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今後の予定
６月９日（火）
通常例会

○香長ロータリークラブ 大島 仁会長
皆さんこんにちは。当クラブ１８４４回例会を始めさせていただきま

６月１６日（火）
通常例会

す。

6 月２３日（火）
通常例会

ありがとうございます。素晴らしいアイデアです。今期は日程の関係

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

平岡パストガバナー補佐様。このような機会をもうけていただき誠に
でそちら様には伺えないと思いますが、もしよろしければ夜間例会の
企画を行っていただければ是非参加させていただきますので宜しく
お願いいたします。
○高知ロイヤルロータリークラブ 寺尾晴邦会長
皆さんこんにちは。創立１２年目を迎えております高知ロイヤルロー
タリークラブです。まだまだ駆け出しのクラブです。香長ロータリー
クラブは創立３８年目ということで再来年に周年行事があると聞い
ております。香長ロータリークラブの皆様より“お花見”にもお誘い
いただいておりましたが、会長職が忙しくてお邪魔できておりません
でした。先ほど大島会長より交流のお話も出ておりますので、お花見
交流例会も良いのではと思っております。東京ロータリークラブから
贈られたメタセコイアの木を月見山で育てていることに絡めてのお
花見と聞いておりますので是非企画していただくと嬉しく思います。
今日はどうぞよろしくお願いします。
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クラブ概況報告

】

○香長ロータリークラブ
中村浩平副会長
創立１９７７年（昭和５２年）スポンサークラブ 高知東ロータリークラブ
会員数
９名
課題
会員数増強
【活動内容】まず。月見山レッドウッド（セコイア）の管理を行っております。毎年４月花
見例会にて清掃と管理を行っております。レッドウッドは当初１３本でしたが、台風の影響
で現在は３本となっており、今後の対策が課題となっています。
次に、物部川一斉清掃活動を行っております。今年も先週の日曜日に行いました。毎年続け
ている事業です。皆さんのマナー向上やマスコミに取り上げられたこともあり、ここ五年位
でゴミも大変少なくなりました。物部川河川敷を使ってスポーツをされる方々のマナーも凄
く良くなってきていることを感じております。
あと、地区補助金を使わさせていただき、テリトリー地区保育園への絵本の贈呈を順番に行
っております。テリトリーが広範囲ですので何年か掛けての継続事業としております。
○高知ロイヤルロータリークラブ
西川義章副会長
創立２００３年（平成１５年）スポンサークラブ 高知西ロータリークラブ
会員数 チャーターメンバー２８名 現在２３名
【活動内容】それほど大きな活動は行っておりませんが、社会奉仕活動としてアド・ボート、
東北で震災を受けた方々に船への支援を提供する事業。現在、少し下火になりましたが北の
山で水を貯えるための植林事業や児童養護施設への奉仕活動も行っております。クラブ自体
の運営は他のクラブとあまり変わっていないと思いますが『毎月必ず１回は夜間例会をしよ
う』をスローガンに掲げて行っております。

やはり親睦が重要となりますので昼の例会よりも夜間の方が遥に参加人数が多いのが実情です。新年度夜間例会に始まり、夏にはビ
アガーデン。秋には月見、新年夜間例会、花見夜間例会。堀川には山のように桜が咲きますので堀川で夜間例会を行いたいのですが、
気候の関係もあり、桜を眺めた後に室内で行っております。香長さんも招待して堀川で花見を行いたいので、次年度親睦委員長に頑
張っていただきたいと思います。以上のような活動しか出来ておりません。人数が少ない関係もあり、日々の例会に参加するメンバ
ーは同じメンバーとなっており、卓話以外で新しい息吹、新しい盛り上がりが難しいと思いますので、次年度は私の思いもあり、今
回のように昼間の例会にお出かけをさせていただき、他所をみんなで見てみようという『みんなで行く訪問例会』企画を立て、他の
クラブに打診もさせていただき、快い返事もいただいておりますので、その方針でいきたいと思っております。その変わりといって
は何ですが、訪問させていただきましたら、逆においでていただくことを約束のもとで話をすすめております。実際は少人数で押し
かけ、大人数においでていただきたいのが本音でございます。何時もの夜間例会は高知市内の決まった場所で行っておりますが、以
前には高知市を離れ、温泉地一晩泊まりで行ったことがあります。大変盛り上がりました。そのようなことで親睦もより深まってい
くと思いますので、来年度は計画しようと思っております。香長さんとは日頃より親密にお付き合いをさせていただいておりますの
で、次回はおいでていただくようによろしくお願いします。ありがとうございました。
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香長 RC 大島 仁会長「急に振ってごめんなさい。入会して３年未満の方々より一言コメントをいただきたいと思います。
」

高知ロイヤルロータリークラブ 南 拓人会員
入会して２年目となります。凄く楽しいですが只一つだけ困っている事があります。未だに歌を覚えられないことです。歌詞もそうで
すが、音程も覚えられないことだけ困っております。職業柄、紛争があったときなどは教えていただける方々と仲良くできるので勉強
にもなりますし、すごく充実しております。まだまだ分からないことも沢山ありますが、アットホームな雰囲気のなかでこれから勉強
していきたいと思っております。社交ダンスを趣味でやっております。競技会にも出ております。パートナーは、この３月まで女子高
校生。４月で１９歳になった方です。姿勢は良くなります。良い姿勢を維持するのは大変ですが、姿勢を良くしたい方は是非社交ダン
スをやってみてください。
高知ロイヤルロータリークラブ 尾田安広会員
私は入会してまる一年くらいになります。あまりの行事の多さに驚いています。やっと「もうそろそろ夜間例会があるな」とか・・・。
そういう感じがつかめてきました。良かったことは南会員と同じように普段はあまりお話もしたことのない異業種の方々と知り合いに
なれたことが非常に良かったと思います。困ったことは夜間例会が異様に多い。私は山田から高知市内まで行きますので、帰りは代行
を使うのですが、代行分でもう一軒行けるくらいなので毎月１回～２回となるとなかなか大変なことにもなっております。何とか１年
無事に乗り切りましたので、これからも頑張っていきたいと思っておりますので宜しくお願いいたします。
香長ロータリークラブ
江章宏会員
尾田さんとは以前建築の会でお会いしたことがあり、親しくしていただいておりますので先ほどお会いした時には「えっ」と思いまし
たが、入会して一年くらいと伺いましたので今後もよろしくお願いします。私は今年で４２歳になりますので後厄です。ロータリーク
ラブに入ってから前厄、本厄、後厄と３年くらい過ごしておりますが、その間に目出度いこととして、結婚７年目にして大晦日に双子
の赤ちゃんが生まれました。託児所の方にお願いしないと妻だけで双子の世話はできない状況の中、近隣にお世話をしていただける託
児所がなく、やっと見つけたのが朝倉にあるムッターキントでした。代表者が平岡さんとなっておりましたので、ひょっとしてあの平
岡さんかな？と思っておりました。朝倉から山田まで来ていただき大変お世話になりました。たくさん使わさせていただきました。あ
りがとうございました。今年は後厄ということで、悪いこととしてはウイルス性急性肝炎で二週間入院してしまったことです。無事に
完治して退院しましたが、これからは仕事の仕方も考えないといけないので、ロータリークラブに入ってお会いできたいろいろなロー
タリアンの方々に助けていただきながら、相談しながらやっ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。ありがとうござ
いました。
香長ロータリークラブ 今井悠水幹事
私は６月で入会して４年となります。次期会長の中村さんに半ば騙されたというか、強制的に入会させられました。自分は水道屋で、
大工さんとは仕事上の付き合いがあるので最終的には脅し文句というか「仕事やらんぞ！一週間に１回昼ご飯食べるだけやから」と言
われて連れてこられました。実際に入ってみたら言われていたことと全く違っていました。自分は３４歳になりますが、周りは年上の
方ばかりで、立場も違い「大丈夫かな？」と思っておりました。正直、否応なしに参加しているうち「今日は火曜日。今日のお昼は何
が出るんだろう」というふうに気持ちが変わってきて今も続いております。再来年は６年目で会長。４０周年時の会長ですので大丈夫
が心配でたまらない１年を過ごさないといけないわけですが、やると決めた以上はやるしかありません。皆さんに力を貸していただい
て頑張っていきたいと思いますので宜しくお願いいたします。
高知ロイヤルロータリークラブ

【自己紹介】

会長

香長ロータリークラブ
役職 氏名

職業分類

寺尾晴邦 石材業

幹事

副会長 西川義章 写真館

会長 大島 仁 口腔外科歯科医

副幹事 壬生邦昭 社会保険労務士

幹事 今井悠水 水道設備業

平岡 勉

医療福祉

副会長

中村浩平 総合建築業

田岡一德

物療科

副幹事

鈴江章宏 建築設計

土居恒夫

日本画家 市会議員

植田誠司 造園業

片岡由紀夫

家具製造

豊崎仁之 老人医療

片岡孝元

印刷デザイン業

池田隆志 口腔外科歯科医

岡﨑秀仁

農業

春田典之 自動車販売

南 拓人

弁護士

清水敏博

司法書士

國澤忠司
尾田安広

建築設計事務所

二宮邦江
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にこにこ報告 香長ロータリークラブ

春田典之会員

【寺尾会長】私共ロイヤルロータリークラブにとって

をいただき感謝しています。ロイヤルでお待ちしてお

初めての交流例会です。快くお受けくださいましてあ

ります。

りがとうございました。今後共宜しくお願いいたしま

【岡﨑会員】夏トマトを作るために大豊にハウスを建

す。

設中でした。南国経由で大豊に向かっておりますので

【二宮幹事】本日は合同例会にお誘いいただき、あり

見かけたら声を掛けてください。

がとうございました。

【南会員】本日はお世話になりました。食事も美味し

【平岡会員】本日は合同例会ありがとうございました。

くいただきました。ありがとうございました。

久しぶりの例会を楽しく過ごせました。感謝！

【西川副会長】本日はありがとうございました。また

【壬生会員】本日はお誘いいただき合同例会に出席さ

一緒に遊びに行きましょう。

せていただきました。今後ともよろしくお願いいたし

【尾田会員】初めておじゃましました。私は山田なの

ます。

で高知市内に行けない時はメイクアップでちょくち

【大島会長】高知ロイヤルロータリークラブの皆様よ

ょくおじゃまするかもしれません。その時は宜しくお

うこそいらっしゃいました。

願いいたします。

【清水会員】サザンシティホテルに初めて来ました。

【片岡由紀夫会員】香長ロータリー様本日はありがと

近くですので今後共宜しくお願いいたします。

うございました。次回、ロイヤルでお待ちしておりま

【片岡孝元会員】本日は大変お世話になり、ありがと

す。

うございました。美味しいお料理と温かいおもてなし

出席率報告 香長 RC

5 月 26 日

出席率報告 高知ロイヤル RC
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総数

出席

欠席

Ｍ.Ｕ

出席率

5 月 26 日

23
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3

5

86.96

5 月 12 日
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3

6

86.96

