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本日　12月21日㈬ 18：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　忘　　年　　夜　　間　　例　　会

次週　12月28日㈬

　　　 　休　　　　会（年末年始の休み）

第2558回　例会報告／令和４年12月７日　天候　晴れ
◇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
　高知南ＲＣ　　小松　秀明 氏
　　　　　　　　原田　秀一 氏
　　　　　　　　森本太一郎 氏
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
早いもので、12月の第一
例会を迎えました。
　ロータリークラブとい
うのは、サービス、職業
奉仕についての学びと親

睦の機会を会員に与える場だと、私は承知し
ていますが、クラブ内の委員会運営について
は様々な考え方があると思います。
　私が思うには、ロータリーにおける委員会
活動の目的は、皆さんが各々営んでいる事業
と違って営利事業ではありませんので、事業
を100％全うするよりも、各会員がいろいろ
考えながら委員会活動をするということを通
じて、委員会という小さなユニットで濃密に
親睦をすることが最も大事なことであると考
えます。つまり委員長一人が一所懸命やって
事業目標を100％達成するというのは、必ず
しもロータリーの本来の委員会活動の目的で
はないのではないかと思うのです。
　クラブ協議会では、各委員長に私の今の考
え方をお話して、委員会をできる限り開いて

下さいとお願いしています。もしまだ委員会
の集まりがなされてなければ委員の方から積
極的に委員会を開く提案をすればいいんじゃ
ないかと思います。
　本日は、ロータリーの委員会活動について、
私の思うところを述べてみました。
◇Ｉ.Ｍ.の案内
　本年度は３年振りのＩ.Ｍ.を「原点から未
来へ」をテーマとして、2023年２月11日㈯に
開催します。詳細は、案内状等をご確認いた
だきますが、Ｉ.Ｍ.翌日の２月12日㈰は、高
知南ＲＣ主催のゴルフコンペを開催します。
今年はインフルエンザの流行も始まっている
という報道もありますので、感染防止対策に
は十分配慮しながら開催したいと思っていま
す。感染状況次第では中止の可能性もありま
すが、何とか３年振りの開催をしたいと準備
を進めています。久しぶりに皆さまが集って
懇親を深める会ですので、1人でも多くの仲
間にご参加賜りますようよろしくお願いいた
します。
◇12月の会員祝日（敬称略）

•会員誕生日
　松岡　英雄　　前川美智子　　𠮷永　光男

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

　佐野　博三　　竹村　克彦　　前田　　博
　高橋　典子
•配偶者誕生日
　中越　由紀　　西山　加南
•家庭記念日
　寺尾　正生　　柳澤　光秋　　佐野　博三
　西森　良文　　有田　憲一
•入会記念日
　髙橋　卓弥　　　早瀬源慶

◇社会奉仕委員会より
　先週の金曜日、年末防犯パトロールに30名
弱の参加をいただき、誠にありがとうござい
ました。懇親会にも20名を超える皆さんに来
ていただきました。また、来年もご協力をよ
ろしくお願いします。　
◇幹　事　報　告
•12月のロータリーレートは１ドル138円です。
•本日例会終了後、年次総会を開催します。
年次総会終了後、理事会を行います。

•小松秀明・原田秀一・森本太一郎（高知南
ＲＣ）　本日はＩ.Ｍ.並びにゴフルコンペ開催
のご案内をさせていただきました。ぜひ多く
のご参加を賜りますようお願い申し上げます。
•浦田健治　五大奉仕委員会の皆さま、発表
ご苦労様でした。本日Ｉ.Ｍ.実行委員会の
方々が来ていただきましたが、改めてＩ.Ｍ.
への参加をお願いします。
•鬼田知明　五大奉仕委員長の皆さま、本日
は発表ありがとうございました。引き続きよ
ろしくお願いします。
•𠮷永光男　12月４日、日曜日、市川さんと
ロータリー財団セミナーに行ってきました。
車と運転は市川さん、ＥＴＣカードと昼食の
うな重の「上」は私持ち。セミナーの内容は
事業報告と補助金の説明でした。本日の中間
報告と年次総会よろしくお願いいたします。
誕生日、品物ありがとうございます。「嬉し
いことに」こんな元気な70歳、見たことない
と言ってくれます。
•福岡満喜子　東クラブ女子会、楽しかった
です。テンちゃん、献立ててくださりありが

とうございました。何と３時間もいました。
•増田伝郎　12月２日㈮、防犯パトロールを
ドタキャンして誠に申し訳ございませんでし
た。
•前田　博　誕生祝いありがとうございます。
小旅行を計画しています。
•松岡英雄　誕生日祝いお礼。
•竹村克彦　誕生日祝いの品のお礼。𠮷永さ
ん！　先日の二次会ではご馳走になりました。
•高橋典子　誕生祝いの品をいただきありが
とうございました。40歳になったとき「初
老」に入ったかと驚きましたが、あっという
間に40代も後半になりました。高知で初老を
満喫しようと思います。
•中越貴宣　妻の誕生祝いありがとうござい
ます。
•西森良文　早いもので結婚21年になりまし
た。良くも悪くも月日は流れますね。
•佐野博三　家庭記念日、誕生日の記念品あ
りがとうございます。
•有田憲一　１年無事にすみそうです。あり
がとうございました。
•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　２件

◎職業奉仕委員会（発表：中越貴宣）
１．「四つのテスト」の
推進。毎月第一例会で
斉唱しています。
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」を配付しました。
３．職場例会を１月18日、高知市役所で開催
します。卓話は岡﨑市長です。希望者は市
役所内の見学もできますので、多くの出席
をお願いします。
◎社会奉仕委員会（発表：猿田隆夫）

１．高知あんしんセンタ
　ー前の歩道にＬＥＤの
街灯を設置。
２．７月の浦戸湾・七河
川一斉清掃は、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、高知市保健所所長
の豊田氏に卓話をしていただきました。
４．市内繁華街の防犯パトロールに30名弱が
参加。無事に終了。
◎青少年奉仕委員会（発表：武吉佳月）

　活動の大きな軸はライ
ラセミナー、ローターア
クトクラブ（18歳以上）、
インターアクトクラブの
活動ですが、現時点では
まだ活動が実施されてい

ない状況。

　現在決定しているのは、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）
が2023年５月11日～14日開催予定。当クラブ
からは２名の研修生を派遣予定。オブザー
バーとして２名の参加を予算計上しています
ので、ぜひ参加をお願いします。
◎国際奉仕委員会（発表：西森やよい）

１．短期交換事業につい
て
　コロナウイルスの影
響により、当該年度事
業は中止。
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。
３．国際奉仕に関わる卓話。９月28日、高知
工科大学経済学　助教授コスチャンチン・
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卓話していただきま
した。
◎クラブ奉仕委員会（発表：𠮷永光男）

　クラブ奉仕委員会の８
つの委員会で年度はじめ、
第１回の委員会を開催し、
各委員会の役割と引き継
ぎの確認
　10月26日、第２回目の

会合を炉辺会として開催。各委員長の運営面
の話し合いを行った。
　現在は、各委員会の努力もあり、計画は問
題なく順調に推移しています。

議長　ただ今から年次総会を開催いたします。
高知東ロータリークラブ細則第３条・役員の
任務、第１節により、議長は会長が務めるこ
とになっていますので、私が務めさせていた
だきます。
　細則により、総会は会員総数の３分の１以
上の出席を要するとなっています。本日、会
員総数54名のうち36名の出席で、総会は有効
に成立します。
　本日の議案は２件です。第１号議案は、次
々年度（2024-25年度）の会長選任の件。第
２号議案は次年度の役員・理事承認の件です。
　まず第１号議案、次々年度の会長選任の件。
どなたか立候補される会員はいらっしゃいま
すか。
　いらっしゃらないようですので、先日の指
名委員会で、佐野博三会員を、2024－25年度
の会長に推薦がありました。この推薦案にご
賛同いただける方は挙手をお願いします。
（挙手多数）

議長　ありがとうございました。挙手多数と
いうことで、佐野会員が2024－25年度の会長
に決定いたしました。
　それでは、佐野会員の方からご挨拶をお願
いします。

次々期会長・佐野会員挨拶
　次々年度の会長ということで光栄に感じて
いますが、私には３つの欠格事項があります。
まず１つは、非常に高齢であるということ。
あと10日で84歳になりますが、次々期となる
と85歳から86歳で、当クラブでも他のクラブ
でもあまりない高齢会長ということで、自分
自身心配しています。
　第２点は、当クラブの協力会として水曜会
がありますが、うちの女房は80歳で介護を必
要とする状況が近づいていて協力することが
できません。
　第３点は、私は幹事の経験がありません。
会長になる者は幹事を経験してからというの
が、今までの例ですが、これも経験をしてい
ません。この３つの欠格事項があり、この推
薦はお断りしようかと思っていましたが、ロ

ータリーには「ノー」という返事はないとい
うことで、お引き受けすることになりました。
　もう一つ、東クラブには、53年前の設立当
時のチャーターメンバーで、私と同じ警察出
身の中沢正市さんという方がいます。この方
は、高知警察署の署長の後、今の中央自動車
学校を設立しています。その後、続いて５人
の中央自動車学校の方が、当クラブの会員に
なっています。警備業界からも私で８人目で
す。延べ９人で75年間の当クラブに私たち警
察ＯＢの在籍年数があります。その中で誰も
会長になったことはありません。少し僭越で
はございますが、私が会長にならせていただ
き、ロータリーの多様性ということを考える
場とする。それもまた良いのではないかと考
えます。
　私は非常にアバウトな男です。ロータリー
歴は22年ですが、理念等々の勉強はあまりし
ていません。「ロータリー　そのうち分かる
22年」。次々期までまだ１年半ありますので、
これから勉強して、実践することに努めてい
きたいと考えています。ご指導、ご協力をよ
ろしくお願い申し上げます。
　　
議長　続きまして、第２号議案、次年度の役
員並びに理事承認の件です。𠮷永副会長よろ
しくお願いします。

𠮷永副会長　クラブ細則第４条、第１項に、
12月開催の年次総会において、次年度の役員
並びに理事の選任を行わなければならないと
あります。事前に案はレターボックスに入れ
ています。
役員…𠮷永光男、佐野博三、中西克行、前田
　博、西森良文、浦田健治
理事…𠮷永光男、佐野博三、中西克行、前田
　博、西森良文、浦田健治、永野正将、岡　
今朝男、山村一正、西森やよい
　以上の面々で来年度の役員、理事を務めた
いと思います。よろしくお願いいたします。

議長　それでは、第２号議案、次年度の役員
並びに理事の案について、ご賛同の方は挙手
をお願いいたします。

（賛同の挙手）

議長　どうもありがとうございました。多数
をもって決定いたしました。

議長　続きまして、高知東ＲＣ定款第７条に
より、財務中間報告を監査の沖会員にお願い
いたします。

沖会員　監査の沖です。高知東ＲＣの定款に
基づき、11月16日、例会場にて確認いたしま
した結果、適正に処理されておりますので、
ここに報告させていただきます。以上です。

議長　ありがとうございました。以上で年次
総会は無事、終了いたします。これにて閉会
します。ご協力ありがとうございました。
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１．高知あんしんセンタ
　ー前の歩道にＬＥＤの
街灯を設置。
２．７月の浦戸湾・七河
川一斉清掃は、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、高知市保健所所長
の豊田氏に卓話をしていただきました。
４．市内繁華街の防犯パトロールに30名弱が
参加。無事に終了。
◎青少年奉仕委員会（発表：武吉佳月）

　活動の大きな軸はライ
ラセミナー、ローターア
クトクラブ（18歳以上）、
インターアクトクラブの
活動ですが、現時点では
まだ活動が実施されてい

ない状況。

　現在決定しているのは、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）
が2023年５月11日～14日開催予定。当クラブ
からは２名の研修生を派遣予定。オブザー
バーとして２名の参加を予算計上しています
ので、ぜひ参加をお願いします。
◎国際奉仕委員会（発表：西森やよい）

１．短期交換事業につい
て
　コロナウイルスの影
響により、当該年度事
業は中止。
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。
３．国際奉仕に関わる卓話。９月28日、高知
工科大学経済学　助教授コスチャンチン・
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卓話していただきま
した。
◎クラブ奉仕委員会（発表：𠮷永光男）

　クラブ奉仕委員会の８
つの委員会で年度はじめ、
第１回の委員会を開催し、
各委員会の役割と引き継
ぎの確認
　10月26日、第２回目の

会合を炉辺会として開催。各委員長の運営面
の話し合いを行った。
　現在は、各委員会の努力もあり、計画は問
題なく順調に推移しています。

議長　ただ今から年次総会を開催いたします。
高知東ロータリークラブ細則第３条・役員の
任務、第１節により、議長は会長が務めるこ
とになっていますので、私が務めさせていた
だきます。
　細則により、総会は会員総数の３分の１以
上の出席を要するとなっています。本日、会
員総数54名のうち36名の出席で、総会は有効
に成立します。
　本日の議案は２件です。第１号議案は、次
々年度（2024-25年度）の会長選任の件。第
２号議案は次年度の役員・理事承認の件です。
　まず第１号議案、次々年度の会長選任の件。
どなたか立候補される会員はいらっしゃいま
すか。
　いらっしゃらないようですので、先日の指
名委員会で、佐野博三会員を、2024－25年度
の会長に推薦がありました。この推薦案にご
賛同いただける方は挙手をお願いします。
（挙手多数）

議長　ありがとうございました。挙手多数と
いうことで、佐野会員が2024－25年度の会長
に決定いたしました。
　それでは、佐野会員の方からご挨拶をお願
いします。

次々期会長・佐野会員挨拶
　次々年度の会長ということで光栄に感じて
いますが、私には３つの欠格事項があります。
まず１つは、非常に高齢であるということ。
あと10日で84歳になりますが、次々期となる
と85歳から86歳で、当クラブでも他のクラブ
でもあまりない高齢会長ということで、自分
自身心配しています。
　第２点は、当クラブの協力会として水曜会
がありますが、うちの女房は80歳で介護を必
要とする状況が近づいていて協力することが
できません。
　第３点は、私は幹事の経験がありません。
会長になる者は幹事を経験してからというの
が、今までの例ですが、これも経験をしてい
ません。この３つの欠格事項があり、この推
薦はお断りしようかと思っていましたが、ロ

ータリーには「ノー」という返事はないとい
うことで、お引き受けすることになりました。
　もう一つ、東クラブには、53年前の設立当
時のチャーターメンバーで、私と同じ警察出
身の中沢正市さんという方がいます。この方
は、高知警察署の署長の後、今の中央自動車
学校を設立しています。その後、続いて５人
の中央自動車学校の方が、当クラブの会員に
なっています。警備業界からも私で８人目で
す。延べ９人で75年間の当クラブに私たち警
察ＯＢの在籍年数があります。その中で誰も
会長になったことはありません。少し僭越で
はございますが、私が会長にならせていただ
き、ロータリーの多様性ということを考える
場とする。それもまた良いのではないかと考
えます。
　私は非常にアバウトな男です。ロータリー
歴は22年ですが、理念等々の勉強はあまりし
ていません。「ロータリー　そのうち分かる
22年」。次々期までまだ１年半ありますので、
これから勉強して、実践することに努めてい
きたいと考えています。ご指導、ご協力をよ
ろしくお願い申し上げます。
　　
議長　続きまして、第２号議案、次年度の役
員並びに理事承認の件です。𠮷永副会長よろ
しくお願いします。

𠮷永副会長　クラブ細則第４条、第１項に、
12月開催の年次総会において、次年度の役員
並びに理事の選任を行わなければならないと
あります。事前に案はレターボックスに入れ
ています。
役員…𠮷永光男、佐野博三、中西克行、前田
　博、西森良文、浦田健治
理事…𠮷永光男、佐野博三、中西克行、前田
　博、西森良文、浦田健治、永野正将、岡　
今朝男、山村一正、西森やよい
　以上の面々で来年度の役員、理事を務めた
いと思います。よろしくお願いいたします。

議長　それでは、第２号議案、次年度の役員
並びに理事の案について、ご賛同の方は挙手
をお願いいたします。

◇五大奉仕中間報告

（賛同の挙手）

議長　どうもありがとうございました。多数
をもって決定いたしました。

議長　続きまして、高知東ＲＣ定款第７条に
より、財務中間報告を監査の沖会員にお願い
いたします。

沖会員　監査の沖です。高知東ＲＣの定款に
基づき、11月16日、例会場にて確認いたしま
した結果、適正に処理されておりますので、
ここに報告させていただきます。以上です。

議長　ありがとうございました。以上で年次
総会は無事、終了いたします。これにて閉会
します。ご協力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」
◇来訪ロータリアン
　高知南ＲＣ　　小松　秀明 氏
　　　　　　　　原田　秀一 氏
　　　　　　　　森本太一郎 氏
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
早いもので、12月の第一
例会を迎えました。
　ロータリークラブとい
うのは、サービス、職業
奉仕についての学びと親

睦の機会を会員に与える場だと、私は承知し
ていますが、クラブ内の委員会運営について
は様々な考え方があると思います。
　私が思うには、ロータリーにおける委員会
活動の目的は、皆さんが各々営んでいる事業
と違って営利事業ではありませんので、事業
を100％全うするよりも、各会員がいろいろ
考えながら委員会活動をするということを通
じて、委員会という小さなユニットで濃密に
親睦をすることが最も大事なことであると考
えます。つまり委員長一人が一所懸命やって
事業目標を100％達成するというのは、必ず
しもロータリーの本来の委員会活動の目的で
はないのではないかと思うのです。
　クラブ協議会では、各委員長に私の今の考
え方をお話して、委員会をできる限り開いて

下さいとお願いしています。もしまだ委員会
の集まりがなされてなければ委員の方から積
極的に委員会を開く提案をすればいいんじゃ
ないかと思います。
　本日は、ロータリーの委員会活動について、
私の思うところを述べてみました。
◇Ｉ.Ｍ.の案内
　本年度は３年振りのＩ.Ｍ.を「原点から未
来へ」をテーマとして、2023年２月11日㈯に
開催します。詳細は、案内状等をご確認いた
だきますが、Ｉ.Ｍ.翌日の２月12日㈰は、高
知南ＲＣ主催のゴルフコンペを開催します。
今年はインフルエンザの流行も始まっている
という報道もありますので、感染防止対策に
は十分配慮しながら開催したいと思っていま
す。感染状況次第では中止の可能性もありま
すが、何とか３年振りの開催をしたいと準備
を進めています。久しぶりに皆さまが集って
懇親を深める会ですので、1人でも多くの仲
間にご参加賜りますようよろしくお願いいた
します。
◇12月の会員祝日（敬称略）

•会員誕生日
　松岡　英雄　　前川美智子　　𠮷永　光男

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

　佐野　博三　　竹村　克彦　　前田　　博
　高橋　典子
•配偶者誕生日
　中越　由紀　　西山　加南
•家庭記念日
　寺尾　正生　　柳澤　光秋　　佐野　博三
　西森　良文　　有田　憲一
•入会記念日
　髙橋　卓弥　　　早瀬源慶

◇社会奉仕委員会より
　先週の金曜日、年末防犯パトロールに30名
弱の参加をいただき、誠にありがとうござい
ました。懇親会にも20名を超える皆さんに来
ていただきました。また、来年もご協力をよ
ろしくお願いします。　
◇幹　事　報　告
•12月のロータリーレートは１ドル138円です。
•本日例会終了後、年次総会を開催します。
年次総会終了後、理事会を行います。

•小松秀明・原田秀一・森本太一郎（高知南
ＲＣ）　本日はＩ.Ｍ.並びにゴフルコンペ開催
のご案内をさせていただきました。ぜひ多く
のご参加を賜りますようお願い申し上げます。
•浦田健治　五大奉仕委員会の皆さま、発表
ご苦労様でした。本日Ｉ.Ｍ.実行委員会の
方々が来ていただきましたが、改めてＩ.Ｍ.
への参加をお願いします。
•鬼田知明　五大奉仕委員長の皆さま、本日
は発表ありがとうございました。引き続きよ
ろしくお願いします。
•𠮷永光男　12月４日、日曜日、市川さんと
ロータリー財団セミナーに行ってきました。
車と運転は市川さん、ＥＴＣカードと昼食の
うな重の「上」は私持ち。セミナーの内容は
事業報告と補助金の説明でした。本日の中間
報告と年次総会よろしくお願いいたします。
誕生日、品物ありがとうございます。「嬉し
いことに」こんな元気な70歳、見たことない
と言ってくれます。
•福岡満喜子　東クラブ女子会、楽しかった
です。テンちゃん、献立ててくださりありが

とうございました。何と３時間もいました。
•増田伝郎　12月２日㈮、防犯パトロールを
ドタキャンして誠に申し訳ございませんでし
た。
•前田　博　誕生祝いありがとうございます。
小旅行を計画しています。
•松岡英雄　誕生日祝いお礼。
•竹村克彦　誕生日祝いの品のお礼。𠮷永さ
ん！　先日の二次会ではご馳走になりました。
•高橋典子　誕生祝いの品をいただきありが
とうございました。40歳になったとき「初
老」に入ったかと驚きましたが、あっという
間に40代も後半になりました。高知で初老を
満喫しようと思います。
•中越貴宣　妻の誕生祝いありがとうござい
ます。
•西森良文　早いもので結婚21年になりまし
た。良くも悪くも月日は流れますね。
•佐野博三　家庭記念日、誕生日の記念品あ
りがとうございます。
•有田憲一　１年無事にすみそうです。あり
がとうございました。
•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　２件

◎職業奉仕委員会（発表：中越貴宣）
１．「四つのテスト」の
推進。毎月第一例会で
斉唱しています。
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」を配付しました。
３．職場例会を１月18日、高知市役所で開催
します。卓話は岡﨑市長です。希望者は市
役所内の見学もできますので、多くの出席
をお願いします。
◎社会奉仕委員会（発表：猿田隆夫）

１．高知あんしんセンタ
　ー前の歩道にＬＥＤの
街灯を設置。
２．７月の浦戸湾・七河
川一斉清掃は、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、高知市保健所所長
の豊田氏に卓話をしていただきました。
４．市内繁華街の防犯パトロールに30名弱が
参加。無事に終了。
◎青少年奉仕委員会（発表：武吉佳月）

　活動の大きな軸はライ
ラセミナー、ローターア
クトクラブ（18歳以上）、
インターアクトクラブの
活動ですが、現時点では
まだ活動が実施されてい

ない状況。

　現在決定しているのは、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）
が2023年５月11日～14日開催予定。当クラブ
からは２名の研修生を派遣予定。オブザー
バーとして２名の参加を予算計上しています
ので、ぜひ参加をお願いします。
◎国際奉仕委員会（発表：西森やよい）

１．短期交換事業につい
て
　コロナウイルスの影
響により、当該年度事
業は中止。
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。
３．国際奉仕に関わる卓話。９月28日、高知
工科大学経済学　助教授コスチャンチン・
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卓話していただきま
した。
◎クラブ奉仕委員会（発表：𠮷永光男）

　クラブ奉仕委員会の８
つの委員会で年度はじめ、
第１回の委員会を開催し、
各委員会の役割と引き継
ぎの確認
　10月26日、第２回目の

会合を炉辺会として開催。各委員長の運営面
の話し合いを行った。
　現在は、各委員会の努力もあり、計画は問
題なく順調に推移しています。

議長　ただ今から年次総会を開催いたします。
高知東ロータリークラブ細則第３条・役員の
任務、第１節により、議長は会長が務めるこ
とになっていますので、私が務めさせていた
だきます。
　細則により、総会は会員総数の３分の１以
上の出席を要するとなっています。本日、会
員総数54名のうち36名の出席で、総会は有効
に成立します。
　本日の議案は２件です。第１号議案は、次
々年度（2024-25年度）の会長選任の件。第
２号議案は次年度の役員・理事承認の件です。
　まず第１号議案、次々年度の会長選任の件。
どなたか立候補される会員はいらっしゃいま
すか。
　いらっしゃらないようですので、先日の指
名委員会で、佐野博三会員を、2024－25年度
の会長に推薦がありました。この推薦案にご
賛同いただける方は挙手をお願いします。
（挙手多数）

議長　ありがとうございました。挙手多数と
いうことで、佐野会員が2024－25年度の会長
に決定いたしました。
　それでは、佐野会員の方からご挨拶をお願
いします。

次々期会長・佐野会員挨拶
　次々年度の会長ということで光栄に感じて
いますが、私には３つの欠格事項があります。
まず１つは、非常に高齢であるということ。
あと10日で84歳になりますが、次々期となる
と85歳から86歳で、当クラブでも他のクラブ
でもあまりない高齢会長ということで、自分
自身心配しています。
　第２点は、当クラブの協力会として水曜会
がありますが、うちの女房は80歳で介護を必
要とする状況が近づいていて協力することが
できません。
　第３点は、私は幹事の経験がありません。
会長になる者は幹事を経験してからというの
が、今までの例ですが、これも経験をしてい
ません。この３つの欠格事項があり、この推
薦はお断りしようかと思っていましたが、ロ

ータリーには「ノー」という返事はないとい
うことで、お引き受けすることになりました。
　もう一つ、東クラブには、53年前の設立当
時のチャーターメンバーで、私と同じ警察出
身の中沢正市さんという方がいます。この方
は、高知警察署の署長の後、今の中央自動車
学校を設立しています。その後、続いて５人
の中央自動車学校の方が、当クラブの会員に
なっています。警備業界からも私で８人目で
す。延べ９人で75年間の当クラブに私たち警
察ＯＢの在籍年数があります。その中で誰も
会長になったことはありません。少し僭越で
はございますが、私が会長にならせていただ
き、ロータリーの多様性ということを考える
場とする。それもまた良いのではないかと考
えます。
　私は非常にアバウトな男です。ロータリー
歴は22年ですが、理念等々の勉強はあまりし
ていません。「ロータリー　そのうち分かる
22年」。次々期までまだ１年半ありますので、
これから勉強して、実践することに努めてい
きたいと考えています。ご指導、ご協力をよ
ろしくお願い申し上げます。
　　
議長　続きまして、第２号議案、次年度の役
員並びに理事承認の件です。𠮷永副会長よろ
しくお願いします。

𠮷永副会長　クラブ細則第４条、第１項に、
12月開催の年次総会において、次年度の役員
並びに理事の選任を行わなければならないと
あります。事前に案はレターボックスに入れ
ています。
役員…𠮷永光男、佐野博三、中西克行、前田
　博、西森良文、浦田健治
理事…𠮷永光男、佐野博三、中西克行、前田
　博、西森良文、浦田健治、永野正将、岡　
今朝男、山村一正、西森やよい
　以上の面々で来年度の役員、理事を務めた
いと思います。よろしくお願いいたします。

議長　それでは、第２号議案、次年度の役員
並びに理事の案について、ご賛同の方は挙手
をお願いいたします。

◇年　次　総　会

（賛同の挙手）

議長　どうもありがとうございました。多数
をもって決定いたしました。

議長　続きまして、高知東ＲＣ定款第７条に
より、財務中間報告を監査の沖会員にお願い
いたします。

沖会員　監査の沖です。高知東ＲＣの定款に
基づき、11月16日、例会場にて確認いたしま
した結果、適正に処理されておりますので、
ここに報告させていただきます。以上です。

議長　ありがとうございました。以上で年次
総会は無事、終了いたします。これにて閉会
します。ご協力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」
◇来訪ロータリアン
　高知南ＲＣ　　小松　秀明 氏
　　　　　　　　原田　秀一 氏
　　　　　　　　森本太一郎 氏
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
早いもので、12月の第一
例会を迎えました。
　ロータリークラブとい
うのは、サービス、職業
奉仕についての学びと親

睦の機会を会員に与える場だと、私は承知し
ていますが、クラブ内の委員会運営について
は様々な考え方があると思います。
　私が思うには、ロータリーにおける委員会
活動の目的は、皆さんが各々営んでいる事業
と違って営利事業ではありませんので、事業
を100％全うするよりも、各会員がいろいろ
考えながら委員会活動をするということを通
じて、委員会という小さなユニットで濃密に
親睦をすることが最も大事なことであると考
えます。つまり委員長一人が一所懸命やって
事業目標を100％達成するというのは、必ず
しもロータリーの本来の委員会活動の目的で
はないのではないかと思うのです。
　クラブ協議会では、各委員長に私の今の考
え方をお話して、委員会をできる限り開いて

下さいとお願いしています。もしまだ委員会
の集まりがなされてなければ委員の方から積
極的に委員会を開く提案をすればいいんじゃ
ないかと思います。
　本日は、ロータリーの委員会活動について、
私の思うところを述べてみました。
◇Ｉ.Ｍ.の案内
　本年度は３年振りのＩ.Ｍ.を「原点から未
来へ」をテーマとして、2023年２月11日㈯に
開催します。詳細は、案内状等をご確認いた
だきますが、Ｉ.Ｍ.翌日の２月12日㈰は、高
知南ＲＣ主催のゴルフコンペを開催します。
今年はインフルエンザの流行も始まっている
という報道もありますので、感染防止対策に
は十分配慮しながら開催したいと思っていま
す。感染状況次第では中止の可能性もありま
すが、何とか３年振りの開催をしたいと準備
を進めています。久しぶりに皆さまが集って
懇親を深める会ですので、1人でも多くの仲
間にご参加賜りますようよろしくお願いいた
します。
◇12月の会員祝日（敬称略）

•会員誕生日
　松岡　英雄　　前川美智子　　𠮷永　光男

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

　佐野　博三　　竹村　克彦　　前田　　博
　高橋　典子
•配偶者誕生日
　中越　由紀　　西山　加南
•家庭記念日
　寺尾　正生　　柳澤　光秋　　佐野　博三
　西森　良文　　有田　憲一
•入会記念日
　髙橋　卓弥　　　早瀬源慶

◇社会奉仕委員会より
　先週の金曜日、年末防犯パトロールに30名
弱の参加をいただき、誠にありがとうござい
ました。懇親会にも20名を超える皆さんに来
ていただきました。また、来年もご協力をよ
ろしくお願いします。　
◇幹　事　報　告
•12月のロータリーレートは１ドル138円です。
•本日例会終了後、年次総会を開催します。
年次総会終了後、理事会を行います。

•小松秀明・原田秀一・森本太一郎（高知南
ＲＣ）　本日はＩ.Ｍ.並びにゴフルコンペ開催
のご案内をさせていただきました。ぜひ多く
のご参加を賜りますようお願い申し上げます。
•浦田健治　五大奉仕委員会の皆さま、発表
ご苦労様でした。本日Ｉ.Ｍ.実行委員会の
方々が来ていただきましたが、改めてＩ.Ｍ.
への参加をお願いします。
•鬼田知明　五大奉仕委員長の皆さま、本日
は発表ありがとうございました。引き続きよ
ろしくお願いします。
•𠮷永光男　12月４日、日曜日、市川さんと
ロータリー財団セミナーに行ってきました。
車と運転は市川さん、ＥＴＣカードと昼食の
うな重の「上」は私持ち。セミナーの内容は
事業報告と補助金の説明でした。本日の中間
報告と年次総会よろしくお願いいたします。
誕生日、品物ありがとうございます。「嬉し
いことに」こんな元気な70歳、見たことない
と言ってくれます。
•福岡満喜子　東クラブ女子会、楽しかった
です。テンちゃん、献立ててくださりありが

とうございました。何と３時間もいました。
•増田伝郎　12月２日㈮、防犯パトロールを
ドタキャンして誠に申し訳ございませんでし
た。
•前田　博　誕生祝いありがとうございます。
小旅行を計画しています。
•松岡英雄　誕生日祝いお礼。
•竹村克彦　誕生日祝いの品のお礼。𠮷永さ
ん！　先日の二次会ではご馳走になりました。
•高橋典子　誕生祝いの品をいただきありが
とうございました。40歳になったとき「初
老」に入ったかと驚きましたが、あっという
間に40代も後半になりました。高知で初老を
満喫しようと思います。
•中越貴宣　妻の誕生祝いありがとうござい
ます。
•西森良文　早いもので結婚21年になりまし
た。良くも悪くも月日は流れますね。
•佐野博三　家庭記念日、誕生日の記念品あ
りがとうございます。
•有田憲一　１年無事にすみそうです。あり
がとうございました。
•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　２件

◎職業奉仕委員会（発表：中越貴宣）
１．「四つのテスト」の
推進。毎月第一例会で
斉唱しています。
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」を配付しました。
３．職場例会を１月18日、高知市役所で開催
します。卓話は岡﨑市長です。希望者は市
役所内の見学もできますので、多くの出席
をお願いします。
◎社会奉仕委員会（発表：猿田隆夫）

１．高知あんしんセンタ
　ー前の歩道にＬＥＤの
街灯を設置。
２．７月の浦戸湾・七河
川一斉清掃は、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、高知市保健所所長
の豊田氏に卓話をしていただきました。
４．市内繁華街の防犯パトロールに30名弱が
参加。無事に終了。
◎青少年奉仕委員会（発表：武吉佳月）

　活動の大きな軸はライ
ラセミナー、ローターア
クトクラブ（18歳以上）、
インターアクトクラブの
活動ですが、現時点では
まだ活動が実施されてい

ない状況。

　現在決定しているのは、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）
が2023年５月11日～14日開催予定。当クラブ
からは２名の研修生を派遣予定。オブザー
バーとして２名の参加を予算計上しています
ので、ぜひ参加をお願いします。
◎国際奉仕委員会（発表：西森やよい）

１．短期交換事業につい
て
　コロナウイルスの影
響により、当該年度事
業は中止。
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。
３．国際奉仕に関わる卓話。９月28日、高知
工科大学経済学　助教授コスチャンチン・
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卓話していただきま
した。
◎クラブ奉仕委員会（発表：𠮷永光男）

　クラブ奉仕委員会の８
つの委員会で年度はじめ、
第１回の委員会を開催し、
各委員会の役割と引き継
ぎの確認
　10月26日、第２回目の

会合を炉辺会として開催。各委員長の運営面
の話し合いを行った。
　現在は、各委員会の努力もあり、計画は問
題なく順調に推移しています。

議長　ただ今から年次総会を開催いたします。
高知東ロータリークラブ細則第３条・役員の
任務、第１節により、議長は会長が務めるこ
とになっていますので、私が務めさせていた
だきます。
　細則により、総会は会員総数の３分の１以
上の出席を要するとなっています。本日、会
員総数54名のうち36名の出席で、総会は有効
に成立します。
　本日の議案は２件です。第１号議案は、次
々年度（2024-25年度）の会長選任の件。第
２号議案は次年度の役員・理事承認の件です。
　まず第１号議案、次々年度の会長選任の件。
どなたか立候補される会員はいらっしゃいま
すか。
　いらっしゃらないようですので、先日の指
名委員会で、佐野博三会員を、2024－25年度
の会長に推薦がありました。この推薦案にご
賛同いただける方は挙手をお願いします。
（挙手多数）

議長　ありがとうございました。挙手多数と
いうことで、佐野会員が2024－25年度の会長
に決定いたしました。
　それでは、佐野会員の方からご挨拶をお願
いします。

次々期会長・佐野会員挨拶
　次々年度の会長ということで光栄に感じて
いますが、私には３つの欠格事項があります。
まず１つは、非常に高齢であるということ。
あと10日で84歳になりますが、次々期となる
と85歳から86歳で、当クラブでも他のクラブ
でもあまりない高齢会長ということで、自分
自身心配しています。
　第２点は、当クラブの協力会として水曜会
がありますが、うちの女房は80歳で介護を必
要とする状況が近づいていて協力することが
できません。
　第３点は、私は幹事の経験がありません。
会長になる者は幹事を経験してからというの
が、今までの例ですが、これも経験をしてい
ません。この３つの欠格事項があり、この推
薦はお断りしようかと思っていましたが、ロ

ータリーには「ノー」という返事はないとい
うことで、お引き受けすることになりました。
　もう一つ、東クラブには、53年前の設立当
時のチャーターメンバーで、私と同じ警察出
身の中沢正市さんという方がいます。この方
は、高知警察署の署長の後、今の中央自動車
学校を設立しています。その後、続いて５人
の中央自動車学校の方が、当クラブの会員に
なっています。警備業界からも私で８人目で
す。延べ９人で75年間の当クラブに私たち警
察ＯＢの在籍年数があります。その中で誰も
会長になったことはありません。少し僭越で
はございますが、私が会長にならせていただ
き、ロータリーの多様性ということを考える
場とする。それもまた良いのではないかと考
えます。
　私は非常にアバウトな男です。ロータリー
歴は22年ですが、理念等々の勉強はあまりし
ていません。「ロータリー　そのうち分かる
22年」。次々期までまだ１年半ありますので、
これから勉強して、実践することに努めてい
きたいと考えています。ご指導、ご協力をよ
ろしくお願い申し上げます。
　　
議長　続きまして、第２号議案、次年度の役
員並びに理事承認の件です。𠮷永副会長よろ
しくお願いします。
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議長　それでは、第２号議案、次年度の役員
並びに理事の案について、ご賛同の方は挙手
をお願いいたします。

（賛同の挙手）

議長　どうもありがとうございました。多数
をもって決定いたしました。
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基づき、11月16日、例会場にて確認いたしま
した結果、適正に処理されておりますので、
ここに報告させていただきます。以上です。

議長　ありがとうございました。以上で年次
総会は無事、終了いたします。これにて閉会
します。ご協力ありがとうございました。
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とうございました。何と３時間もいました。
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ドタキャンして誠に申し訳ございませんでし
た。
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斉唱しています。
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」を配付しました。
３．職場例会を１月18日、高知市役所で開催
します。卓話は岡﨑市長です。希望者は市
役所内の見学もできますので、多くの出席
をお願いします。
◎社会奉仕委員会（発表：猿田隆夫）

１．高知あんしんセンタ
　ー前の歩道にＬＥＤの
街灯を設置。
２．７月の浦戸湾・七河
川一斉清掃は、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、高知市保健所所長
の豊田氏に卓話をしていただきました。
４．市内繁華街の防犯パトロールに30名弱が
参加。無事に終了。
◎青少年奉仕委員会（発表：武吉佳月）

　活動の大きな軸はライ
ラセミナー、ローターア
クトクラブ（18歳以上）、
インターアクトクラブの
活動ですが、現時点では
まだ活動が実施されてい

ない状況。

　現在決定しているのは、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）
が2023年５月11日～14日開催予定。当クラブ
からは２名の研修生を派遣予定。オブザー
バーとして２名の参加を予算計上しています
ので、ぜひ参加をお願いします。
◎国際奉仕委員会（発表：西森やよい）

１．短期交換事業につい
て
　コロナウイルスの影
響により、当該年度事
業は中止。
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。
３．国際奉仕に関わる卓話。９月28日、高知
工科大学経済学　助教授コスチャンチン・
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卓話していただきま
した。
◎クラブ奉仕委員会（発表：𠮷永光男）

　クラブ奉仕委員会の８
つの委員会で年度はじめ、
第１回の委員会を開催し、
各委員会の役割と引き継
ぎの確認
　10月26日、第２回目の

会合を炉辺会として開催。各委員長の運営面
の話し合いを行った。
　現在は、各委員会の努力もあり、計画は問
題なく順調に推移しています。

議長　ただ今から年次総会を開催いたします。
高知東ロータリークラブ細則第３条・役員の
任務、第１節により、議長は会長が務めるこ
とになっていますので、私が務めさせていた
だきます。
　細則により、総会は会員総数の３分の１以
上の出席を要するとなっています。本日、会
員総数54名のうち36名の出席で、総会は有効
に成立します。
　本日の議案は２件です。第１号議案は、次
々年度（2024-25年度）の会長選任の件。第
２号議案は次年度の役員・理事承認の件です。
　まず第１号議案、次々年度の会長選任の件。
どなたか立候補される会員はいらっしゃいま
すか。
　いらっしゃらないようですので、先日の指
名委員会で、佐野博三会員を、2024－25年度
の会長に推薦がありました。この推薦案にご
賛同いただける方は挙手をお願いします。
（挙手多数）

議長　ありがとうございました。挙手多数と
いうことで、佐野会員が2024－25年度の会長
に決定いたしました。
　それでは、佐野会員の方からご挨拶をお願
いします。

次々期会長・佐野会員挨拶
　次々年度の会長ということで光栄に感じて
いますが、私には３つの欠格事項があります。
まず１つは、非常に高齢であるということ。
あと10日で84歳になりますが、次々期となる
と85歳から86歳で、当クラブでも他のクラブ
でもあまりない高齢会長ということで、自分
自身心配しています。
　第２点は、当クラブの協力会として水曜会
がありますが、うちの女房は80歳で介護を必
要とする状況が近づいていて協力することが
できません。
　第３点は、私は幹事の経験がありません。
会長になる者は幹事を経験してからというの
が、今までの例ですが、これも経験をしてい
ません。この３つの欠格事項があり、この推
薦はお断りしようかと思っていましたが、ロ

ータリーには「ノー」という返事はないとい
うことで、お引き受けすることになりました。
　もう一つ、東クラブには、53年前の設立当
時のチャーターメンバーで、私と同じ警察出
身の中沢正市さんという方がいます。この方
は、高知警察署の署長の後、今の中央自動車
学校を設立しています。その後、続いて５人
の中央自動車学校の方が、当クラブの会員に
なっています。警備業界からも私で８人目で
す。延べ９人で75年間の当クラブに私たち警
察ＯＢの在籍年数があります。その中で誰も
会長になったことはありません。少し僭越で
はございますが、私が会長にならせていただ
き、ロータリーの多様性ということを考える
場とする。それもまた良いのではないかと考
えます。
　私は非常にアバウトな男です。ロータリー
歴は22年ですが、理念等々の勉強はあまりし
ていません。「ロータリー　そのうち分かる
22年」。次々期までまだ１年半ありますので、
これから勉強して、実践することに努めてい
きたいと考えています。ご指導、ご協力をよ
ろしくお願い申し上げます。
　　
議長　続きまして、第２号議案、次年度の役
員並びに理事承認の件です。𠮷永副会長よろ
しくお願いします。

𠮷永副会長　クラブ細則第４条、第１項に、
12月開催の年次総会において、次年度の役員
並びに理事の選任を行わなければならないと
あります。事前に案はレターボックスに入れ
ています。
役員…𠮷永光男、佐野博三、中西克行、前田
　博、西森良文、浦田健治
理事…𠮷永光男、佐野博三、中西克行、前田
　博、西森良文、浦田健治、永野正将、岡　
今朝男、山村一正、西森やよい
　以上の面々で来年度の役員、理事を務めた
いと思います。よろしくお願いいたします。

議長　それでは、第２号議案、次年度の役員
並びに理事の案について、ご賛同の方は挙手
をお願いいたします。

（賛同の挙手）

議長　どうもありがとうございました。多数
をもって決定いたしました。

議長　続きまして、高知東ＲＣ定款第７条に
より、財務中間報告を監査の沖会員にお願い
いたします。

沖会員　監査の沖です。高知東ＲＣの定款に
基づき、11月16日、例会場にて確認いたしま
した結果、適正に処理されておりますので、
ここに報告させていただきます。以上です。

議長　ありがとうございました。以上で年次
総会は無事、終了いたします。これにて閉会
します。ご協力ありがとうございました。

高知東ＲＣ 防犯パトロール
2022年12月３日㈯　於：中央公園
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● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
627,880円
43,200円
671,080円

6,737円
0円

6,737円

634,617円
43,200円
677,817円

チビニコ 合　計

12月７日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
12月28日㈬　休会（年末年始の休み）

2023年
１月４日㈬　ロータリー休日
１月11日㈬　時間変更例会
　　　　　　　　　（ザ クラウンパレス）
　　　　　　定例理事会（例会前）

１月18日㈬　職場例会
　　　　　　（高知市役所６Ｆ会議室）
１月25日㈬　役員会
２月１日㈬　定例理事会
２月８日㈬　観梅夜間例会（得月樓）
２月22日㈬　役員会

● 出席率報告 ●

12月７日
11月23日

総数
－8 54

出席
36

欠席
5
休　　　会

メイク
アップ HC出席率

66.67％
出席率
89.13％5
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