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第 5３２回 2015 年 6 月２3 日（火）例会報告

今週のお花

・国旗儀礼、本日の歌

2003 年 4 月 27 日

「我らの生業」
・ ビジター紹介
12:30～13:30
尾﨑 元晴会員（高知西 RC）
ホテル日航高知旭ロイヤル
・幹事報告
高知本町３－2－15
・委員会報告
高知新聞放送会館１階
・本日のプログラム
TEL 088-824-8660
火曜日

今後の予定

薔薇（赤）
『純潔』『純粋な愛』

７月７日（火）
通常例会

会長挨拶
７月 14 日（火）
新年夜間例会
その後の予定は
わかり次第お知らせします。

今週のランチ

皆さんこんにちは。尾﨑様ようこそいら
っしゃいました。本日は発表することが一
つあります。愛仁園さんより“父の日”へ
のお手紙と手作りのお菓子、お皿が届いて
おります。
お手紙を読まさせていただきます。
[高知ロイヤルロータリークラブ様。今日
は“父の日”ということでお手紙を書かせ
ていただきました。何時も愛仁園に自転車
を寄付していただき、ありがとうございま
す。私たちみんなで大切に使わさせていた
だいています。私は一宮中学校３年の中越
なみです。今、私は茶道部の活動や勉強を
頑張っています。
学校生活ではしんどいことや辛いこともありますが、授業の内容が理解出来た
時や、問題に正解した時はとても勉強した甲斐があり、嬉しく思います。また、
部活の時は茶道で大切な作法や姿勢が身につきます。他の園の子も同じように部
活動や勉強にヤリガイを感じていると思います。毎日の通学や外出の際に寄付し
ていただいた自転車を使って行きたいと思います。最後になりますが、お体に気
をつけてお元気でいてくださいね。]
以上、紹介させていただきました。
本年度の例会も今日を含めて後２回となりました。昼の例会は本年度最後とな
りますので、何時になくなぜか緊張しています。
今日の野村コーナーは薔薇（バラ・赤）
。花言葉は『純潔』
『純粋な愛』です。
この梅雨空を晴らすような気持ちを持って、今日もよろしくお願いします。
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第二回次期準備委員会 進行 壬生 邦昭次期幹事
【壬生 邦昭次期幹事】
ご指名です来年の抱負という事で発表させていただきます。本日は西川次期会長が欠席ですので、報告
してよい部分だけで報告させていただきます。まず他クラブとの交流を深めていきたいという事で 11 月には西 RC・須崎 RC・仁淀
RC との合同例会を予定しております。夜間例会を他の近隣施設などで宿泊を兼ねて行ってみたいとの希望もあり、西川次期会長と
話し合っているところです。そのような方向で親睦と交流を深めていきたいと思っておりますのでよろしくお願いします。
何とか皆様のお手伝いをさせていただきたいと思っております。よろしくお願いします
【片岡 孝元プログラム委員会 実行委員長】 皆様の卓話のプログラムをメインに考えております。卓話を
していただける例会が会員数とほぼ同じほどですので、皆様に順番にお願いしたいと思います。卓話の予定表
を作成しますので、ご都合の悪い方は代理の方をお願い頂きましてご連絡ください。それが難しい場合はご相
談ください。会員以外で卓話のテーマを希望がありましたらご一報ください。
【田岡 一徳会報・雑誌・広報委員会 実行委員長】 皆さんこんにちは 広報ということで、ホームページ
を作成してみました。インターネット検索で高知ロイヤル RC と入れていただけたら出てきますので、ご覧く
ださい。マイロータリーのマニュアルに沿って作っておりますが、表現に問題があってはいけませんので、お
気づきの点がありましたら教えてください。
【平岡 勉 会員委員会常任委員長】 クラブ研修リーダーにつきましては、基本方針としてロータリー精神
に基づき会員相互の好意と友情を深め、楽しい例会になるように計画を推進していきます。会員全員が、新入
会員にロータリーの目的と内容を伝えるように絶えずマニュアルを実行しましょう。実施計画としましては、
新会員の入会推進クラブの雰囲気づくりを考えましょう。次に出席率の向上等につながる新しい企画を準備し
ます。他ロータリークラブをゲストに迎え親睦を深めていきましょう。会員増強に関しましての基本方針とし
まして、充実した楽しいクラブ作りの為、特に職種上バランスの良い会員作りに努めます。実施計画としまし
ては、例会を通じ会員にクラブの会員増強目標について情報提供と協力を求めます。退会情報がありましたら
出来る限り紹介会員と共に翻意を促します。具体的には昨年作成しました新入会員マニュアル表を利用して、
紹介者のサポートをして、クラブとの友好関係が作れるように努めます。
【野村 和男 奉仕委員会常任委員長】 奉仕委員会に携わっております。大きく分けますと社会奉仕委員会
と国際奉仕委員会という事で、それぞれ松岡さんと清水さんが委員長になっております。社会奉仕はまず 7 月
12 日の 7 河川一斉清掃の奉仕から始まり、その他もクラブ計画書に記載の通りに粛々と進めてまいりたいと
思いますのでよろしくお願いします。国際奉仕委員会は清水さんが束ねてくださいます。短期の受け入れは 7
月中に 4 泊 5 日でお願いするようになっております。長期の方も受け入れをして頂けるように進んでいますの
で本当に大変と思いますが、よろしくお願いします。

。

【山下 勉 運営委員会常任委員長】 ロータリーの目的は親睦と奉仕と寄付ということです。この中の親睦
の方で常任委員長をさせていただきます。楽しくなければロータリーじゃないとの思いを持って、例会では美
味しい食事をいただき卓話で教養を深めて参りましょう。頑張って一年を務めますのでよろしくお願いします。

ニコニコ箱
【尾﨑 元晴 西 RC ビジター様】先週の例会で次期幹事の山

た日だそうです。
。

岡さんから貴クラブのメイキャップの報告があり、「たまには

【山下 等会員】片岡さん 楽しいライブ良かったです。また

メイキャップに行ってやって欲しい」と、依頼があり、さっそ

エネルギーをいただきたいと思っています。

くやって参りました。久しぶりですので、まとめてニコニコし

【尾田 安広会員】結婚記念日のお祝いをありがとうございま

）
ます。
（5 千円頂戴いたしました。

した。何とか 30 年乗り切りました。

【片岡 孝元会員】先週の土曜日の私のライブにロイヤルから

【二宮 邦江会員】壬生次期幹事、今日の次年度委員会取りま

たくさんの方に来ていただきました。心よりお礼申し上げます。

とめ、お世話様でした。

皆様のお蔭で無事に終了が出来ました。次回はリクエストをお

【小林 津月会員】今年度もあと２回あっという間ですね。ホ

受けいたしますのでよろしくお願いします。

ームページもアップされ来年は更に楽しみです。個人的にもア

【田岡 一徳会員】今日は沖縄慰霊の日、70 年前に戦が終わっ

ップ出来たらと思います。今はアップアップですけど。

ニコニコ箱金額と累計
6/23

累計

16.000 円

553.355 円

出席率報告
総数

出席

欠席

Ｍ.Ｕ

出席率

6 月 23 日

23

10

8

5

65.2

6月9日

23

15

5

3

78.2
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ホテル日航高知旭ロイヤル

高知本町３－2－15
高知新聞放送会館１階
TEL 088-824-8660

最終夜間例会

・国旗儀礼、本日の歌
「我らの生業」
・ ビジター紹介
清岡 豊様
（次期ガバナー補佐）
・本日のプログラム
会長幹事退任挨拶

皆様こんばんは。今日で最後の会長挨拶となりました。この一年間、皆様ありがとうございました。いきなりこの言
葉から始めるのも何なんですが“ありがとう！やりきったぞ！”の気持ちでいっぱいです。私はいつも目元がピクピ
クしているし、話も上手くありませんが、一年間お付き合いありがとうございました。
先日、大阪で日本石材産業協会の総会がありました。私は同年代仲間でつくっている会の会長も努めておりましたが、
先日の総会で会長職を退任し、今日と合わせて二重の喜びです。私事ばかりの話となってしまいましたが、今晩は宜
しくお願いいたします。

上田

仁会員

清岡

退会挨拶
【上田

仁会員

豊次期ガバナー補佐挨拶

退会挨拶】２０１１年１１月に入会させていただき約３年半本当

にお世話になりました。ありがとうございます。クラブでは入会三か月目の私に、
当時の野村会長より突然、ロータリー財団地区委員も仰せつかり二年間務めさせて
いただきました。丁度、従来の補助金制度が新地区補助金制度に変わる時期でした
ので、毎月突然の呼び出しがかかり、新制度への打合せ会議に関わったことを懐か
しく思います。お蔭さまでロータリークラブって何ぞや？も勉強させていただきま
した。今日をもって溝渕副総支配人と交代いたします。本当にお世話になりました。
ホテルには定年まで後３年間は居ますので、お役にたてることがありましたら何な
りとおっしゃってください。ありがとうございました。

【清岡

豊 次期ガバナー補佐挨拶】 皆様こんばんは。明日からガバナー補佐となります。今日は野村ガバナ

ー補佐より引き継ぎのご挨拶におじゃまをいたしました。明日、７月１日より皆様にはお世話をかけると思いま
すけれど、精一杯やっていきたいと思いますので、どうぞ宜しくお願いいたします。今日はありがとうございま
す。
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前役員章贈呈

山下直前会長より寺尾会長へ、品原直前幹事より二宮幹事へ

山下直前会長：
「寺尾会長。この一年間本当に楽しく過ごせました。ありがとうございました。
」
品原直前幹事：
「二宮幹事。一年間お疲れ様でした。
」
【

寺尾会長 退任挨拶 】 一年間、本当にお世話になりました。準備もあまり出来ていなか

った中、皆さんのご協力でとか乗り切った気分です。会長職に就いて一つだけやりたいことがあ
りましたが準備不足で実現することが出来ませんでした。それは『委員会を統合して数を少なく
し、皆さんの負担も軽減させて無駄を省く』ことでした。西川次期会長より次年度はその点を大
きく改善され、進歩していく方針が出されていますので、大変うれしく思います。どうもありが
とうございました。
［ペリエの後・・・］
もう言いたいことは“ゆうてしもうたなぁ”という感じですけど・・・そうそう、私が幹事をや
った時に、会長は言いたいことが言えていいなぁって思い、すごくあこがれてました。幹事は言
う事が決まってますが、会長は思いを言えることができるので魅力的でした。なぁ～んて、いざ
会長になってみると自分の思いなんて何にも言えないものですね。本当に自分の思いを言うこと
って難しいですね！
【 二宮幹事 退任挨拶 】 始めるときは“年上、押し掛け幹事”なので、黒子に徹して会長
を支えていこうと思っておりました。現実は支えるどころか寺尾会長にいろいろと教えていただ
きました。寺尾会長どうもありがとうございました。そしてロイヤルロータリークラブの皆さん
は、皆さんがこのクラブを愛していますので、毎年それぞれの会長・幹事が務まっているんだな
ぁと思いました。皆様のおかげで私も無事に務め上げることができました。本当にありがとうご
河野安美さんありがとう♪♪

ざいました。
［ペリエの後・・・］
いろんなことがありすぎた一年でしたが・・・、幹事をさせていただいたことは一生の誇りと思
っております。これからは皆さんのお役にたてるように少しのんびりとさせていただきたいと思
います。本当にありがとうございました。
【河野さん】
：仕事なのに毎週楽しんでお世話させていただきました。来期からは事務所で一番
若くて美人の中内が担当させていただきますので皆さん出席してください。本当にお世話になり
ました。ありがとうございました。

次期役員章引き継ぎ

寺尾会長から西川副会長へ、二宮幹事から壬生次期幹事へ

【西川副会長挨拶】

寺尾会長、二宮幹事ご苦労様でした。明日より会長の大役を受けるこ

とになりました。引き継いだ会長バッジを汚さないように頑張りますので、どうぞ宜しくお
願いいたします。
【壬生次期幹事挨拶】

皆さんこんばんは。今の胸中ですが、明日からの一年間が、あっと

いうまに終わることを願っている次第です。今日は清岡次期ガバナー補佐にもお越しいただ
いておりますが、７月１４日には早速ガバナー補佐公式訪問があり、８月にはガバナー公式
訪問もあります。当クラブは早いスケジュールで進んでまいりますので、あわただしい一年
になると思います。皆さんにはご迷惑をおかけすることになると思いますが、どうぞ宜しく
お願いいたします。

ニコニコ箱金額と累計
6/23

累計

16,000 円

553.355 円

出席率報告
総数

出席

欠席

Ｍ.Ｕ

出席率

6 月 30 日

23

20

2

1

91.30

6 月 16 日

23

14

6

3

73.91

