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本日　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」

森本太一郎 氏

次週　８月10日㈬ 

　　　 　休　　　会（お　盆　休　み）

第2540回　例会報告／令和４年７月20日　天候　晴
◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇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。
暑い日が続きますけども、
お体には十分気をつけて
ご活躍いただきたいと思
います。
　先週、ロータリーソン

グの「手に手つないで」のお話をさせていた
だきましたが、今日は「奉仕の理想」につい
て、ちょっと面白い話がありますので、ご紹
介します。
　ロータリーソングはシカゴでロータリーが
できたことをきっかけに始まったのですが、
1935（昭和10）年、日本もそろそろ自前のロ
ータリーソングが欲しいなということで、コ
ンクールをして、４曲が入選。京都の地区大
会で披露されることになりました。１等は後
で盗作が発覚し、２等が「奉仕の理想」、３
等が「我らの生業」。
　「奉仕の理想」は前田和一郎さんという京
都の製薬会社の社長が作詞されたんですが、
当時のガバナー、大阪商船の社長で村田省蔵
さんという、後に逓信兼鉄道相になった方が、
何と歌詞が１ヵ所気に入らないと。「世界に
捧げん我らの生業」を「御国に捧げん」に変
えろと強権を発揮して変更させたそうです。

昭和10年というのは、翌年二・二六事件が起
きるという、かなり軍国主義に傾いていた時
代で、軍はアメリカから来たロータリーのこ
とは、余り快く思っていなかったという背景
があります。そんな中で、村田さんはご自分
の気持ちなのか、ロータリーを弾圧から守ろ
うとしたのか、そこは想像するしかないので
すが、「御国」という言葉に変えた。それを
未だに歌っているわけです。実は私も、ちょ
っと待てよと。「御国に捧げん　我らの生業」
というけど、私は別に御国には捧げていない
なと、違和感を感じていました。
　落ちとしては、作詞者の前田和一郎さんが、
一度は自分の元歌の「世界に捧げん」に変え
てほしかったなと言われたそうです。この歌
を歌うとき、私個人的には、時代背景で村田
さんが気を配った、それを思い出すために未
だに変えてないんだと思いながら、いつも
歌っています。
◇奉仕プロジェクト研究会より
　本日、18時30分から高知大神宮さんの２階
で奉仕プロジェクト研究会を開催します。会
費は4,000円、23人が出席予定です。
◇幹　事　報　告
・今期も体調不良、発熱により出席できない
方は幹事または事務局までご連絡ください。
欠席扱いにはなりません。
・クラブ計画書の３ページ、テーマは「想像
しようロータリー」ではなく「イマジン
ロータリー」です。次週、訂正のシールを
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お配りします。
・次週、第１回役員会を行います。

◎雑誌・会報委員会（発表：松本隆之）
基本方針
　わかりやすく読みやす
い週報の作成、ロータリ
ークラブの出版物の周知
を行い、クラブ活動の理
解と会員相互の親睦を推

進いたします。
活動計画
１．週報の作成と校正を行う
２．ロータリークラブの出版物の周知に努
める
３．会員からの投稿、寄稿の掲載を行う
４．ロータリー活動の理解を深めるため精
読いただけるよう努める

◎会員増強・退会防止委員会
（発表：野町和也）
　幹事からは、本年度の
会員増強目標を５名と言
われていますが、コロナ
禍でもあり、なかなか難
しい状況です。どなたか

候補者があれば、どちらにでも出向きますの
で、皆さんのご協力をよろしくお願いいたし
ます。
◎会員選考・職業分類委員会

（発表：松岡英雄）
　この委員会は会員が推
薦してくれた全ての者を
個人的な面から検討して、
ご本人の人品骨柄を見極
めたいと思います。

◎プログラム委員会（発表：広瀬雅彦）
基本方針
　今年度のクラブテーマ
を念頭に魅力ある卓話を
企画致します。
・ロータリー活動の理解
を深めるため、月間強

化テーマに関連する委員会に卓話を依頼す
る。
・会員に日頃の活動や趣味、経験等を卓話頂
き、会員の相互理解を深める。
・新たに入会頂いた会員に「私の履歴書」な
どのテーマで卓話を頂くと共に、入会歴の
長い会員にも卓話を依頼する。

・他ロータリークラブ会員や外部からの講師
をお招きし、会員の知識向上や今後の活動
に役立つ卓話を依頼する。
・旬な話題や時事的テーマを取り上げた卓話
を企画する。
　会員の皆さまの聞いてみたい話、講師の紹
介等は随時受け付けていますので、よろしく
お願いいたします。
◎広報・ＩＴ委員会（発表：寺村　勉）

基本方針
　当クラブのプロジェク
トや奉仕活動、メッセー
ジなどが当委員会の広報
活動を通じて、広く社会
の人々に知ってもらい、

理解、共感されるよう進めてまいります。ま
た、会員への迅速な情報提供や会員相互のコ
ミュニケーションを図るための活動も行って
まいります。
１．広報活動
①　クラブ全体に関する事や各委員会活動
の告知と報告をHPやFaceBookで発信し
ます。
②　会員事業所や公共施設等の協力が得ら
れるところに週報やロータリー関連雑誌
を配布します。
③　報道機関に対して、奉仕活動等の取材
依頼を行います。

２．ＩＴ活動
①　クラブホームページの基本ページを新
年度版に更新します。
②　年間を通じて例会変更やpdf版週報を
適時に更新、アップします。
③　ホームページの「クラブ活動報告」や
FaceBookへ、同好会活動など会員の投
稿を推進します。
④　一斉メール機能にて会員に必要な情報
をお知らせします。
⑤　その他、必要と思われる内容を適時に
発信します。

◎ロータリー情報委員会（発表：竹村克彦）
　2022－2023年度浦田会長のクラブ運営方針
「ロータリアンになろう」を受けてロータ
リー情報委員会としての役割の中で、下記の
項目を重点的に実施いたします。
１．新会員へのアドバイザーを選任。

２．アドバイザーによる
新会員へのオリエンテ
　ーションをサポート。
３．ロータリーの歴史や
奉仕理念『シェルドン
の森』、クラブ運営に

関する勉強会を新会員（入会３年未満）と
中堅会員を対象に、年内に２回開催予定。
４．クラブのプログラム委員会、雑誌会報委
員会と連携を密にし、ロータリー情報に関
する内容を発進。
５．ロータリーに関する書籍（東ロータリー
文庫）と猿田会員提供による小堀憲助氏の
ＣＤを推奨。

◎会計（発表：松野宏司）
　クラブの資金管理を適
切に行い、健全な財務状
況のクラブ運営に努めま
す。
・会費の徴収
・委員会の事業費が適正

に執行されているかをチエック
・ＲＩ、地区等補助金の管理と賦課金、分担
金の支払い
・財務状況を把握し役員会、理事会、クラブ
への定期的な報告
・クラブ予算の作成とモニタリング
・年次財務報告書の作成
・次年度への健全な財務状況での引き継ぎ

㈲ ゴーイング代表取締役
高知南ＲC会員

◎出席委員会（発表：高橋典子）
　ロータリアンの務めは、
例会に参加することを基
準として、クラブ活動の
様々な会合に参加し、会
員相互の親睦を深める機
会を持つことからすべて

が始まります。会員間の親睦がベースとなり、
自主的なクラブ活動への参画意欲へとつなが
り、その総和としてクラブ活動全体が活性化
されるものと考えます。高知東ロータリーク
ラブでは100％の出席率を長年継続しており、
親睦活動の活発さを示すと共に会員の大きな
誇りとなっております。
　当委員会は、本年度も引き続き「ホームク
ラブへの出席を最優先」のお願いと、やむな
く例会出席が果たせない場合は、前後２週間
以内でのメイキャップによる出席率100％の
継続を厳守いただくよう働きかけてまいりま
す。
活動計画
・例会ごとの出席率を発表することで、ホー
ムクラブへの出席を優先していただくよう
促してまいります。
・ホームクラブ欠席の場合は、他のクラブへ
の出席（メイキャップ）をお願いします。
・地区大会・ＩＭ・国際大会等の活動への参
加も積極的にお願いします。
・あらかじめ例会への出欠を出欠表に記入い
ただき、食事のロスをなくすよう心掛けま
す。
・年度末には皆勤出席者に敬意を表し、表彰
させていただきます。
◎親睦委員会（発表：西森　大）

　ロータリークラブでの
親睦は、多くの友人をつ
くり、会員相互の親睦を
第一義とした団体です。 
異業種交流の場でもあり、
心の許せる友と語り合い、

学びあい、信頼を深め、職業に有益な情報を
交換しながら連帯感・協調を育むクラブとし
て活動してまいります。
　運営についても、新型コロナ感染症の拡大
防止の取り組みを促進しながら、例会をはじ
めとするクラブ活動を開催できるよう工夫し
てまいります。
活動計画
１．例会協力
①　例会では会員を明るく・暖かくお迎え
出来るよう心掛け致します。
②　来訪ロータリアンを歓迎し、場内での
案内や紹介を行います。
③　例会のはじめでは、ＳＡＡやプログラ
ム委員と協議しながらソングリーダーを
務めます。

２．夜間例会（年４回家族例会として開催）
　①創立記念例会　令和４年10月５日
　　ザ クラウンパレス新阪急高知
　②忘年夜間例会　令和４年12月21日
　　ザ クラウンパレス新阪急高知
　③観梅夜間例会　令和５年２月８日
　　得月樓
　④最終夜間例会　令和５年６月28日
　　ザ クラウンパレス新阪急高知
３．野外レクレーション
・日帰りバスツアーを計画
４．歓迎会と送別会
・新入会員の入会があった場合の歓迎会を
開催
・会員の退会があった場合送別会を適時開
催

５．水曜会の活動後援
・水曜会と連携しながら取り組み活動の支
援

６．東酔会の後援
・会員同士の親睦が深まるよう東酔会の開
催を補佐

•浦田健治　委員会活動計画発表、ご苦労様
でした。今晩の奉仕プロジェクト研究会に参
加の皆さま、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
は発表をいただきまして、ありがとうござい
ました。
•𠮷永光男　先週、同級生の古くて、汚く、
暇な居酒屋に行き、古い生ビールを飲み、腹
をくだした。皆さんも賞味期限の切れた物は
処分してください。

•寺村　勉　今期初の例会出席です。お休み
してすみませんでした。コロナ禍ではありま
すが、徐々にイベントも復活！　忙しい夏が
来ました。
•竹村克彦（ＳＡＡ）　今年度になって３回
目の例会。３回とも登壇の機会をいただきま
した。そんな良いことがあったのでニコニコ
へ。
•山村一正　本日は気分が良いので占います
ね。本日の幸運の星座は牡羊座と蟹座の人で
す。おめでとうございます。
•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
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中堅会員を対象に、年内に２回開催予定。
４．クラブのプログラム委員会、雑誌会報委
員会と連携を密にし、ロータリー情報に関
する内容を発進。
５．ロータリーに関する書籍（東ロータリー
文庫）と猿田会員提供による小堀憲助氏の
ＣＤを推奨。

◎会計（発表：松野宏司）
　クラブの資金管理を適
切に行い、健全な財務状
況のクラブ運営に努めま
す。
・会費の徴収
・委員会の事業費が適正

に執行されているかをチエック
・ＲＩ、地区等補助金の管理と賦課金、分担
金の支払い
・財務状況を把握し役員会、理事会、クラブ
への定期的な報告
・クラブ予算の作成とモニタリング
・年次財務報告書の作成
・次年度への健全な財務状況での引き継ぎ

◇委員会活動計画発表・２

◎出席委員会（発表：高橋典子）
　ロータリアンの務めは、
例会に参加することを基
準として、クラブ活動の
様々な会合に参加し、会
員相互の親睦を深める機
会を持つことからすべて

が始まります。会員間の親睦がベースとなり、
自主的なクラブ活動への参画意欲へとつなが
り、その総和としてクラブ活動全体が活性化
されるものと考えます。高知東ロータリーク
ラブでは100％の出席率を長年継続しており、
親睦活動の活発さを示すと共に会員の大きな
誇りとなっております。
　当委員会は、本年度も引き続き「ホームク
ラブへの出席を最優先」のお願いと、やむな
く例会出席が果たせない場合は、前後２週間
以内でのメイキャップによる出席率100％の
継続を厳守いただくよう働きかけてまいりま
す。
活動計画
・例会ごとの出席率を発表することで、ホー
ムクラブへの出席を優先していただくよう
促してまいります。
・ホームクラブ欠席の場合は、他のクラブへ
の出席（メイキャップ）をお願いします。
・地区大会・ＩＭ・国際大会等の活動への参
加も積極的にお願いします。
・あらかじめ例会への出欠を出欠表に記入い
ただき、食事のロスをなくすよう心掛けま
す。
・年度末には皆勤出席者に敬意を表し、表彰
させていただきます。
◎親睦委員会（発表：西森　大）

　ロータリークラブでの
親睦は、多くの友人をつ
くり、会員相互の親睦を
第一義とした団体です。 
異業種交流の場でもあり、
心の許せる友と語り合い、

学びあい、信頼を深め、職業に有益な情報を
交換しながら連帯感・協調を育むクラブとし
て活動してまいります。
　運営についても、新型コロナ感染症の拡大
防止の取り組みを促進しながら、例会をはじ
めとするクラブ活動を開催できるよう工夫し
てまいります。
活動計画
１．例会協力
①　例会では会員を明るく・暖かくお迎え
出来るよう心掛け致します。
②　来訪ロータリアンを歓迎し、場内での
案内や紹介を行います。
③　例会のはじめでは、ＳＡＡやプログラ
ム委員と協議しながらソングリーダーを
務めます。

２．夜間例会（年４回家族例会として開催）
　①創立記念例会　令和４年10月５日
　　ザ クラウンパレス新阪急高知
　②忘年夜間例会　令和４年12月21日
　　ザ クラウンパレス新阪急高知
　③観梅夜間例会　令和５年２月８日
　　得月樓
　④最終夜間例会　令和５年６月28日
　　ザ クラウンパレス新阪急高知
３．野外レクレーション
・日帰りバスツアーを計画
４．歓迎会と送別会
・新入会員の入会があった場合の歓迎会を
開催
・会員の退会があった場合送別会を適時開
催

５．水曜会の活動後援
・水曜会と連携しながら取り組み活動の支
援

６．東酔会の後援
・会員同士の親睦が深まるよう東酔会の開
催を補佐

•浦田健治　委員会活動計画発表、ご苦労様
でした。今晩の奉仕プロジェクト研究会に参
加の皆さま、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
は発表をいただきまして、ありがとうござい
ました。
•𠮷永光男　先週、同級生の古くて、汚く、
暇な居酒屋に行き、古い生ビールを飲み、腹
をくだした。皆さんも賞味期限の切れた物は
処分してください。

•寺村　勉　今期初の例会出席です。お休み
してすみませんでした。コロナ禍ではありま
すが、徐々にイベントも復活！　忙しい夏が
来ました。
•竹村克彦（ＳＡＡ）　今年度になって３回
目の例会。３回とも登壇の機会をいただきま
した。そんな良いことがあったのでニコニコ
へ。
•山村一正　本日は気分が良いので占います
ね。本日の幸運の星座は牡羊座と蟹座の人で
す。おめでとうございます。
•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



◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇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。
暑い日が続きますけども、
お体には十分気をつけて
ご活躍いただきたいと思
います。
　先週、ロータリーソン

グの「手に手つないで」のお話をさせていた
だきましたが、今日は「奉仕の理想」につい
て、ちょっと面白い話がありますので、ご紹
介します。
　ロータリーソングはシカゴでロータリーが
できたことをきっかけに始まったのですが、
1935（昭和10）年、日本もそろそろ自前のロ
ータリーソングが欲しいなということで、コ
ンクールをして、４曲が入選。京都の地区大
会で披露されることになりました。１等は後
で盗作が発覚し、２等が「奉仕の理想」、３
等が「我らの生業」。
　「奉仕の理想」は前田和一郎さんという京
都の製薬会社の社長が作詞されたんですが、
当時のガバナー、大阪商船の社長で村田省蔵
さんという、後に逓信兼鉄道相になった方が、
何と歌詞が１ヵ所気に入らないと。「世界に
捧げん我らの生業」を「御国に捧げん」に変
えろと強権を発揮して変更させたそうです。

昭和10年というのは、翌年二・二六事件が起
きるという、かなり軍国主義に傾いていた時
代で、軍はアメリカから来たロータリーのこ
とは、余り快く思っていなかったという背景
があります。そんな中で、村田さんはご自分
の気持ちなのか、ロータリーを弾圧から守ろ
うとしたのか、そこは想像するしかないので
すが、「御国」という言葉に変えた。それを
未だに歌っているわけです。実は私も、ちょ
っと待てよと。「御国に捧げん　我らの生業」
というけど、私は別に御国には捧げていない
なと、違和感を感じていました。
　落ちとしては、作詞者の前田和一郎さんが、
一度は自分の元歌の「世界に捧げん」に変え
てほしかったなと言われたそうです。この歌
を歌うとき、私個人的には、時代背景で村田
さんが気を配った、それを思い出すために未
だに変えてないんだと思いながら、いつも
歌っています。
◇奉仕プロジェクト研究会より
　本日、18時30分から高知大神宮さんの２階
で奉仕プロジェクト研究会を開催します。会
費は4,000円、23人が出席予定です。
◇幹　事　報　告
・今期も体調不良、発熱により出席できない
方は幹事または事務局までご連絡ください。
欠席扱いにはなりません。
・クラブ計画書の３ページ、テーマは「想像
しようロータリー」ではなく「イマジン
ロータリー」です。次週、訂正のシールを
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お配りします。
・次週、第１回役員会を行います。

◎雑誌・会報委員会（発表：松本隆之）
基本方針
　わかりやすく読みやす
い週報の作成、ロータリ
ークラブの出版物の周知
を行い、クラブ活動の理
解と会員相互の親睦を推

進いたします。
活動計画
１．週報の作成と校正を行う
２．ロータリークラブの出版物の周知に努
める
３．会員からの投稿、寄稿の掲載を行う
４．ロータリー活動の理解を深めるため精
読いただけるよう努める

◎会員増強・退会防止委員会
（発表：野町和也）
　幹事からは、本年度の
会員増強目標を５名と言
われていますが、コロナ
禍でもあり、なかなか難
しい状況です。どなたか

候補者があれば、どちらにでも出向きますの
で、皆さんのご協力をよろしくお願いいたし
ます。
◎会員選考・職業分類委員会

（発表：松岡英雄）
　この委員会は会員が推
薦してくれた全ての者を
個人的な面から検討して、
ご本人の人品骨柄を見極
めたいと思います。

◎プログラム委員会（発表：広瀬雅彦）
基本方針
　今年度のクラブテーマ
を念頭に魅力ある卓話を
企画致します。
・ロータリー活動の理解
を深めるため、月間強

化テーマに関連する委員会に卓話を依頼す
る。
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　会員の皆さまの聞いてみたい話、講師の紹
介等は随時受け付けていますので、よろしく
お願いいたします。
◎広報・ＩＴ委員会（発表：寺村　勉）

基本方針
　当クラブのプロジェク
トや奉仕活動、メッセー
ジなどが当委員会の広報
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まいります。
１．広報活動
①　クラブ全体に関する事や各委員会活動
の告知と報告をHPやFaceBookで発信し
ます。
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の気持ちなのか、ロータリーを弾圧から守ろ
うとしたのか、そこは想像するしかないので
すが、「御国」という言葉に変えた。それを
未だに歌っているわけです。実は私も、ちょ
っと待てよと。「御国に捧げん　我らの生業」
というけど、私は別に御国には捧げていない
なと、違和感を感じていました。
　落ちとしては、作詞者の前田和一郎さんが、
一度は自分の元歌の「世界に捧げん」に変え
てほしかったなと言われたそうです。この歌
を歌うとき、私個人的には、時代背景で村田
さんが気を配った、それを思い出すために未
だに変えてないんだと思いながら、いつも
歌っています。
◇奉仕プロジェクト研究会より
　本日、18時30分から高知大神宮さんの２階
で奉仕プロジェクト研究会を開催します。会
費は4,000円、23人が出席予定です。
◇幹　事　報　告
・今期も体調不良、発熱により出席できない
方は幹事または事務局までご連絡ください。
欠席扱いにはなりません。
・クラブ計画書の３ページ、テーマは「想像
しようロータリー」ではなく「イマジン
ロータリー」です。次週、訂正のシールを
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お配りします。
・次週、第１回役員会を行います。

◎雑誌・会報委員会（発表：松本隆之）
基本方針
　わかりやすく読みやす
い週報の作成、ロータリ
ークラブの出版物の周知
を行い、クラブ活動の理
解と会員相互の親睦を推

進いたします。
活動計画
１．週報の作成と校正を行う
２．ロータリークラブの出版物の周知に努
める
３．会員からの投稿、寄稿の掲載を行う
４．ロータリー活動の理解を深めるため精
読いただけるよう努める

◎会員増強・退会防止委員会
（発表：野町和也）
　幹事からは、本年度の
会員増強目標を５名と言
われていますが、コロナ
禍でもあり、なかなか難
しい状況です。どなたか

候補者があれば、どちらにでも出向きますの
で、皆さんのご協力をよろしくお願いいたし
ます。
◎会員選考・職業分類委員会

（発表：松岡英雄）
　この委員会は会員が推
薦してくれた全ての者を
個人的な面から検討して、
ご本人の人品骨柄を見極
めたいと思います。

◎プログラム委員会（発表：広瀬雅彦）
基本方針
　今年度のクラブテーマ
を念頭に魅力ある卓話を
企画致します。
・ロータリー活動の理解
を深めるため、月間強

化テーマに関連する委員会に卓話を依頼す
る。
・会員に日頃の活動や趣味、経験等を卓話頂
き、会員の相互理解を深める。
・新たに入会頂いた会員に「私の履歴書」な
どのテーマで卓話を頂くと共に、入会歴の
長い会員にも卓話を依頼する。

・他ロータリークラブ会員や外部からの講師
をお招きし、会員の知識向上や今後の活動
に役立つ卓話を依頼する。
・旬な話題や時事的テーマを取り上げた卓話
を企画する。
　会員の皆さまの聞いてみたい話、講師の紹
介等は随時受け付けていますので、よろしく
お願いいたします。
◎広報・ＩＴ委員会（発表：寺村　勉）

基本方針
　当クラブのプロジェク
トや奉仕活動、メッセー
ジなどが当委員会の広報
活動を通じて、広く社会
の人々に知ってもらい、

理解、共感されるよう進めてまいります。ま
た、会員への迅速な情報提供や会員相互のコ
ミュニケーションを図るための活動も行って
まいります。
１．広報活動
①　クラブ全体に関する事や各委員会活動
の告知と報告をHPやFaceBookで発信し
ます。
②　会員事業所や公共施設等の協力が得ら
れるところに週報やロータリー関連雑誌
を配布します。
③　報道機関に対して、奉仕活動等の取材
依頼を行います。

２．ＩＴ活動
①　クラブホームページの基本ページを新
年度版に更新します。
②　年間を通じて例会変更やpdf版週報を
適時に更新、アップします。
③　ホームページの「クラブ活動報告」や
FaceBookへ、同好会活動など会員の投
稿を推進します。
④　一斉メール機能にて会員に必要な情報
をお知らせします。
⑤　その他、必要と思われる内容を適時に
発信します。

◎ロータリー情報委員会（発表：竹村克彦）
　2022－2023年度浦田会長のクラブ運営方針
「ロータリアンになろう」を受けてロータ
リー情報委員会としての役割の中で、下記の
項目を重点的に実施いたします。
１．新会員へのアドバイザーを選任。

２．アドバイザーによる
新会員へのオリエンテ
　ーションをサポート。
３．ロータリーの歴史や
奉仕理念『シェルドン
の森』、クラブ運営に

関する勉強会を新会員（入会３年未満）と
中堅会員を対象に、年内に２回開催予定。
４．クラブのプログラム委員会、雑誌会報委
員会と連携を密にし、ロータリー情報に関
する内容を発進。
５．ロータリーに関する書籍（東ロータリー
文庫）と猿田会員提供による小堀憲助氏の
ＣＤを推奨。

◎会計（発表：松野宏司）
　クラブの資金管理を適
切に行い、健全な財務状
況のクラブ運営に努めま
す。
・会費の徴収
・委員会の事業費が適正

に執行されているかをチエック
・ＲＩ、地区等補助金の管理と賦課金、分担
金の支払い
・財務状況を把握し役員会、理事会、クラブ
への定期的な報告
・クラブ予算の作成とモニタリング
・年次財務報告書の作成
・次年度への健全な財務状況での引き継ぎ

◎出席委員会（発表：高橋典子）
　ロータリアンの務めは、
例会に参加することを基
準として、クラブ活動の
様々な会合に参加し、会
員相互の親睦を深める機
会を持つことからすべて

が始まります。会員間の親睦がベースとなり、
自主的なクラブ活動への参画意欲へとつなが
り、その総和としてクラブ活動全体が活性化
されるものと考えます。高知東ロータリーク
ラブでは100％の出席率を長年継続しており、
親睦活動の活発さを示すと共に会員の大きな
誇りとなっております。
　当委員会は、本年度も引き続き「ホームク
ラブへの出席を最優先」のお願いと、やむな
く例会出席が果たせない場合は、前後２週間
以内でのメイキャップによる出席率100％の
継続を厳守いただくよう働きかけてまいりま
す。
活動計画
・例会ごとの出席率を発表することで、ホー
ムクラブへの出席を優先していただくよう
促してまいります。
・ホームクラブ欠席の場合は、他のクラブへ
の出席（メイキャップ）をお願いします。
・地区大会・ＩＭ・国際大会等の活動への参
加も積極的にお願いします。
・あらかじめ例会への出欠を出欠表に記入い
ただき、食事のロスをなくすよう心掛けま
す。
・年度末には皆勤出席者に敬意を表し、表彰
させていただきます。
◎親睦委員会（発表：西森　大）

　ロータリークラブでの
親睦は、多くの友人をつ
くり、会員相互の親睦を
第一義とした団体です。 
異業種交流の場でもあり、
心の許せる友と語り合い、

学びあい、信頼を深め、職業に有益な情報を
交換しながら連帯感・協調を育むクラブとし
て活動してまいります。
　運営についても、新型コロナ感染症の拡大
防止の取り組みを促進しながら、例会をはじ
めとするクラブ活動を開催できるよう工夫し
てまいります。
活動計画
１．例会協力
①　例会では会員を明るく・暖かくお迎え
出来るよう心掛け致します。
②　来訪ロータリアンを歓迎し、場内での
案内や紹介を行います。
③　例会のはじめでは、ＳＡＡやプログラ
ム委員と協議しながらソングリーダーを
務めます。

２．夜間例会（年４回家族例会として開催）
　①創立記念例会　令和４年10月５日
　　ザ クラウンパレス新阪急高知
　②忘年夜間例会　令和４年12月21日
　　ザ クラウンパレス新阪急高知
　③観梅夜間例会　令和５年２月８日
　　得月樓
　④最終夜間例会　令和５年６月28日
　　ザ クラウンパレス新阪急高知
３．野外レクレーション
・日帰りバスツアーを計画
４．歓迎会と送別会
・新入会員の入会があった場合の歓迎会を
開催
・会員の退会があった場合送別会を適時開
催

５．水曜会の活動後援
・水曜会と連携しながら取り組み活動の支
援

６．東酔会の後援
・会員同士の親睦が深まるよう東酔会の開
催を補佐

•浦田健治　委員会活動計画発表、ご苦労様
でした。今晩の奉仕プロジェクト研究会に参
加の皆さま、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
は発表をいただきまして、ありがとうござい
ました。
•𠮷永光男　先週、同級生の古くて、汚く、
暇な居酒屋に行き、古い生ビールを飲み、腹
をくだした。皆さんも賞味期限の切れた物は
処分してください。

•寺村　勉　今期初の例会出席です。お休み
してすみませんでした。コロナ禍ではありま
すが、徐々にイベントも復活！　忙しい夏が
来ました。
•竹村克彦（ＳＡＡ）　今年度になって３回
目の例会。３回とも登壇の機会をいただきま
した。そんな良いことがあったのでニコニコ
へ。
•山村一正　本日は気分が良いので占います
ね。本日の幸運の星座は牡羊座と蟹座の人で
す。おめでとうございます。
•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

他クラブ変更事項

●高松西ロータリークラブ事務局移転のお知らせ
　•現住所：〒760－0021 高松市西の丸町10－15　西の丸ビル３階
　  高松ホテル旅館料理協同組合内
　　　⬇
　•新住所：〒760－0011 高松市浜ノ町１－１　ＪＲホテルクレメント内
　•ＦＡＸ：０８７－８６２－４３２１
　※７月30日㈯より
　※クラブのメールアドレスは変更ございません。
　※事務局の電話番号につきましては、後日ご連絡をさせていただきます。
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様々な会合に参加し、会
員相互の親睦を深める機
会を持つことからすべて

が始まります。会員間の親睦がベースとなり、
自主的なクラブ活動への参画意欲へとつなが
り、その総和としてクラブ活動全体が活性化
されるものと考えます。高知東ロータリーク
ラブでは100％の出席率を長年継続しており、
親睦活動の活発さを示すと共に会員の大きな
誇りとなっております。
　当委員会は、本年度も引き続き「ホームク
ラブへの出席を最優先」のお願いと、やむな
く例会出席が果たせない場合は、前後２週間
以内でのメイキャップによる出席率100％の
継続を厳守いただくよう働きかけてまいりま
す。
活動計画
・例会ごとの出席率を発表することで、ホー
ムクラブへの出席を優先していただくよう
促してまいります。
・ホームクラブ欠席の場合は、他のクラブへ
の出席（メイキャップ）をお願いします。
・地区大会・ＩＭ・国際大会等の活動への参
加も積極的にお願いします。
・あらかじめ例会への出欠を出欠表に記入い
ただき、食事のロスをなくすよう心掛けま
す。
・年度末には皆勤出席者に敬意を表し、表彰
させていただきます。
◎親睦委員会（発表：西森　大）

　ロータリークラブでの
親睦は、多くの友人をつ
くり、会員相互の親睦を
第一義とした団体です。 
異業種交流の場でもあり、
心の許せる友と語り合い、

学びあい、信頼を深め、職業に有益な情報を
交換しながら連帯感・協調を育むクラブとし
て活動してまいります。
　運営についても、新型コロナ感染症の拡大
防止の取り組みを促進しながら、例会をはじ
めとするクラブ活動を開催できるよう工夫し
てまいります。
活動計画
１．例会協力
①　例会では会員を明るく・暖かくお迎え
出来るよう心掛け致します。
②　来訪ロータリアンを歓迎し、場内での
案内や紹介を行います。
③　例会のはじめでは、ＳＡＡやプログラ
ム委員と協議しながらソングリーダーを
務めます。

２．夜間例会（年４回家族例会として開催）
　①創立記念例会　令和４年10月５日
　　ザ クラウンパレス新阪急高知
　②忘年夜間例会　令和４年12月21日
　　ザ クラウンパレス新阪急高知
　③観梅夜間例会　令和５年２月８日
　　得月樓
　④最終夜間例会　令和５年６月28日
　　ザ クラウンパレス新阪急高知
３．野外レクレーション
・日帰りバスツアーを計画
４．歓迎会と送別会
・新入会員の入会があった場合の歓迎会を
開催
・会員の退会があった場合送別会を適時開
催

５．水曜会の活動後援
・水曜会と連携しながら取り組み活動の支
援

６．東酔会の後援
・会員同士の親睦が深まるよう東酔会の開
催を補佐

•浦田健治　委員会活動計画発表、ご苦労様
でした。今晩の奉仕プロジェクト研究会に参
加の皆さま、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
は発表をいただきまして、ありがとうござい
ました。
•𠮷永光男　先週、同級生の古くて、汚く、
暇な居酒屋に行き、古い生ビールを飲み、腹
をくだした。皆さんも賞味期限の切れた物は
処分してください。

•寺村　勉　今期初の例会出席です。お休み
してすみませんでした。コロナ禍ではありま
すが、徐々にイベントも復活！　忙しい夏が
来ました。
•竹村克彦（ＳＡＡ）　今年度になって３回
目の例会。３回とも登壇の機会をいただきま
した。そんな良いことがあったのでニコニコ
へ。
•山村一正　本日は気分が良いので占います
ね。本日の幸運の星座は牡羊座と蟹座の人で
す。おめでとうございます。
•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

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・カニしんじょ清汁・カニ甲羅揚
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。

富山旅行（その２）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関　淑公

磯料理 松月磯料理 松月

坂のまち 八尾町坂のまち 八尾町

リバーリトリート雅樂倶リバーリトリート雅樂倶
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the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
138,490円
11,800円
150,290円

0円
0円
0円

138,490円
11,800円
150,290円

チビニコ 合　計

７月20日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
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）
９月７日㈬　定例理事会
９月14日㈬　ガバナー公式訪問
９月20日㈫～22日㈭　18：30（得月樓）
　情報集会
９月28日㈬　役員会
10月５日㈬　定例理事会
10月９日㈮　高知東ＲＣ創立記念日
10月12日㈬　創立記念夜間例会
　　　　　　　　　（ザ クラウンパレス）
10月26日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
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20日
７月６日

総数
－2 54
－3 54

出席
46
45

欠席
2
0

メイク
アップ HC出席率

85.19％
83.33％

出席率
96.15％
100％

4
6

〒770－0941 徳島県徳島市万代町３丁目５－４　近藤ビル４階
ＴＥＬ：０８８－６７６－２１７２
ＦＡＸ：０８８－６７６－２１７３
E-mail：tokushima2023-24@rid2670.jp
執務時間：10時～16時（土日祝休み）

国際ロータリー第2670地区ガバナーエレクト事務所開設のお知らせ
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