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本日　10月11日㈬ 18：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　創　立　記　念　夜　間　例　会

次週　10月18日㈬

　　　 　ロ　ー　タ　リ　ー　休　日

第2352回　例会報告／平成29年10月４日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」
◇会　長　挨　拶
　皆さま、こんにちは。10月に入って３ヵ月
経ちましたが、どうもまだここへ立っても、
慣れません。慣れたころに終わるんじゃない
かとは思います。今月は「経済と地域社会の
発展」月間です。
　アメリカのラスベガスで、事件が起こった
のはご存知だと思います。日経新聞と高知新
聞は同じように、小社会に事件のことが載っ
ていました。死者59人、負傷者567人。32階
のホテルから400ｍ離れたコンサート会場へ
向けて銃を乱射したようですが、その自動小
銃はわずか７、８万円で買えるそうです。い
かに銃社会かということです。オバマ大統領
の時代に銃規制を叫んだのですが、議会の反
対もあって進んでいません。
　1992年、名古屋市の高校生の服部君が、ハ
ロウィンパーティの会場を間違えて住民に射
殺された事件がありました。ご両親は、憎ま
なければいけないのは、犯人よりも銃の所持
をあいまいにしている米国の法律だとして、
銃規制の署名活動をしていますが、今のトラ
ンプ大統領は、銃規制に動こうとはしない。
銃の所持を容認している人たちは、犯罪を起
こすのは銃ではなく人であると言っています。
　核問題も同じです。とんでもない人であれ
ば、核も使ってしまうのではないかと心配さ

れますが、皆さんはどのようにお考えでしょ
うか。
　９月30日、米山記念奨学委員会へ私と大川
内委員長と窪田さんで出席し、奨学生や経験
者の挨拶がありました。その中で、寄付金の
件として、現在74クラブの内55クラブ以上が
5,000円以上、ほとんどが6,000円です。うち
のクラブは2006年から4,000円ですが、これ
を6,000円に（１ヵ月１人500円）にしたいと
考えています。理事会で承認をして来年７月
１日の、次年度の臨時総会で決定していただ
きたいと思います。何かご意見ありました
ら、私か幹事までお願いします。
　今週の随行員は、10月２日・大川内会員、
３日・近森範久会員、４日・川端会員、５
日・鬼田会員、６日・永野健生会員です。
　10月７日は高知ＲＣの80周年記念式典があ
り、柳澤ガバナー、久松代表幹事、私が出席
します。
　本日は、猿田実行委員長から地区大会の内
容の発表があります。
◇親睦委員会より
　先週に引き続き、創立夜間例会ニコニコ
オークションの品物の提供をお願いします。
売り上げは全てニコニコへ入れますのでよろ
しくお願いします。
　品物は、どのような物でもかまいません。
中身とお名前のメモをつけて10月10日㈫まで
に、新阪急ホテルのフロントまでお願いしま
す。なお、当日でもかまいません。
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●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
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● ニコニコ箱 ●

先週まで
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チビニコ 合　計

10月４日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
10月18日㈬　ロータリー休日
10月25日㈬　役員会
11月１日㈬　定例理事会
11月８日㈬　パスト会長会（得月樓）
11月17日㈮～19日㈰　地区大会
11月29日㈬　ガバナー補佐訪問
　　　　　　第４回クラブ協議会（例会終了後）
　　　　　　役員会
12月６日㈬　五大奉仕中間発表
　　　　　　年次総会
　　　　　　定例理事会
12月13日㈬　ガバナー公式訪問
12月20日㈬　忘年夜間例会（ラ・ヴィータ）
　　　　　　役員会
12月27日㈬　ロータリー休日
１月３日㈬　休会（国民の祝日）
１月10日㈬　時間変更例会
　　　　　　　　　（ザ クラウンパレス）
　　　　　　定例理事会

１月27日㈯   高知第Ⅰ・第Ⅱ分区I.Ｍ
　　　　　　　　　（中村プリンスホテル）
 1月31日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
高知南ＲＣ　　10月12日㈭　10日㈫に変更
高知中央ＲＣ　10月12日㈭　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　10月17日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　10月17日㈫　ロータリー休日
香長ＲＣ　　　10月31日㈫　ロータリー休日
香長ＲＣ　　　11月７日㈫　移動例会
高知中央ＲＣ　11月９日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　11月10日㈮　例会場変更
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　11月14日㈫　地区大会に振替
高知西ＲＣ　　11月17日㈮　地区大会に振替
高知北ＲＣ　　11月20日㈪　地区大会に振替
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　11月28日㈫　４ＲＣ合同夜間例会に振替

◇10月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　浦田　健治
　土居　祐三
　野町　和也
　松本　隆之
　鬼頭　知明
　石川　　健
 ● 配偶者誕生日
　小比賀博美　　寺尾　幸子
 ● 家庭記念日
　沖　　卓史　　別役　修平　　近森　範久
　中西　克行　　土居　祐三　　久松　啓二
　北村　　裕　　前田　　博　　窪田満里子
　関　　淑公　　西村　美香

 ● 入会記念日
　永野　健生　　鬼田　知明　　西内　俊介
　西山　忠利　　溝渕　源樹　　山崎　敏朗
　北村　　裕
◇会　長　報　告
・今週月曜日、８ＲＣ会長幹事会がありまし

た。長期交換運営委員会から北クラブは長
期交換留学生の受け入れから脱退する旨の
報告がありました。

◇幹　事　報　告
・昨年度の地区概況と地区協議会の記録をお

持ち帰りください。
・今週末、ガバナー杯の野球大会があります

ので、お手伝いの方はよろしくお願いしま
す。

・本日、例会終了後、理事会を行います。
・再来週は、ロータリー休日です。

　地区大会には、約1,900名の本登録があり
ました。それは、ケント・ギルバートさんと
司　葉子さんに講演をお願いしたことが影響
しているのではないかと思います。
　大会まであと１ヵ月もありません。実行委
員会だけでは、なかなかできません。全員が
一致団結して、会を盛り上げていただくよう
にぜひお願いします。
◎総務委員会
・全員登録をしていただいた、市内８クラブ

の皆さまにお礼を申し上げました。
・現在、出席する役員等々への手土産の選定

をしています。
・大会当日配布資料の中身を揃える作業をし

ています。
◎登録委員会
・本登録の人数は1889名。名札は再利用でき

るものも含めて作成中
・当日の役割分担、タイムスケジュールを作

成中
◎プログラム委員会
・当日、配布するプログラムの小冊子を作成

中で、ほぼベース部分は集まりつつあり、
今後は、それを整理する作業に入ります。

◎会場委員会
・ザ クラウンパレス新阪急高知の県民文化ホ
　ールに会場手配の最中です。
・経費削減をしながら、効率良い運営ができ

るような会場づくりをしています。
・当日は、会場委員会４名しかいませんの

で、皆さんに設営の協力をお願いします。
◎接待委員会
・ＲＩ会長代理、講師等、来賓を空港やホテ

ルへ送り迎え。
・会場入り口で、参加者へご挨拶をし、抹茶

や珈琲などの接待の予定。水曜会、会員奥
さま方にご協力をお願いしています。

・観光は牧野植物園を予定。
◎記念事業委員会
・牧野植物園に液晶パネルの案内板を贈呈
◎食事委員会
・17日に、ＲＩ会長を囲んでの晩餐会（コン

パニオン15名）。18日、会長・幹事の昼
食、夜は大懇親会（コンパニオン20名、出
花50名）、ＶＩＰの方の二次会。19日、Ｖ
ＩＰの方への昼食

・お手伝いくださる方への食事。
◎ゴルフ委員会
・参加者199名。参加賞も決定しています。

・組み合わせは作成中で、仕上がり次第発送。
・賞品は高知銀行さんに依頼し、ＪＣＢの商

品を出す予定。
◎宿泊・交通委員会
・宿泊手配は終了。ＪＴＢさんにお願いして

いますが、現在、集計して宿の振り分け作
業中。当日、会場にＪＴＢさんのコーナー
を設けて対応していただきます。

・ナイトガイドについては、コンベンション
協会が発行しているものを利用

・駐車場は、宿泊者以外の案内やバスについ
ては、ＪＴＢさんの協力と外部の方を雇う
等々、検討中。

◎記録・広報委員会
・開催日、高知新聞に１面で地区大会の広告

をする。一般の方にロータリーをアピール
する内容にしたいと考えています。

・地区大会終了後に、内容を冊子にまとめる
業務があります。

◎救護委員会
・記念ゴルフ大会、ＲＩ会長代理晩餐会は救

護の予定はしていません。
・18日の会長・幹事協議会、本会議、懇親会

は夜８時まで救護室で待機
・19日、記念講演会の12時ごろまで待機
・救急車が必要な場合は、近森病院にお願い

する予定ですが、その都度対応します。
・救護委員会３名の電話を登録し、電話での

連絡をお願いします。

◇地区大会内容発表

◇出席率報告

 ● 石川　健　67回目の誕生日を祝っていただ
きありがとうございました。今年度も３ヵ月
が過ぎました。例会の会長挨拶、どうも話が
まとまりません。あと９ヵ月、がんばります。
ご指導、ご支援よろしくお願いします。
 ● 土居祐三　誕生日と結婚記念のお礼です。
今年は銀婚式です。さぁどうしましょう。何
かアイデアがあれば教えてください。何人か
に聞いたところ「何もしない」との意見が大
半でした。下のお姉ちゃん（高３）が推薦で
大学が決まりました。あと一人です。
 ● 北村　裕　家庭記念日（結婚記念日）、入会
記念日ありがとうございます。早いもので結
婚して38年経ちました。女房の内助の功に感
謝の毎日です。
 ● 西山忠利　久し振りの例会出席です。会員
増強よろしくお願いします。入会記念日、記
念品ありがとうございます。
 ● 浦田健治　誕生祝いの品ありがとうござい
ました。65になりました。高知新聞に「空き
家対策」特集で、インタビュー記事が出まし
たのでニコニコへ。

 ● 関　淑公　結婚記念お礼。結婚52年と思う。
 ● 溝渕源樹　入会49年となりました。健康に
留意して頑張ります。
 ● 前田　博　家庭記念祝いありがとうござい
ました。
 ● 沖　卓史　家庭記念の日のお祝いありがと
うございます。家内は相変わらず元気で出歩
いており、今度の結婚記念日は一人で過ごし
ます。
 ● 久松啓一　結婚記念の品ありがとうござい
ます。何回目になるのか？
 ● 寺村　勉　東クラブに入って20年、初めて
のことです。今日のテーブルは９月、２月の
誕生月、女性ばかりに囲まれてうれしい例会
でした。西山会員さんから「うらやましいネ」
と言われたので、ニコニコへ。
 ● 松本隆之　誕生日祝いのお礼です。完全に
忘れておりました。47歳になります。今後と
もどうぞよろしくお願いいたします。
 ● 永野健生　40周年の年に入会したので、来
年ちょうど10年でしょうか。記念品ありがと
うございます。
 ● 窪田満里子　すっかり忘れていました結婚
記念日。多分主人も忘れていると思います。
初心忘れるべからず…。
 ● 西内俊介　早いもので丸４年になったと思
います（３年かな？）まずは10年頑張るよう
にします。
 ● 鬼田知明　早いもので、丸４年が過ぎまし
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た。本年もよろしくお願いいたします。
 ● 中西克行　2001年10月15日入籍しました。
16回目の結婚記念日です。お祝いありがとう
ございます。
 ● 近森範久　結婚祝いありがとうございます。
山あり谷ありといろんなことがありました
が、無事20周年を迎えることができました。
 ● 天野禎久　入会祝いありがとうございまし
た。９月は例会出席できず申しわけありませ

ん。あっという間の１年でした。これからも
よろしくお願いします。
 ● 西村美香　結婚記念日の祝いありがとうご
ざいます。子どもが小さく２人きりで出かけ
ることはなかなかないのですが、たまーに２
人で出かけられると、ウキウキする結婚６周
年です。
 ● サロンイースト協力金として
◇遅刻・早退　２件

永野正将会員「太郎ちゃん」永野正将会員「太郎ちゃん」
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10月18日㈬　ロータリー休日
10月25日㈬　役員会
11月１日㈬　定例理事会
11月８日㈬　パスト会長会（得月樓）
11月17日㈮～19日㈰　地区大会
11月29日㈬　ガバナー補佐訪問
　　　　　　第４回クラブ協議会（例会終了後）
　　　　　　役員会
12月６日㈬　五大奉仕中間発表
　　　　　　年次総会
　　　　　　定例理事会
12月13日㈬　ガバナー公式訪問
12月20日㈬　忘年夜間例会（ラ・ヴィータ）
　　　　　　役員会
12月27日㈬　ロータリー休日
１月３日㈬　休会（国民の祝日）
１月10日㈬　時間変更例会
　　　　　　　　　（ザ クラウンパレス）
　　　　　　定例理事会

１月27日㈯   高知第Ⅰ・第Ⅱ分区I.Ｍ
　　　　　　　　　（中村プリンスホテル）
 1月31日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
高知南ＲＣ　　10月12日㈭　10日㈫に変更
高知中央ＲＣ　10月12日㈭　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　10月17日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　10月17日㈫　ロータリー休日
香長ＲＣ　　　10月31日㈫　ロータリー休日
香長ＲＣ　　　11月７日㈫　移動例会
高知中央ＲＣ　11月９日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　11月10日㈮　例会場変更
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　11月14日㈫　地区大会に振替
高知西ＲＣ　　11月17日㈮　地区大会に振替
高知北ＲＣ　　11月20日㈪　地区大会に振替
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　11月28日㈫　４ＲＣ合同夜間例会に振替

◇10月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　浦田　健治
　土居　祐三
　野町　和也
　松本　隆之
　鬼頭　知明
　石川　　健
 ● 配偶者誕生日
　小比賀博美　　寺尾　幸子
 ● 家庭記念日
　沖　　卓史　　別役　修平　　近森　範久
　中西　克行　　土居　祐三　　久松　啓二
　北村　　裕　　前田　　博　　窪田満里子
　関　　淑公　　西村　美香

 ● 入会記念日
　永野　健生　　鬼田　知明　　西内　俊介
　西山　忠利　　溝渕　源樹　　山崎　敏朗
　北村　　裕
◇会　長　報　告
・今週月曜日、８ＲＣ会長幹事会がありまし

た。長期交換運営委員会から北クラブは長
期交換留学生の受け入れから脱退する旨の
報告がありました。

◇幹　事　報　告
・昨年度の地区概況と地区協議会の記録をお

持ち帰りください。
・今週末、ガバナー杯の野球大会があります

ので、お手伝いの方はよろしくお願いしま
す。

・本日、例会終了後、理事会を行います。
・再来週は、ロータリー休日です。

　地区大会には、約1,900名の本登録があり
ました。それは、ケント・ギルバートさんと
司　葉子さんに講演をお願いしたことが影響
しているのではないかと思います。
　大会まであと１ヵ月もありません。実行委
員会だけでは、なかなかできません。全員が
一致団結して、会を盛り上げていただくよう
にぜひお願いします。
◎総務委員会
・全員登録をしていただいた、市内８クラブ

の皆さまにお礼を申し上げました。
・現在、出席する役員等々への手土産の選定

をしています。
・大会当日配布資料の中身を揃える作業をし

ています。
◎登録委員会
・本登録の人数は1889名。名札は再利用でき

るものも含めて作成中
・当日の役割分担、タイムスケジュールを作

成中
◎プログラム委員会
・当日、配布するプログラムの小冊子を作成

中で、ほぼベース部分は集まりつつあり、
今後は、それを整理する作業に入ります。

◎会場委員会
・ザ クラウンパレス新阪急高知の県民文化ホ
　ールに会場手配の最中です。
・経費削減をしながら、効率良い運営ができ

るような会場づくりをしています。
・当日は、会場委員会４名しかいませんの

で、皆さんに設営の協力をお願いします。
◎接待委員会
・ＲＩ会長代理、講師等、来賓を空港やホテ

ルへ送り迎え。
・会場入り口で、参加者へご挨拶をし、抹茶

や珈琲などの接待の予定。水曜会、会員奥
さま方にご協力をお願いしています。

・観光は牧野植物園を予定。
◎記念事業委員会
・牧野植物園に液晶パネルの案内板を贈呈
◎食事委員会
・17日に、ＲＩ会長を囲んでの晩餐会（コン

パニオン15名）。18日、会長・幹事の昼
食、夜は大懇親会（コンパニオン20名、出
花50名）、ＶＩＰの方の二次会。19日、Ｖ
ＩＰの方への昼食

・お手伝いくださる方への食事。
◎ゴルフ委員会
・参加者199名。参加賞も決定しています。

・組み合わせは作成中で、仕上がり次第発送。
・賞品は高知銀行さんに依頼し、ＪＣＢの商

品を出す予定。
◎宿泊・交通委員会
・宿泊手配は終了。ＪＴＢさんにお願いして

いますが、現在、集計して宿の振り分け作
業中。当日、会場にＪＴＢさんのコーナー
を設けて対応していただきます。

・ナイトガイドについては、コンベンション
協会が発行しているものを利用

・駐車場は、宿泊者以外の案内やバスについ
ては、ＪＴＢさんの協力と外部の方を雇う
等々、検討中。

◎記録・広報委員会
・開催日、高知新聞に１面で地区大会の広告

をする。一般の方にロータリーをアピール
する内容にしたいと考えています。

・地区大会終了後に、内容を冊子にまとめる
業務があります。

◎救護委員会
・記念ゴルフ大会、ＲＩ会長代理晩餐会は救

護の予定はしていません。
・18日の会長・幹事協議会、本会議、懇親会

は夜８時まで救護室で待機
・19日、記念講演会の12時ごろまで待機
・救急車が必要な場合は、近森病院にお願い

する予定ですが、その都度対応します。
・救護委員会３名の電話を登録し、電話での

連絡をお願いします。

◇地区大会内容発表

◇出席率報告

 ● 石川　健　67回目の誕生日を祝っていただ
きありがとうございました。今年度も３ヵ月
が過ぎました。例会の会長挨拶、どうも話が
まとまりません。あと９ヵ月、がんばります。
ご指導、ご支援よろしくお願いします。
 ● 土居祐三　誕生日と結婚記念のお礼です。
今年は銀婚式です。さぁどうしましょう。何
かアイデアがあれば教えてください。何人か
に聞いたところ「何もしない」との意見が大
半でした。下のお姉ちゃん（高３）が推薦で
大学が決まりました。あと一人です。
 ● 北村　裕　家庭記念日（結婚記念日）、入会
記念日ありがとうございます。早いもので結
婚して38年経ちました。女房の内助の功に感
謝の毎日です。
 ● 西山忠利　久し振りの例会出席です。会員
増強よろしくお願いします。入会記念日、記
念品ありがとうございます。
 ● 浦田健治　誕生祝いの品ありがとうござい
ました。65になりました。高知新聞に「空き
家対策」特集で、インタビュー記事が出まし
たのでニコニコへ。

 ● 関　淑公　結婚記念お礼。結婚52年と思う。
 ● 溝渕源樹　入会49年となりました。健康に
留意して頑張ります。
 ● 前田　博　家庭記念祝いありがとうござい
ました。
 ● 沖　卓史　家庭記念の日のお祝いありがと
うございます。家内は相変わらず元気で出歩
いており、今度の結婚記念日は一人で過ごし
ます。
 ● 久松啓一　結婚記念の品ありがとうござい
ます。何回目になるのか？
 ● 寺村　勉　東クラブに入って20年、初めて
のことです。今日のテーブルは９月、２月の
誕生月、女性ばかりに囲まれてうれしい例会
でした。西山会員さんから「うらやましいネ」
と言われたので、ニコニコへ。
 ● 松本隆之　誕生日祝いのお礼です。完全に
忘れておりました。47歳になります。今後と
もどうぞよろしくお願いいたします。
 ● 永野健生　40周年の年に入会したので、来
年ちょうど10年でしょうか。記念品ありがと
うございます。
 ● 窪田満里子　すっかり忘れていました結婚
記念日。多分主人も忘れていると思います。
初心忘れるべからず…。
 ● 西内俊介　早いもので丸４年になったと思
います（３年かな？）まずは10年頑張るよう
にします。
 ● 鬼田知明　早いもので、丸４年が過ぎまし
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た。本年もよろしくお願いいたします。
 ● 中西克行　2001年10月15日入籍しました。
16回目の結婚記念日です。お祝いありがとう
ございます。
 ● 近森範久　結婚祝いありがとうございます。
山あり谷ありといろんなことがありました
が、無事20周年を迎えることができました。
 ● 天野禎久　入会祝いありがとうございまし
た。９月は例会出席できず申しわけありませ

ん。あっという間の１年でした。これからも
よろしくお願いします。
 ● 西村美香　結婚記念日の祝いありがとうご
ざいます。子どもが小さく２人きりで出かけ
ることはなかなかないのですが、たまーに２
人で出かけられると、ウキウキする結婚６周
年です。
 ● サロンイースト協力金として
◇遅刻・早退　２件

永野正将会員「太郎ちゃん」永野正将会員「太郎ちゃん」



高知東ロータリークラブ週報
第2305号

10月11日.2017

本日　10月11日㈬ 18：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　創　立　記　念　夜　間　例　会

次週　10月18日㈬

　　　 　ロ　ー　タ　リ　ー　休　日

第2352回　例会報告／平成29年10月４日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」
◇会　長　挨　拶
　皆さま、こんにちは。10月に入って３ヵ月
経ちましたが、どうもまだここへ立っても、
慣れません。慣れたころに終わるんじゃない
かとは思います。今月は「経済と地域社会の
発展」月間です。
　アメリカのラスベガスで、事件が起こった
のはご存知だと思います。日経新聞と高知新
聞は同じように、小社会に事件のことが載っ
ていました。死者59人、負傷者567人。32階
のホテルから400ｍ離れたコンサート会場へ
向けて銃を乱射したようですが、その自動小
銃はわずか７、８万円で買えるそうです。い
かに銃社会かということです。オバマ大統領
の時代に銃規制を叫んだのですが、議会の反
対もあって進んでいません。
　1992年、名古屋市の高校生の服部君が、ハ
ロウィンパーティの会場を間違えて住民に射
殺された事件がありました。ご両親は、憎ま
なければいけないのは、犯人よりも銃の所持
をあいまいにしている米国の法律だとして、
銃規制の署名活動をしていますが、今のトラ
ンプ大統領は、銃規制に動こうとはしない。
銃の所持を容認している人たちは、犯罪を起
こすのは銃ではなく人であると言っています。
　核問題も同じです。とんでもない人であれ
ば、核も使ってしまうのではないかと心配さ

れますが、皆さんはどのようにお考えでしょ
うか。
　９月30日、米山記念奨学委員会へ私と大川
内委員長と窪田さんで出席し、奨学生や経験
者の挨拶がありました。その中で、寄付金の
件として、現在74クラブの内55クラブ以上が
5,000円以上、ほとんどが6,000円です。うち
のクラブは2006年から4,000円ですが、これ
を6,000円に（１ヵ月１人500円）にしたいと
考えています。理事会で承認をして来年７月
１日の、次年度の臨時総会で決定していただ
きたいと思います。何かご意見ありました
ら、私か幹事までお願いします。
　今週の随行員は、10月２日・大川内会員、
３日・近森範久会員、４日・川端会員、５
日・鬼田会員、６日・永野健生会員です。
　10月７日は高知ＲＣの80周年記念式典があ
り、柳澤ガバナー、久松代表幹事、私が出席
します。
　本日は、猿田実行委員長から地区大会の内
容の発表があります。
◇親睦委員会より
　先週に引き続き、創立夜間例会ニコニコ
オークションの品物の提供をお願いします。
売り上げは全てニコニコへ入れますのでよろ
しくお願いします。
　品物は、どのような物でもかまいません。
中身とお名前のメモをつけて10月10日㈫まで
に、新阪急ホテルのフロントまでお願いしま
す。なお、当日でもかまいません。

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

● ニコニコ箱 ●
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10月４日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
10月18日㈬　ロータリー休日
10月25日㈬　役員会
11月１日㈬　定例理事会
11月８日㈬　パスト会長会（得月樓）
11月17日㈮～19日㈰　地区大会
11月29日㈬　ガバナー補佐訪問
　　　　　　第４回クラブ協議会（例会終了後）
　　　　　　役員会
12月６日㈬　五大奉仕中間発表
　　　　　　年次総会
　　　　　　定例理事会
12月13日㈬　ガバナー公式訪問
12月20日㈬　忘年夜間例会（ラ・ヴィータ）
　　　　　　役員会
12月27日㈬　ロータリー休日
１月３日㈬　休会（国民の祝日）
１月10日㈬　時間変更例会
　　　　　　　　　（ザ クラウンパレス）
　　　　　　定例理事会

１月27日㈯   高知第Ⅰ・第Ⅱ分区I.Ｍ
　　　　　　　　　（中村プリンスホテル）
 1月31日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
高知南ＲＣ　　10月12日㈭　10日㈫に変更
高知中央ＲＣ　10月12日㈭　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　10月17日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　10月17日㈫　ロータリー休日
香長ＲＣ　　　10月31日㈫　ロータリー休日
香長ＲＣ　　　11月７日㈫　移動例会
高知中央ＲＣ　11月９日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　11月10日㈮　例会場変更
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　11月14日㈫　地区大会に振替
高知西ＲＣ　　11月17日㈮　地区大会に振替
高知北ＲＣ　　11月20日㈪　地区大会に振替
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　11月28日㈫　４ＲＣ合同夜間例会に振替

◇10月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　浦田　健治
　土居　祐三
　野町　和也
　松本　隆之
　鬼頭　知明
　石川　　健
 ● 配偶者誕生日
　小比賀博美　　寺尾　幸子
 ● 家庭記念日
　沖　　卓史　　別役　修平　　近森　範久
　中西　克行　　土居　祐三　　久松　啓二
　北村　　裕　　前田　　博　　窪田満里子
　関　　淑公　　西村　美香

 ● 入会記念日
　永野　健生　　鬼田　知明　　西内　俊介
　西山　忠利　　溝渕　源樹　　山崎　敏朗
　北村　　裕
◇会　長　報　告
・今週月曜日、８ＲＣ会長幹事会がありまし

た。長期交換運営委員会から北クラブは長
期交換留学生の受け入れから脱退する旨の
報告がありました。

◇幹　事　報　告
・昨年度の地区概況と地区協議会の記録をお

持ち帰りください。
・今週末、ガバナー杯の野球大会があります

ので、お手伝いの方はよろしくお願いしま
す。

・本日、例会終了後、理事会を行います。
・再来週は、ロータリー休日です。

　地区大会には、約1,900名の本登録があり
ました。それは、ケント・ギルバートさんと
司　葉子さんに講演をお願いしたことが影響
しているのではないかと思います。
　大会まであと１ヵ月もありません。実行委
員会だけでは、なかなかできません。全員が
一致団結して、会を盛り上げていただくよう
にぜひお願いします。
◎総務委員会
・全員登録をしていただいた、市内８クラブ

の皆さまにお礼を申し上げました。
・現在、出席する役員等々への手土産の選定

をしています。
・大会当日配布資料の中身を揃える作業をし

ています。
◎登録委員会
・本登録の人数は1889名。名札は再利用でき

るものも含めて作成中
・当日の役割分担、タイムスケジュールを作

成中
◎プログラム委員会
・当日、配布するプログラムの小冊子を作成

中で、ほぼベース部分は集まりつつあり、
今後は、それを整理する作業に入ります。

◎会場委員会
・ザ クラウンパレス新阪急高知の県民文化ホ
　ールに会場手配の最中です。
・経費削減をしながら、効率良い運営ができ

るような会場づくりをしています。
・当日は、会場委員会４名しかいませんの

で、皆さんに設営の協力をお願いします。
◎接待委員会
・ＲＩ会長代理、講師等、来賓を空港やホテ

ルへ送り迎え。
・会場入り口で、参加者へご挨拶をし、抹茶

や珈琲などの接待の予定。水曜会、会員奥
さま方にご協力をお願いしています。

・観光は牧野植物園を予定。
◎記念事業委員会
・牧野植物園に液晶パネルの案内板を贈呈
◎食事委員会
・17日に、ＲＩ会長を囲んでの晩餐会（コン

パニオン15名）。18日、会長・幹事の昼
食、夜は大懇親会（コンパニオン20名、出
花50名）、ＶＩＰの方の二次会。19日、Ｖ
ＩＰの方への昼食

・お手伝いくださる方への食事。
◎ゴルフ委員会
・参加者199名。参加賞も決定しています。

・組み合わせは作成中で、仕上がり次第発送。
・賞品は高知銀行さんに依頼し、ＪＣＢの商

品を出す予定。
◎宿泊・交通委員会
・宿泊手配は終了。ＪＴＢさんにお願いして

いますが、現在、集計して宿の振り分け作
業中。当日、会場にＪＴＢさんのコーナー
を設けて対応していただきます。

・ナイトガイドについては、コンベンション
協会が発行しているものを利用

・駐車場は、宿泊者以外の案内やバスについ
ては、ＪＴＢさんの協力と外部の方を雇う
等々、検討中。

◎記録・広報委員会
・開催日、高知新聞に１面で地区大会の広告

をする。一般の方にロータリーをアピール
する内容にしたいと考えています。

・地区大会終了後に、内容を冊子にまとめる
業務があります。

◎救護委員会
・記念ゴルフ大会、ＲＩ会長代理晩餐会は救

護の予定はしていません。
・18日の会長・幹事協議会、本会議、懇親会

は夜８時まで救護室で待機
・19日、記念講演会の12時ごろまで待機
・救急車が必要な場合は、近森病院にお願い

する予定ですが、その都度対応します。
・救護委員会３名の電話を登録し、電話での

連絡をお願いします。

◇地区大会内容発表

◇出席率報告

 ● 石川　健　67回目の誕生日を祝っていただ
きありがとうございました。今年度も３ヵ月
が過ぎました。例会の会長挨拶、どうも話が
まとまりません。あと９ヵ月、がんばります。
ご指導、ご支援よろしくお願いします。
 ● 土居祐三　誕生日と結婚記念のお礼です。
今年は銀婚式です。さぁどうしましょう。何
かアイデアがあれば教えてください。何人か
に聞いたところ「何もしない」との意見が大
半でした。下のお姉ちゃん（高３）が推薦で
大学が決まりました。あと一人です。
 ● 北村　裕　家庭記念日（結婚記念日）、入会
記念日ありがとうございます。早いもので結
婚して38年経ちました。女房の内助の功に感
謝の毎日です。
 ● 西山忠利　久し振りの例会出席です。会員
増強よろしくお願いします。入会記念日、記
念品ありがとうございます。
 ● 浦田健治　誕生祝いの品ありがとうござい
ました。65になりました。高知新聞に「空き
家対策」特集で、インタビュー記事が出まし
たのでニコニコへ。

 ● 関　淑公　結婚記念お礼。結婚52年と思う。
 ● 溝渕源樹　入会49年となりました。健康に
留意して頑張ります。
 ● 前田　博　家庭記念祝いありがとうござい
ました。
 ● 沖　卓史　家庭記念の日のお祝いありがと
うございます。家内は相変わらず元気で出歩
いており、今度の結婚記念日は一人で過ごし
ます。
 ● 久松啓一　結婚記念の品ありがとうござい
ます。何回目になるのか？
 ● 寺村　勉　東クラブに入って20年、初めて
のことです。今日のテーブルは９月、２月の
誕生月、女性ばかりに囲まれてうれしい例会
でした。西山会員さんから「うらやましいネ」
と言われたので、ニコニコへ。
 ● 松本隆之　誕生日祝いのお礼です。完全に
忘れておりました。47歳になります。今後と
もどうぞよろしくお願いいたします。
 ● 永野健生　40周年の年に入会したので、来
年ちょうど10年でしょうか。記念品ありがと
うございます。
 ● 窪田満里子　すっかり忘れていました結婚
記念日。多分主人も忘れていると思います。
初心忘れるべからず…。
 ● 西内俊介　早いもので丸４年になったと思
います（３年かな？）まずは10年頑張るよう
にします。
 ● 鬼田知明　早いもので、丸４年が過ぎまし
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た。本年もよろしくお願いいたします。
 ● 中西克行　2001年10月15日入籍しました。
16回目の結婚記念日です。お祝いありがとう
ございます。
 ● 近森範久　結婚祝いありがとうございます。
山あり谷ありといろんなことがありました
が、無事20周年を迎えることができました。
 ● 天野禎久　入会祝いありがとうございまし
た。９月は例会出席できず申しわけありませ

ん。あっという間の１年でした。これからも
よろしくお願いします。
 ● 西村美香　結婚記念日の祝いありがとうご
ざいます。子どもが小さく２人きりで出かけ
ることはなかなかないのですが、たまーに２
人で出かけられると、ウキウキする結婚６周
年です。
 ● サロンイースト協力金として
◇遅刻・早退　２件
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本日　10月11日㈬ 18：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　創　立　記　念　夜　間　例　会

次週　10月18日㈬

　　　 　ロ　ー　タ　リ　ー　休　日

第2352回　例会報告／平成29年10月４日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」
◇会　長　挨　拶
　皆さま、こんにちは。10月に入って３ヵ月
経ちましたが、どうもまだここへ立っても、
慣れません。慣れたころに終わるんじゃない
かとは思います。今月は「経済と地域社会の
発展」月間です。
　アメリカのラスベガスで、事件が起こった
のはご存知だと思います。日経新聞と高知新
聞は同じように、小社会に事件のことが載っ
ていました。死者59人、負傷者567人。32階
のホテルから400ｍ離れたコンサート会場へ
向けて銃を乱射したようですが、その自動小
銃はわずか７、８万円で買えるそうです。い
かに銃社会かということです。オバマ大統領
の時代に銃規制を叫んだのですが、議会の反
対もあって進んでいません。
　1992年、名古屋市の高校生の服部君が、ハ
ロウィンパーティの会場を間違えて住民に射
殺された事件がありました。ご両親は、憎ま
なければいけないのは、犯人よりも銃の所持
をあいまいにしている米国の法律だとして、
銃規制の署名活動をしていますが、今のトラ
ンプ大統領は、銃規制に動こうとはしない。
銃の所持を容認している人たちは、犯罪を起
こすのは銃ではなく人であると言っています。
　核問題も同じです。とんでもない人であれ
ば、核も使ってしまうのではないかと心配さ

れますが、皆さんはどのようにお考えでしょ
うか。
　９月30日、米山記念奨学委員会へ私と大川
内委員長と窪田さんで出席し、奨学生や経験
者の挨拶がありました。その中で、寄付金の
件として、現在74クラブの内55クラブ以上が
5,000円以上、ほとんどが6,000円です。うち
のクラブは2006年から4,000円ですが、これ
を6,000円に（１ヵ月１人500円）にしたいと
考えています。理事会で承認をして来年７月
１日の、次年度の臨時総会で決定していただ
きたいと思います。何かご意見ありました
ら、私か幹事までお願いします。
　今週の随行員は、10月２日・大川内会員、
３日・近森範久会員、４日・川端会員、５
日・鬼田会員、６日・永野健生会員です。
　10月７日は高知ＲＣの80周年記念式典があ
り、柳澤ガバナー、久松代表幹事、私が出席
します。
　本日は、猿田実行委員長から地区大会の内
容の発表があります。
◇親睦委員会より
　先週に引き続き、創立夜間例会ニコニコ
オークションの品物の提供をお願いします。
売り上げは全てニコニコへ入れますのでよろ
しくお願いします。
　品物は、どのような物でもかまいません。
中身とお名前のメモをつけて10月10日㈫まで
に、新阪急ホテルのフロントまでお願いしま
す。なお、当日でもかまいません。

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

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
382,750円

76,150円

458,900円

7,925円

839円

8,764円

390,675円

76,989円

467,664円

チビニコ 合　計

10月４日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
10月18日㈬　ロータリー休日
10月25日㈬　役員会
11月１日㈬　定例理事会
11月８日㈬　パスト会長会（得月樓）
11月17日㈮～19日㈰　地区大会
11月29日㈬　ガバナー補佐訪問
　　　　　　第４回クラブ協議会（例会終了後）
　　　　　　役員会
12月６日㈬　五大奉仕中間発表
　　　　　　年次総会
　　　　　　定例理事会
12月13日㈬　ガバナー公式訪問
12月20日㈬　忘年夜間例会（ラ・ヴィータ）
　　　　　　役員会
12月27日㈬　ロータリー休日
１月３日㈬　休会（国民の祝日）
１月10日㈬　時間変更例会
　　　　　　　　　（ザ クラウンパレス）
　　　　　　定例理事会

１月27日㈯   高知第Ⅰ・第Ⅱ分区I.Ｍ
　　　　　　　　　（中村プリンスホテル）
 1月31日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
高知南ＲＣ　　10月12日㈭　10日㈫に変更
高知中央ＲＣ　10月12日㈭　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　10月17日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　10月17日㈫　ロータリー休日
香長ＲＣ　　　10月31日㈫　ロータリー休日
香長ＲＣ　　　11月７日㈫　移動例会
高知中央ＲＣ　11月９日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　11月10日㈮　例会場変更
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　11月14日㈫　地区大会に振替
高知西ＲＣ　　11月17日㈮　地区大会に振替
高知北ＲＣ　　11月20日㈪　地区大会に振替
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　11月28日㈫　４ＲＣ合同夜間例会に振替

◇10月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　浦田　健治
　土居　祐三
　野町　和也
　松本　隆之
　鬼頭　知明
　石川　　健
 ● 配偶者誕生日
　小比賀博美　　寺尾　幸子
 ● 家庭記念日
　沖　　卓史　　別役　修平　　近森　範久
　中西　克行　　土居　祐三　　久松　啓二
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 ● 入会記念日
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 ● 溝渕源樹　入会49年となりました。健康に
留意して頑張ります。
 ● 前田　博　家庭記念祝いありがとうござい
ました。
 ● 沖　卓史　家庭記念の日のお祝いありがと
うございます。家内は相変わらず元気で出歩
いており、今度の結婚記念日は一人で過ごし
ます。
 ● 久松啓一　結婚記念の品ありがとうござい
ます。何回目になるのか？
 ● 寺村　勉　東クラブに入って20年、初めて
のことです。今日のテーブルは９月、２月の
誕生月、女性ばかりに囲まれてうれしい例会
でした。西山会員さんから「うらやましいネ」
と言われたので、ニコニコへ。
 ● 松本隆之　誕生日祝いのお礼です。完全に
忘れておりました。47歳になります。今後と
もどうぞよろしくお願いいたします。
 ● 永野健生　40周年の年に入会したので、来
年ちょうど10年でしょうか。記念品ありがと
うございます。
 ● 窪田満里子　すっかり忘れていました結婚
記念日。多分主人も忘れていると思います。
初心忘れるべからず…。
 ● 西内俊介　早いもので丸４年になったと思
います（３年かな？）まずは10年頑張るよう
にします。
 ● 鬼田知明　早いもので、丸４年が過ぎまし
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た。本年もよろしくお願いいたします。
 ● 中西克行　2001年10月15日入籍しました。
16回目の結婚記念日です。お祝いありがとう
ございます。
 ● 近森範久　結婚祝いありがとうございます。
山あり谷ありといろんなことがありました
が、無事20周年を迎えることができました。
 ● 天野禎久　入会祝いありがとうございまし
た。９月は例会出席できず申しわけありませ

ん。あっという間の１年でした。これからも
よろしくお願いします。
 ● 西村美香　結婚記念日の祝いありがとうご
ざいます。子どもが小さく２人きりで出かけ
ることはなかなかないのですが、たまーに２
人で出かけられると、ウキウキする結婚６周
年です。
 ● サロンイースト協力金として
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