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本日　10月25日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「私の見たニューヨーク －白黒写真－」

角田　和夫 氏

次週　11月１日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「ロータリー財団とおむつバンクについて」

ロータリー財団委員長 西森やよい 会員

第2353回　例会報告／平成29年10月11日　天候　曇　創立記念夜間例会

◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんばんは。
今日は、当クラブ49回目
の創立夜間例会です。本
日は多くの会員の皆さま、
名誉会員の山崎さん、水
曜会・ご家族の方々、そ

してピアノの小笠原先生、総勢50名の出席で
す。誠にありがとうございます。
　高知東ＲＣは昭和43年10月９日、チャータ
ーメンバー29名でスタートし、現在お二人の
チャーターメンバー、溝渕会員と西山会員が
在籍されています。あと１年で50年、さぞか
し、お二人には感慨深いものがあろうかと思
います。今後とも、私どもをご指導いただき
ますようよろしくお願いいたします。
　いよいよ来年は創立50周年を迎えます。９
月27日の任意のパスト会長会の推薦を受けて
10月４日の理事会で、50周年記念事業の実行
委員長に、沖　卓史直前会長が決定しました
のでご報告します。ご存知のとおり、沖直前
会長は、抜群のバランス感覚をお持ちです。
きっと素晴らしい50周年記念事業が行われる
ものと確信しています。
　11月17日、18日、19日、当クラブがホスト
として地区大会が開催されます。現在、猿田
実行委員長を先頭に、粛々と準備が進められ
ております。あと１ヵ月余りです。皆さま、

全員一致協力して、意義ある大会が成功しま
すように、ご協力のほどよろしくお願いしま
す。
　今週の随行員は、11日・宇津木会員、12日
・島村会員、中越会員です。
　ロータリークラブは1905年２月23日、ポー
ル・ハリスと友人３人で親睦を目的として活
動を開始しました。1906年１月、シカゴクラ
ブの定款には「会員の事業上の利益の促進、
会員同士のよき親睦」と明記されており、奉
仕の概念はなく事業の繁栄と親睦を目的にし
たクラブ運営が行われ、会員相互間の売り上
げの管理までしていたようです。従って、当
時は１業種１会員が原則です。
　1906年、シカゴクラブに入会したアーサー
・フレデリック･シェルドンは物質的相互扶
助の代わりに、当時、誰もが考えつかなかっ
た奉仕理念をロータリーに提唱。これは継続
的な事業の発展を得るためには、自分の儲け
を優先するのではなく、自分の職業を通じて
社会に貢献するという意図を持って事業を営
む。すなわち会社経営を経営学の実践だと捉
えて、原理原則に基づいた事業経営をすべき
だと考えました。
　さらに、良好な労働環境を提供するのは、
資本家の責務であると考え、資本家が利益を
独占するのではなく、従業員や取り引きに関
係する人たちと適正に配分することが、継続
的に利益を得る方法だと考えました。シェル
ドンは持続して繁栄し、発展しているいくつ
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かの企業に共通して見られるこの特徴をサー
ビスと名付けました。
　奉仕とは、顧客に満足感を与えることであ
り、そのために必要な条件は質・量・管理の
状態です。シェルドンは経営学に基づいた販
売術を、「奉仕の原則を条件とする。継続的
に利益をもたらす常連客を保証する技術だ」
と定義しています。奉仕の理念の一つは、
「最もよく奉仕する者、最も多く報いられ
る」。もう一つは、「他人のことを思いやり、
他人のために尽くす、超我の奉仕」。
　現在、準備をしている地区大会も、皆さん
一人一人が大変苦労をしています。これもや
はり超我の奉仕の気持ちがなければ進まない
と思います。
　最後に、ロータリーの行動規範が４項目で
示されています。
１．個人として、また事業において高潔さと

高い倫理基準を持って行動する。
２．取り引き全てにおいて、公正に努め、相

手とその職業に対して尊重の念を持って接
する。

３．自分の職業、スキルを生かして、若い
人々を導き、特別なニーズを抱える人々を
助け、地域社会や世界中の人々との生活の
質を高める。

４．ロータリーや他のロータリアンの評判を
落とすような言動は避ける。

　本日は、懇親会を大いに楽しんでいただき
たいと思います。オークションもよろしくお
願いします。
◇会　長　報　告
・地区委員就任
　竹村克彦会員（地区短期交換委員）
　岡本淳一会員（長期交換事業運営サブ委員）
・来週18日は、ロータリー休日です。
◇地区大会記念事業委員会より
　兼ねてから計画していた記念事業の一つと
して、県立牧野植物園に案内パネル設置を計
画しています。贈呈式は地区大会の18日、県
知事に目録をお渡ししますが、まず、完成し
た現場（10月20日午前９時半）で引き渡し式
を行います。出席可能な会員、水曜会の皆さ
んは、来週月曜日までに事務局へご連絡くだ
さい。よろしくお願いします。
◇お客様（敬称略）
・名誉会員
　山崎　敏朗
・ご家族・水曜会
　浦田比奈子　　猿田　静子　　近森　東香
　土居　紀代　　寺尾　幸子　　寺村みゆき
　西山加奈子　　松﨑　範子　　前田　　紀
　柳澤　順子
・ピアノ伴奏　　
　小笠原貴美子

◇出席率報告

 ● 柳澤光秋　皆さまありがとうございます。
今日で58クラブ回りました。
 ● 石川　健　創立記念夜間例会にたくさんの
方に出席いただきありがとうございます。
オークションにご協力くださりありがとうご
ざいます。
 ● 別役修平　家庭記念祝いありがとうござい

ます。1973年10月10日結婚です。あれから44
年。何とか金婚式までたどり付くよう、嫁さ
んを大切にします。
 ● 天野禎久　10月８日、ゴルフ大会お疲れ様
でした。吉永会員、優勝おめでとうございま
す。次回は３月を予定しております。多数の
ご参加をお待ちしています。ショートホール
ワンオントライ分をニコニコへ。
 ● 森田康子　地区大会記念事業委員会が10月
20日㈮、牧野植物園にて記念品の贈呈式を行
いますので、多くの方々のご出席をお願いい
たします。
 ● 川端信一郎　先週、初めてガバナー随行を
させていただきました。勉強になりました。
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■高知東ＲＣ当面の日程
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
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

第８回ガバナー杯野球大会
2017年10月７日㈯・８日㈰　於：高知県立春野運動公園野球場
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　本日は、懇親会を大いに楽しんでいただき
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願いします。
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　岡本淳一会員（長期交換事業運営サブ委員）
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◇地区大会記念事業委員会より
　兼ねてから計画していた記念事業の一つと
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画しています。贈呈式は地区大会の18日、県
知事に目録をお渡ししますが、まず、完成し
た現場（10月20日午前９時半）で引き渡し式
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◇お客様（敬称略）
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◇出席率報告

 ● 柳澤光秋　皆さまありがとうございます。
今日で58クラブ回りました。
 ● 石川　健　創立記念夜間例会にたくさんの
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オークションにご協力くださりありがとうご
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ます。1973年10月10日結婚です。あれから44
年。何とか金婚式までたどり付くよう、嫁さ
んを大切にします。
 ● 天野禎久　10月８日、ゴルフ大会お疲れ様
でした。吉永会員、優勝おめでとうございま
す。次回は３月を予定しております。多数の
ご参加をお待ちしています。ショートホール
ワンオントライ分をニコニコへ。
 ● 森田康子　地区大会記念事業委員会が10月
20日㈮、牧野植物園にて記念品の贈呈式を行
いますので、多くの方々のご出席をお願いい
たします。
 ● 川端信一郎　先週、初めてガバナー随行を
させていただきました。勉強になりました。
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■高知東ＲＣ当面の日程
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
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

第８回ガバナー杯野球大会
2017年10月７日㈯・８日㈰　於：高知県立春野運動公園野球場
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本日　10月25日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「私の見たニューヨーク －白黒写真－」

角田　和夫 氏

次週　11月１日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「ロータリー財団とおむつバンクについて」

ロータリー財団委員長 西森やよい 会員

第2353回　例会報告／平成29年10月11日　天候　曇　創立記念夜間例会

◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんばんは。
今日は、当クラブ49回目
の創立夜間例会です。本
日は多くの会員の皆さま、
名誉会員の山崎さん、水
曜会・ご家族の方々、そ

してピアノの小笠原先生、総勢50名の出席で
す。誠にありがとうございます。
　高知東ＲＣは昭和43年10月９日、チャータ
ーメンバー29名でスタートし、現在お二人の
チャーターメンバー、溝渕会員と西山会員が
在籍されています。あと１年で50年、さぞか
し、お二人には感慨深いものがあろうかと思
います。今後とも、私どもをご指導いただき
ますようよろしくお願いいたします。
　いよいよ来年は創立50周年を迎えます。９
月27日の任意のパスト会長会の推薦を受けて
10月４日の理事会で、50周年記念事業の実行
委員長に、沖　卓史直前会長が決定しました
のでご報告します。ご存知のとおり、沖直前
会長は、抜群のバランス感覚をお持ちです。
きっと素晴らしい50周年記念事業が行われる
ものと確信しています。
　11月17日、18日、19日、当クラブがホスト
として地区大会が開催されます。現在、猿田
実行委員長を先頭に、粛々と準備が進められ
ております。あと１ヵ月余りです。皆さま、

全員一致協力して、意義ある大会が成功しま
すように、ご協力のほどよろしくお願いしま
す。
　今週の随行員は、11日・宇津木会員、12日
・島村会員、中越会員です。
　ロータリークラブは1905年２月23日、ポー
ル・ハリスと友人３人で親睦を目的として活
動を開始しました。1906年１月、シカゴクラ
ブの定款には「会員の事業上の利益の促進、
会員同士のよき親睦」と明記されており、奉
仕の概念はなく事業の繁栄と親睦を目的にし
たクラブ運営が行われ、会員相互間の売り上
げの管理までしていたようです。従って、当
時は１業種１会員が原則です。
　1906年、シカゴクラブに入会したアーサー
・フレデリック･シェルドンは物質的相互扶
助の代わりに、当時、誰もが考えつかなかっ
た奉仕理念をロータリーに提唱。これは継続
的な事業の発展を得るためには、自分の儲け
を優先するのではなく、自分の職業を通じて
社会に貢献するという意図を持って事業を営
む。すなわち会社経営を経営学の実践だと捉
えて、原理原則に基づいた事業経営をすべき
だと考えました。
　さらに、良好な労働環境を提供するのは、
資本家の責務であると考え、資本家が利益を
独占するのではなく、従業員や取り引きに関
係する人たちと適正に配分することが、継続
的に利益を得る方法だと考えました。シェル
ドンは持続して繁栄し、発展しているいくつ
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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

　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
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10月11日
今期の累計

かの企業に共通して見られるこの特徴をサー
ビスと名付けました。
　奉仕とは、顧客に満足感を与えることであ
り、そのために必要な条件は質・量・管理の
状態です。シェルドンは経営学に基づいた販
売術を、「奉仕の原則を条件とする。継続的
に利益をもたらす常連客を保証する技術だ」
と定義しています。奉仕の理念の一つは、
「最もよく奉仕する者、最も多く報いられ
る」。もう一つは、「他人のことを思いやり、
他人のために尽くす、超我の奉仕」。
　現在、準備をしている地区大会も、皆さん
一人一人が大変苦労をしています。これもや
はり超我の奉仕の気持ちがなければ進まない
と思います。
　最後に、ロータリーの行動規範が４項目で
示されています。
１．個人として、また事業において高潔さと

高い倫理基準を持って行動する。
２．取り引き全てにおいて、公正に努め、相

手とその職業に対して尊重の念を持って接
する。

３．自分の職業、スキルを生かして、若い
人々を導き、特別なニーズを抱える人々を
助け、地域社会や世界中の人々との生活の
質を高める。

４．ロータリーや他のロータリアンの評判を
落とすような言動は避ける。

　本日は、懇親会を大いに楽しんでいただき
たいと思います。オークションもよろしくお
願いします。
◇会　長　報　告
・地区委員就任
　竹村克彦会員（地区短期交換委員）
　岡本淳一会員（長期交換事業運営サブ委員）
・来週18日は、ロータリー休日です。
◇地区大会記念事業委員会より
　兼ねてから計画していた記念事業の一つと
して、県立牧野植物園に案内パネル設置を計
画しています。贈呈式は地区大会の18日、県
知事に目録をお渡ししますが、まず、完成し
た現場（10月20日午前９時半）で引き渡し式
を行います。出席可能な会員、水曜会の皆さ
んは、来週月曜日までに事務局へご連絡くだ
さい。よろしくお願いします。
◇お客様（敬称略）
・名誉会員
　山崎　敏朗
・ご家族・水曜会
　浦田比奈子　　猿田　静子　　近森　東香
　土居　紀代　　寺尾　幸子　　寺村みゆき
　西山加奈子　　松﨑　範子　　前田　　紀
　柳澤　順子
・ピアノ伴奏　　
　小笠原貴美子

◇出席率報告

 ● 柳澤光秋　皆さまありがとうございます。
今日で58クラブ回りました。
 ● 石川　健　創立記念夜間例会にたくさんの
方に出席いただきありがとうございます。
オークションにご協力くださりありがとうご
ざいます。
 ● 別役修平　家庭記念祝いありがとうござい

ます。1973年10月10日結婚です。あれから44
年。何とか金婚式までたどり付くよう、嫁さ
んを大切にします。
 ● 天野禎久　10月８日、ゴルフ大会お疲れ様
でした。吉永会員、優勝おめでとうございま
す。次回は３月を予定しております。多数の
ご参加をお待ちしています。ショートホール
ワンオントライ分をニコニコへ。
 ● 森田康子　地区大会記念事業委員会が10月
20日㈮、牧野植物園にて記念品の贈呈式を行
いますので、多くの方々のご出席をお願いい
たします。
 ● 川端信一郎　先週、初めてガバナー随行を
させていただきました。勉強になりました。
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■高知東ＲＣ当面の日程
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
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

第８回ガバナー杯野球大会
2017年10月７日㈯・８日㈰　於：高知県立春野運動公園野球場
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本日　10月25日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「私の見たニューヨーク －白黒写真－」

角田　和夫 氏

次週　11月１日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「ロータリー財団とおむつバンクについて」

ロータリー財団委員長 西森やよい 会員

第2353回　例会報告／平成29年10月11日　天候　曇　創立記念夜間例会

◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんばんは。
今日は、当クラブ49回目
の創立夜間例会です。本
日は多くの会員の皆さま、
名誉会員の山崎さん、水
曜会・ご家族の方々、そ

してピアノの小笠原先生、総勢50名の出席で
す。誠にありがとうございます。
　高知東ＲＣは昭和43年10月９日、チャータ
ーメンバー29名でスタートし、現在お二人の
チャーターメンバー、溝渕会員と西山会員が
在籍されています。あと１年で50年、さぞか
し、お二人には感慨深いものがあろうかと思
います。今後とも、私どもをご指導いただき
ますようよろしくお願いいたします。
　いよいよ来年は創立50周年を迎えます。９
月27日の任意のパスト会長会の推薦を受けて
10月４日の理事会で、50周年記念事業の実行
委員長に、沖　卓史直前会長が決定しました
のでご報告します。ご存知のとおり、沖直前
会長は、抜群のバランス感覚をお持ちです。
きっと素晴らしい50周年記念事業が行われる
ものと確信しています。
　11月17日、18日、19日、当クラブがホスト
として地区大会が開催されます。現在、猿田
実行委員長を先頭に、粛々と準備が進められ
ております。あと１ヵ月余りです。皆さま、

全員一致協力して、意義ある大会が成功しま
すように、ご協力のほどよろしくお願いしま
す。
　今週の随行員は、11日・宇津木会員、12日
・島村会員、中越会員です。
　ロータリークラブは1905年２月23日、ポー
ル・ハリスと友人３人で親睦を目的として活
動を開始しました。1906年１月、シカゴクラ
ブの定款には「会員の事業上の利益の促進、
会員同士のよき親睦」と明記されており、奉
仕の概念はなく事業の繁栄と親睦を目的にし
たクラブ運営が行われ、会員相互間の売り上
げの管理までしていたようです。従って、当
時は１業種１会員が原則です。
　1906年、シカゴクラブに入会したアーサー
・フレデリック･シェルドンは物質的相互扶
助の代わりに、当時、誰もが考えつかなかっ
た奉仕理念をロータリーに提唱。これは継続
的な事業の発展を得るためには、自分の儲け
を優先するのではなく、自分の職業を通じて
社会に貢献するという意図を持って事業を営
む。すなわち会社経営を経営学の実践だと捉
えて、原理原則に基づいた事業経営をすべき
だと考えました。
　さらに、良好な労働環境を提供するのは、
資本家の責務であると考え、資本家が利益を
独占するのではなく、従業員や取り引きに関
係する人たちと適正に配分することが、継続
的に利益を得る方法だと考えました。シェル
ドンは持続して繁栄し、発展しているいくつ
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かの企業に共通して見られるこの特徴をサー
ビスと名付けました。
　奉仕とは、顧客に満足感を与えることであ
り、そのために必要な条件は質・量・管理の
状態です。シェルドンは経営学に基づいた販
売術を、「奉仕の原則を条件とする。継続的
に利益をもたらす常連客を保証する技術だ」
と定義しています。奉仕の理念の一つは、
「最もよく奉仕する者、最も多く報いられ
る」。もう一つは、「他人のことを思いやり、
他人のために尽くす、超我の奉仕」。
　現在、準備をしている地区大会も、皆さん
一人一人が大変苦労をしています。これもや
はり超我の奉仕の気持ちがなければ進まない
と思います。
　最後に、ロータリーの行動規範が４項目で
示されています。
１．個人として、また事業において高潔さと

高い倫理基準を持って行動する。
２．取り引き全てにおいて、公正に努め、相

手とその職業に対して尊重の念を持って接
する。

３．自分の職業、スキルを生かして、若い
人々を導き、特別なニーズを抱える人々を
助け、地域社会や世界中の人々との生活の
質を高める。

４．ロータリーや他のロータリアンの評判を
落とすような言動は避ける。

　本日は、懇親会を大いに楽しんでいただき
たいと思います。オークションもよろしくお
願いします。
◇会　長　報　告
・地区委員就任
　竹村克彦会員（地区短期交換委員）
　岡本淳一会員（長期交換事業運営サブ委員）
・来週18日は、ロータリー休日です。
◇地区大会記念事業委員会より
　兼ねてから計画していた記念事業の一つと
して、県立牧野植物園に案内パネル設置を計
画しています。贈呈式は地区大会の18日、県
知事に目録をお渡ししますが、まず、完成し
た現場（10月20日午前９時半）で引き渡し式
を行います。出席可能な会員、水曜会の皆さ
んは、来週月曜日までに事務局へご連絡くだ
さい。よろしくお願いします。
◇お客様（敬称略）
・名誉会員
　山崎　敏朗
・ご家族・水曜会
　浦田比奈子　　猿田　静子　　近森　東香
　土居　紀代　　寺尾　幸子　　寺村みゆき
　西山加奈子　　松﨑　範子　　前田　　紀
　柳澤　順子
・ピアノ伴奏　　
　小笠原貴美子

◇出席率報告

 ● 柳澤光秋　皆さまありがとうございます。
今日で58クラブ回りました。
 ● 石川　健　創立記念夜間例会にたくさんの
方に出席いただきありがとうございます。
オークションにご協力くださりありがとうご
ざいます。
 ● 別役修平　家庭記念祝いありがとうござい

ます。1973年10月10日結婚です。あれから44
年。何とか金婚式までたどり付くよう、嫁さ
んを大切にします。
 ● 天野禎久　10月８日、ゴルフ大会お疲れ様
でした。吉永会員、優勝おめでとうございま
す。次回は３月を予定しております。多数の
ご参加をお待ちしています。ショートホール
ワンオントライ分をニコニコへ。
 ● 森田康子　地区大会記念事業委員会が10月
20日㈮、牧野植物園にて記念品の贈呈式を行
いますので、多くの方々のご出席をお願いい
たします。
 ● 川端信一郎　先週、初めてガバナー随行を
させていただきました。勉強になりました。

10月11日

９月27日

総数
－2 58
－3 58

出席
40
38

欠席
3
0

メイク
アップ HC出席率

68.97％

65.52％

出席率
94.64％

100％

13
17

■高知東ＲＣ当面の日程
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
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

第８回ガバナー杯野球大会
2017年10月７日㈯・８日㈰　於：高知県立春野運動公園野球場


