てるこ
との大切さを重視してお
り、若者の教育の機会を
広げ、若い世代がリーダ

ーシップのスキルを身につけ、奉仕の価値観
を学ぶことを支援しています。また、よりよ
き未来の確立のために、青少年の生活力を高
めることにより青少年に将来への準備をして
もらうことも各ロータリアンの責務とされて
います。
　未来を担う青少年育成のための支援活動を
行います。
１．ライラセミナー（ロータリー青少年指導
者養成プログラム）
・次世代を担うリーダーを養成することを
目的として、講義やバズセッション、レ
クリエーションなどを含んだ３泊４日の
合宿形式でリーダーシップのスキルを磨
きます。
・本年度も当クラブから２名の受講生の派
遣を計画します。オブザーバーとしての
参加希望の方はご参加ください。

２．ローターアクトクラブ（18歳以上）、イ
ンターアクトクラブについても、提唱ロー
タリークラブですので積極的に協力してい
きます。
◎ロータリー財団委員会（発表：岡﨑勇樹）
　ロータリー財団の使命は、ロータリアンが
世界の人々の健康状態を改善し教育への支援
を高め、貧困を救済することを通じて「世界

理解、親善･平和」を達
成できるようにすること
です。そのために地区補
助金やグローバル補助金
を提供し、ポリオ・プラ
スや平和の推進といった

キャンペーンを展開していきます。
　財団支援者からの自発的な寄付によって支
えられ、そこから生まれるロータリー財団の
補助金をもって、助けを必要とする地域社会
に「変化をもたらす活動」として役立ててい
きます。
①【地区補助金の概要】
・近年自転車事故増加に伴い、自転車講習を
行い交通ルールを理解してもらい、自転車
事故を起こさない知識、向学を促進し、自
転車にリフレクターを取付けることによっ
て安心、安全な学校生活が行えるように役
立てる。
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を行う。
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・年次寄付に昨年度同様120ドルの寄付をお
願いいたします。本年度も会費と一緒に、
前期と後期　各60ドルを徴収させていただ
きます。
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　・ハリスフェローなど認証を受ける会員の
増加を目指します。
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２．寄付金について
⑴普通寄付
　地区またはクラブで決めた金額×会員
数分を寄付するもので、前年度同様、会
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◎クラブ奉仕委員会（発表：𠮷永光男）
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基本方針
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２．ローターアクトクラブ（18歳以上）、イ
ンターアクトクラブについても、提唱ロー
タリークラブですので積極的に協力してい
きます。
◎ロータリー財団委員会（発表：岡﨑勇樹）
　ロータリー財団の使命は、ロータリアンが
世界の人々の健康状態を改善し教育への支援
を高め、貧困を救済することを通じて「世界

理解、親善･平和」を達
成できるようにすること
です。そのために地区補
助金やグローバル補助金
を提供し、ポリオ・プラ
スや平和の推進といった

キャンペーンを展開していきます。
　財団支援者からの自発的な寄付によって支
えられ、そこから生まれるロータリー財団の
補助金をもって、助けを必要とする地域社会
に「変化をもたらす活動」として役立ててい
きます。
①【地区補助金の概要】
・近年自転車事故増加に伴い、自転車講習を
行い交通ルールを理解してもらい、自転車
事故を起こさない知識、向学を促進し、自
転車にリフレクターを取付けることによっ
て安心、安全な学校生活が行えるように役
立てる。
・高知東ＲＣの会員による自転車交通の講習
を行う。
・新中学生にリフレクターを寄贈（子ども達
が楽しく学校生活が行えるように）
②【ロータリー財団への寄付】
・年次寄付に昨年度同様120ドルの寄付をお
願いいたします。本年度も会費と一緒に、
前期と後期　各60ドルを徴収させていただ
きます。
・ポールハリスフェロー、マルチプルポール
　・ハリスフェローなど認証を受ける会員の
増加を目指します。
③【次年度地区補助金について】
　各委員会と連携し、次年度地区補助金プロ
グラムについて検討を行い、地区補助金提案
書の申請を行います。
④【ロータリー財団月間】
・11月にロータリー財団について理解を深め
る卓話を行います。
◎米山奨学会委員会（発表：石川　健）

１．ロータリー米山記念
奨学事業
　財団法人ロータリー米
山記念奨学会（米山奨学
会）は、その名が示すよ
うに、米山梅吉の生前の

私財を投じての奨学活動を記念して、日本全

国のロータリークラブ会員からの寄付金によ
り、海外からの留学生に奨学金を支給してい
る財団法人です。
　そのはじまりである「米山基金」が、昭和
28年（1953年）に、東京ロータリークラブで
創設され、最初にタイとインドからの３人の
留学生に支給を開始してから、今までに合計
百数十ヵ国から一万人以上の学生・研究者に
奨学金を支給し続けています。
　そして最近の数年は、毎年約千人の学生に、
他からの収入に頼らずに学業に専念できる充
分な額を支給しています。この実績は民間の
奨学事業としては、日本における最大の規模
のものです。
２．寄付金について
⑴普通寄付
　地区またはクラブで決めた金額×会員
数分を寄付するもので、前年度同様、会
員１人につき6,000円／年をご負担いた
だきます。
⑵特別寄付
　当クラブで従来行っている米山講（５

名で講を組み、１人あたり年間２万円計
10万円を寄付し、順次、功労者表彰を受
ける。講に入っている各人は５年間毎年
２万円を負担）を新たに会員の皆様にお
願いして始めます。

◎クラブ奉仕委員会（発表：𠮷永光男）
　本年度、浦田会長の運
営方針は「ロータリアン
になろう　楽しくなるよ
うに」です。
　クラブ奉仕委員会とし
て、８つの委員会（出席

・親睦・雑誌会報・会員増強退会防止・会員
選考職業分類・プログラム・広報ＩＴ・ロー
タリー情報）の各役割を理解し、計画を協力
し合い、親睦と友愛を深め楽しくなる、クラ
ブ運営が出来ますように努めます。
　また「Ｃ．Ｌ．Ｐ」クラブリーダーシップ
プランに繋がる、奉仕プロジェクト研究会の
活動に協力し、ロータリーのリーダーとなる
人材育成に努力いたします。

◎ＳＡＡ（発表：竹村克彦）
　例会運営の監督で、役
割は多岐にわたり、その
都度、臨機応変に求めら
れます。例会が創意と工
夫を添えながら微笑みを
絶やさず楽しいものにな

ることを念頭に進めます。
・ゲストスピーカーに予めＫＩＳＳ（簡潔に、
早く）カードを示す趣旨を説明するなど、
例会のタイムキープに努めます。
・質と量に配慮した食事となるよう、ホテル
側とともに工夫します。
・今年度から副幹事が集計責任者となるニコ
ニコ箱、チビニコ箱の集計をサポートしま
す。
◎職業奉仕委員会（発表：中越貴宣）

　職業奉仕、非常に大事
だと聞いておりますが、
如何せん自分がまだしっ
かりと理解できていない
ところであります。今ま
でやってこられた先輩方

の活動を今一度、私自身がしっかり勉強して、
今年１年頑張っていきたいと思います。
１．「四つのテスト」の推進。毎月第一例会
で斉唱します。
２．新入会員に「四つのテスト」の綱領と、
ロータリアンの「職業の宣言」を配付しま
す。
３．職業奉仕月間（１月）には、プログラム
委員会と協力して、職場例会を開催します。

４．職業奉仕月間には、プログラム委員会と
協力して、会員若しくは職業奉仕に造詣の
深い講師に卓話を依頼し、職業奉仕につい
て理解を深める機会を提供します。

◎社会奉仕委員会（発表：猿田隆夫）
基本方針
　社会奉仕は、クラブの
所在地域に住む人々の生
活の質を高めるために、
地域住民のニーズをくみ
上げ、様々な取り組みを

行うことです。
　ロータリーの社会奉仕とは、ロータリアン
一人ひとりの個人生活・事業生活・社会生活
に奉仕の理想を適用することを奨励・育成す
ることです。
　ロータリアンが公共のために奉仕すること
は社会的責務でもあります。
　この精神に立脚して、地域に密着した活
動、また、地域が何を必要としているか、そ
してどう支援できるかを考え以下の計画を行
います。
活動計画
１．高知城のお堀端や高知あんしんセンター
前の歩道などに街灯を設置し、明るい町づ
くりに貢献したいと考えています。
２．７月に開催される「浦戸湾・七河川一斉
清掃」に参加します。（今年度は中止）
３．10月の「地域社会の発展月間」にプログ
ラム委員会と相談の上、卓話を予定します。
４．12月に地域発展及び青少年健全育成のた
め市内繁華街の防犯パトロールを行います。
５．翌年１月の「水曜会バザー」の支援を行
います。
６．四国八十八か所に支援します。
７．奉仕プロジェクト研究会に参加します。
◎国際奉仕委員会（発表：髙橋卓弥）
基本方針
１．短期交換事業について
　コロナウイルスの影響により、当該年度

•浦田健治　委員会活動の発表、ご苦労様で
した。これから暑い日が続きますが、委員会
活動、よろしくお願いします。
•鬼田知明　各委員会委員長の皆さま、本日
は委員会活動計画の発表ありがとうございま
した。次週もよろしくお願いいたします。永
野さん、素敵な色合いのクラブ計画書作成、
ありがとうございました。
•𠮷永光男　昨日、ゴルフに行って汗をべっ
たり「かき」、足がツリ出した。コロナの数

も増え、悪い事件、事故が増えています。皆
さん、身体には十分注意して暑い夏を乗り切
りましょう。
•鬼頭愼一　入会記念品ありがとうございま
す。
•森本多麻美　お誕生日のお祝いいただきま
した。ありがとうございます。
•松本隆之　入会記念祝い、妻の誕生日祝い
のお礼。安倍さんのご冥福をお祈りいたしま
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。
◇早退　２件

　５月１日、空路大阪に入
り、特急と新幹線で高岡市
に入り、レンタカーを借り
た。

瑞龍寺
　加賀二代藩主前田利長の
菩提寺で三代藩主利常によ
り建立された。利長は利家
の長男で高岡に築城し、この地で亡くなった。加賀100万石を譲ら
れた利常は妾腹の子だったが、深くその恩を感じ３万６千坪の土
地に20年の歳月をかけて建立した。周囲にも壕をめぐらし、まさ
に城郭を思わせるものだったそうである。中にある山
門・仏殿・法堂は国宝そして総門・禅堂その他は国の
重要文化財になっている。
　高岡市は空襲の被害がなかった街で高岡大仏、その
他古い建物が残っている。

雨晴温泉 磯はなび
　高岡市を北上し、富山湾を見下ろす小高い丘に建っ
ている。部屋から広々した富山湾が眺められる。温泉
にゆっくり入って夕食を取った。富山名物の白エビのお造里・コ
ロッケそして蛍烏賊シャブはどれも絶品だった。

砺波チューリップ園
　２日目は一時間位南下して、砺波チューリップ園を訪れた。こ
こは300万本ぐらいチューリップが展示され、日本一と云われ
る。見どころがたくさんあり、彩りガーデンには赤・黄・白など色々なチューリップが見ら
れ華やかである。花の大谷は通りにチューリップで高く積み上げて並べられ入って進むと春
爛漫である。

富山旅行（その１）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関　淑公

磯料理 松月
　昼食は富山港近くにある松月でとった。創業明治44年創業の古いお魚料理屋さん。前身は
浜の旦那衆に引き立てられた高級料亭だった。予約が難しかったが漆喰建ての倉庫を改造し
た個室で食事した。メニューは地元でとれたばかりの白えび50匹の刺身・唐揚げ・団子・お
造里・ホタル烏賊・カニしんじょう清汁・カニ甲羅上げそして最後はアンコウ大名汁と魚料
理ばかりでどれも素晴らしかった。

坂のまち 八尾町
　おわらの踊りで知られる八尾町は富山市南方にあり、小高い山を上ったところにある。江
戸時代から続く町人文化の町で諏訪町周辺に格子戸のちょっと黒っぽい町家が建ち並ぶ。そ
こでおわらの踊りが９月１日から３日まで三日間行われる。町の人達多くが踊りに参加し、
観光客も多く訪れ八尾の町は大いに賑わう。踊りがない日は静かな町である。

リバーリトリート雅樂倶
　富山市南方の山中に流れる神通川の畔にある。ホテルは山に囲まれ、前に面する川は水量
ゆたかで満々と流れている。３階と高くないが、ロビー・部屋はゆったりして広く温泉もき
れいである。
　夕食は地元射水の漁港からとれたばかりの白えび・ヤリイカ・ヒラメなど魚類をメインに
したフルコースで白の辛口のワインで味わった。

富山市
　富山市は大空襲で特に駅周辺が全焼したが、今では新幹線が走り、デパートやビルが建ち
並び明るい街である。人も多く、賑やかである。また、ここからはるか山の方に氷雪が積
もった立山連峰が眺められる。
　夜の食事はホテル近くにある、すし屋さん美喜鮨本店に入った。６時に入り、お客さんも
私ども二人だけだったが、若いご主人とゆっくり話しながら握ってもらった。お店は創業70
年余りで三代目と伺った。お魚は富山湾からとれるどれも新鮮なものばかりだった。
　わずか４日の旅だったが、富山は海と山の眺めが素晴らしい。その上、新鮮な魚に恵まれ
連日白エビ・蛍烏賊を食べた。
　また、富山の人は頭が低く礼儀正しい。越中富山の薬売りという言葉がある。昔から薬売
りとして全国をまわり、商売を続けてきた。その長年の伝統と努力が今の富山人を作ってい
ると思っている。また、いずれ訪れたいと思っている。

白エビ・蛍烏賊・お造里白エビ・蛍烏賊・お造里

瑞龍寺瑞龍寺

高岡大仏高岡大仏

雨晴温泉 磯はなび雨晴温泉 磯はなび
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● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
121,290円
17,200円
138,490円

0円
0円
0円

121,290円
17,200円
138,490円

チビニコ 合　計

７月13日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
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13日
６月29日

総数
－5 54
－2 54

出席
42
44

欠席
3
0

メイク
アップ HC出席率

77.78％
81.48％

出席率
93.88％
100％

4
8

ワイン同好会
2022年７月13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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