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本日　８月30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」

小比賀和弘 会員

次週　９月６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」

島村　信一 会員

第2346回　例会報告／平成29年８月23日　天候　晴　時間変更例会

◇ロータリーソング
「我は海の子」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんばんは。
今年度初の時間変更例会
です。６時からビールと
ワインを少々飲みました
ので、脱線した言葉が出
るかもしれませんが、ご

容赦願いたいと思います。
　８月17日、スペイン北部のカタルーニャ自
治州バルセロナの繁華街で歩道に車が突っ込
み、死者14人、負傷者100人以上という事故
が起きています。スペインというとフラン
ス、アメリカに次ぐ世界第３位の観光客数を
誇る国です。特にバルセロナは、建築家アン
トニオ・ガウディのサグラダ・ファミリアが
ありますが、その他、五輪会場にもなったモ
ンジュウィックという丘、ランプラス通りを
目当てに訪れた日本人観光客も、恐怖を語っ
ていました。
　過激派組織イスラム国の掃討作戦も進む一
方、欧州出身のＩＳ戦闘員は中東などにまだ
2,000人は残っており、テロリスト予備軍が
含まれている懸念もあると言われています。
幸いにして日本人の被害はなかったようです
が、会員の皆さんでヨーロッパ旅行を予定さ
れている方は十分、お気を付けいただきたい
と思います。
　夏の高校野球も、本日決勝戦が行われ、埼

玉の花咲徳栄高校が優勝しました。埼玉県勢
は夏の優勝は初めてだということです。負け
た広陵高校というと、10年前、佐賀北高校と
の優勝戦、４対０で勝っていたのを８回裏
ツーアウト満塁で押し出し、次の高めに浮い
た球を満塁ホームランを打たれて５対４で、
佐賀北高校が奇跡的に優勝した試合を思い出
します。夏の選抜高校野球は今年が99回で、
来年は100回を迎え56校が選ばれる予定で
す。私も会長職が終わっていますので、甲子
園に行きたいと思っています。
　今週も柳澤ガバナーの公式訪問に随行員と
して行っていただきました。21日鬼田会員、
22日･23日宇津木会員、中西会員、24日西内
会員、25日大川内会員と永野健生会員です。
交通事故には十分に気をつけてよろしくお願
いしたいと思います。
　先日の日経新聞に「孫子の兵法」について
池上彰さんが書いた記事が出ていました。孫
子の兵法書は約2500年前に孫武が書いたもの
で、戦争に勝つために必要な理論を体系化
し、戦わずに敵の兵を屈服させることが最上
であると説いています。去る東京都議選の小
池知事の戦わずして敵を下したことを「小池
流孫子の兵法である。小池氏は自民党、民進
党を都民ファーストの会に迎え入れた。自民
党側についていた公明党を抱き込んだ。相手
を傷付けず、無傷のまま見方に引き入れて天
下を取る。大舞台の兵士をまるで少数部隊の
ように率いるためには、しっかりした組織の

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

●会長／石川　健　●幹事／土居祐三　●雑誌会報委員／髙橋卓弥・宇津木達也・西森良文
●例会日／毎週水曜日12：30PM～1：30PM　●例会場／ザ クラウンパレス新阪急高知　（088）873－1111
●事務所／高知新聞放送会館１階　〒780－8572　高知市本町3－2－15　　　　直通（088）824－8660

　ホームページアドレス（PC・携帯共通）http://www.kochi-east-rc.com
　メールアドレス　事務局／hcrc@coffee.ocn.ne.jp　広報ＩＴ委員会／info@kochi-east-rc.com

運営が必要である。都民ファーストの会の議
員を大量に誕生させたからこそ、これからが
大変だ。」といったような内容でした。
　本日は、この後の行事は何もありませんの
で、どうぞゆっくりとお食事を楽しんでくだ
さい。

◇幹　事　報　告
・香長ＲＣから創立40周年記念誌が届いてい

ます。
・米山梅吉記念館から館報が届いていますの

で回覧します。

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
265,500円

5,800円

271,300円

5,454円

0円

5,454円

270,954円

5,800円

276,754円

チビニコ 合　計
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◇出席率報告

 ● 石川　健　今日は時間変更例会で、ビール、
ワインを飲んで楽しいひとときでした。皆さ
ん、ガバナー随行お疲れ様です。交通事故に
十分注意して、よろしくお願いします。
 ● 土居祐三　酔っ払ってにこにこ忘れてまし
た。とりあえず、今日もにこにこ。
 ● サロンイースト協力金として
◇遅刻　２件

■高知東ＲＣ当面の日程
９月６日㈬　定例理事会
情報集会
　９月12日㈫～14日㈭　18:30（得月樓）
　９月13日㈬　　　　　13:30
　　　　　　（ザ クラウンパレス新阪急）
９月20日㈬　第３回クラブ協議会
９月27日㈬　役員会
10月４日㈬　定例理事会
10月９日㈪　高知東ＲＣ創立記念日
10月11日㈬　創立記念夜間例会
　　　　　　（ザ クラウンパレス新阪急）
10月18日㈬　ロータリー休日
10月25日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
高知北ＲＣ　　９月11日㈪　職場例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　９月12日㈫　月見夜間例会
高知中央ＲＣ　９月14日㈭　月見夜間例会
高知ロイヤルＲＣ  　
　　　　　　　９月19日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　９月21日㈭　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　９月25日㈪　月見夜間例会
高知中央ＲＣ　９月28日㈭　職場例会
高知西ＲＣ　　９月29日㈮　創立記念夜間例会
香長ＲＣ　　　10月３日㈫　観月会
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十分注意して、よろしくお願いします。
 ● 土居祐三　酔っ払ってにこにこ忘れてまし
た。とりあえず、今日もにこにこ。
 ● サロンイースト協力金として
◇遅刻　２件

■高知東ＲＣ当面の日程
９月６日㈬　定例理事会
情報集会
　９月12日㈫～14日㈭　18:30（得月樓）
　９月13日㈬　　　　　13:30
　　　　　　（ザ クラウンパレス新阪急）
９月20日㈬　第３回クラブ協議会
９月27日㈬　役員会
10月４日㈬　定例理事会
10月９日㈪　高知東ＲＣ創立記念日
10月11日㈬　創立記念夜間例会
　　　　　　（ザ クラウンパレス新阪急）
10月18日㈬　ロータリー休日
10月25日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
高知北ＲＣ　　９月11日㈪　職場例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　９月12日㈫　月見夜間例会
高知中央ＲＣ　９月14日㈭　月見夜間例会
高知ロイヤルＲＣ  　
　　　　　　　９月19日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　９月21日㈭　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　９月25日㈪　月見夜間例会
高知中央ＲＣ　９月28日㈭　職場例会
高知西ＲＣ　　９月29日㈮　創立記念夜間例会
香長ＲＣ　　　10月３日㈫　観月会

８月23日

８月９日

総数
－3 58

出席
37

欠席
4

盆　　休　　み

メイク
アップ HC出席率

63.79％

出席率
92.73％14

西森良文会員
故「リリーちゃん」
西森良文会員
故「リリーちゃん」
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本日　８月30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」

小比賀和弘 会員

次週　９月６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」

島村　信一 会員

第2346回　例会報告／平成29年８月23日　天候　晴　時間変更例会

◇ロータリーソング
「我は海の子」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんばんは。
今年度初の時間変更例会
です。６時からビールと
ワインを少々飲みました
ので、脱線した言葉が出
るかもしれませんが、ご

容赦願いたいと思います。
　８月17日、スペイン北部のカタルーニャ自
治州バルセロナの繁華街で歩道に車が突っ込
み、死者14人、負傷者100人以上という事故
が起きています。スペインというとフラン
ス、アメリカに次ぐ世界第３位の観光客数を
誇る国です。特にバルセロナは、建築家アン
トニオ・ガウディのサグラダ・ファミリアが
ありますが、その他、五輪会場にもなったモ
ンジュウィックという丘、ランプラス通りを
目当てに訪れた日本人観光客も、恐怖を語っ
ていました。
　過激派組織イスラム国の掃討作戦も進む一
方、欧州出身のＩＳ戦闘員は中東などにまだ
2,000人は残っており、テロリスト予備軍が
含まれている懸念もあると言われています。
幸いにして日本人の被害はなかったようです
が、会員の皆さんでヨーロッパ旅行を予定さ
れている方は十分、お気を付けいただきたい
と思います。
　夏の高校野球も、本日決勝戦が行われ、埼

玉の花咲徳栄高校が優勝しました。埼玉県勢
は夏の優勝は初めてだということです。負け
た広陵高校というと、10年前、佐賀北高校と
の優勝戦、４対０で勝っていたのを８回裏
ツーアウト満塁で押し出し、次の高めに浮い
た球を満塁ホームランを打たれて５対４で、
佐賀北高校が奇跡的に優勝した試合を思い出
します。夏の選抜高校野球は今年が99回で、
来年は100回を迎え56校が選ばれる予定で
す。私も会長職が終わっていますので、甲子
園に行きたいと思っています。
　今週も柳澤ガバナーの公式訪問に随行員と
して行っていただきました。21日鬼田会員、
22日･23日宇津木会員、中西会員、24日西内
会員、25日大川内会員と永野健生会員です。
交通事故には十分に気をつけてよろしくお願
いしたいと思います。
　先日の日経新聞に「孫子の兵法」について
池上彰さんが書いた記事が出ていました。孫
子の兵法書は約2500年前に孫武が書いたもの
で、戦争に勝つために必要な理論を体系化
し、戦わずに敵の兵を屈服させることが最上
であると説いています。去る東京都議選の小
池知事の戦わずして敵を下したことを「小池
流孫子の兵法である。小池氏は自民党、民進
党を都民ファーストの会に迎え入れた。自民
党側についていた公明党を抱き込んだ。相手
を傷付けず、無傷のまま見方に引き入れて天
下を取る。大舞台の兵士をまるで少数部隊の
ように率いるためには、しっかりした組織の
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●例会日／毎週水曜日12：30PM～1：30PM　●例会場／ザ クラウンパレス新阪急高知　（088）873－1111
●事務所／高知新聞放送会館１階　〒780－8572　高知市本町3－2－15　　　　直通（088）824－8660

　ホームページアドレス（PC・携帯共通）http://www.kochi-east-rc.com
　メールアドレス　事務局／hcrc@coffee.ocn.ne.jp　広報ＩＴ委員会／info@kochi-east-rc.com

運営が必要である。都民ファーストの会の議
員を大量に誕生させたからこそ、これからが
大変だ。」といったような内容でした。
　本日は、この後の行事は何もありませんの
で、どうぞゆっくりとお食事を楽しんでくだ
さい。

◇幹　事　報　告
・香長ＲＣから創立40周年記念誌が届いてい

ます。
・米山梅吉記念館から館報が届いていますの

で回覧します。

● ニコニコ箱 ●
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 ● 石川　健　今日は時間変更例会で、ビール、
ワインを飲んで楽しいひとときでした。皆さ
ん、ガバナー随行お疲れ様です。交通事故に
十分注意して、よろしくお願いします。
 ● 土居祐三　酔っ払ってにこにこ忘れてまし
た。とりあえず、今日もにこにこ。
 ● サロンイースト協力金として
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■高知東ＲＣ当面の日程
９月６日㈬　定例理事会
情報集会
　９月12日㈫～14日㈭　18:30（得月樓）
　９月13日㈬　　　　　13:30
　　　　　　（ザ クラウンパレス新阪急）
９月20日㈬　第３回クラブ協議会
９月27日㈬　役員会
10月４日㈬　定例理事会
10月９日㈪　高知東ＲＣ創立記念日
10月11日㈬　創立記念夜間例会
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10月18日㈬　ロータリー休日
10月25日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
高知北ＲＣ　　９月11日㈪　職場例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　９月12日㈫　月見夜間例会
高知中央ＲＣ　９月14日㈭　月見夜間例会
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