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本日　11月22日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「災害時に役立つ簡易トイレの作り方」

社会奉仕委員長 福岡満喜子 会員

次週　11月29日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　ガ　バ　ナ　ー　補　佐　訪　問

第2357回　例会報告／平成29年11月15日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「我らの生業」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
ついに、地区大会の週が
やってまいりました。本
日は、地区大会の確認を
それぞれしていきたいと
思います。皆さん、ご存

知のとおり、地区大会は柳澤ガバナー主催で、
ＲＩの会長代理として安満様も出席いたしま
す。2670地区の大会として、高知東ＲＣは24
年前に田村ガバナーのもと、ホストクラブと
して運営して以来２度目です。
　私も、今まで15、６回地区大会には参加し

ましたが、いざ自分たちでやってみるとなか
なか大変なことだと思います。皆さん、力を
合わせて乗り切りたいと思いますのでよろし
くお願いします。
　ＲＩが地区設置を申請したのは1928年７月
で、朝鮮や満州を合わせて70地区を承認して
います。日本では、1929年４月27日、京都ク
ラブがホストクラブとして第１回の大会が開
催されています。
◇来訪ロータリアン
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
◇会　長　報　告
・地区大会では、全員バッジと揃いのネクタ

イ着用をお願いします。
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◎柳澤ガバナーより
　金曜日朝からゴルフが始まり、夜は晩餐会、
土曜日本会議、司葉子さんの基調講演、日曜
日がケント・ギルバートさんの講演。大体お
昼で終わる予定です。
　この後、久松代表幹事と竹村委員長から説
明がありますが、それぞれの担当を皆さまの
ご協力で、できるだけ不手際のないようにし
ていただけたらと思います。よろしくお願い
いたします。
◎久松代表幹事より
　今週の金曜日からいよいよ地区大会です。
最初にお断りしておかないといけませんが、
一生懸命準備はしているはずですが、手抜か
りが多々でてくると思います。その際には、
東クラブの皆さん、どうぞ苦情を積極的にお
聞きいただいて、聞き役に徹していただきた
いと思います。
　プログラムは、11月17日に記念ゴルフ大会
が土佐カントリークラブで行われます。朝早
くからのスタートとか集合とか。大変でござ
いますがよろしくお願いいたします。
　それから、安満ＲＩ会長代理ご夫妻の歓迎
晩餐会を新阪急ホテルで行います。プログラ
ムでは知事のご挨拶をいただくことになって
いますが、今日現在では、知事は晩餐会は欠
席で代理の方がお見えになるという話です。
　18日は朝９時から、新阪急ホテルで信任状
委員会と決議委員会が行われます。８時ごろ
から会場の準備が必要です。10時から会長・
幹事会、11時半ごろ食事をして文化ホールの
本会議へ移動。午後１時から本会議開会。12
時前から県外の方がお見えになりますので、
登録の受け付けの手伝いをお願いします。５
時半ごろ終了の予定です。
　その後、新阪急で懇親会、ここには尾﨑知
事も出席の予定で、知事挨拶、市長挨拶が入
り８時ごろに終わる予定。
　19日は、９時開始。10時50分にロータリー
としての地区大会は閉会。一般の方も入って
ケント・ギルバートさんの講演の後、12時に
全体の会を閉会します。一部の方はエキス
カーションで牧野植物園に行きますので、そ

のご案内もお願います。
　男性はネクタイ、女性はスカーフをして高
知東ＲＣの会員であることが分かるようにお
願いします。
◎登録委員会より
　今日、大会パンフレットをお渡しします。
このパンフレットをもとに、お出でていただ
いた方へのご案内をお願いしますので、持ち
帰って、内容を十分に見ていただきたいと思
います。当日はネクタイ、スカーフ、バッチ、
そしてパンフレットを忘れないように持って
きてください。そして、集合時間と集合場所
をそれぞれ確認してください。
・17日㈮ゴルフのお出迎えの方、並びにスコ
アを持ち帰るゴルフ委員会の方は朝６時半集
合。スタート後、お出迎え担当は帰ります。
・ゴルフ委員会以外の方は、13時半に文化
ホールに集合。文化ホールは金曜日も借りて
いますので、ロビーで作業ができます。17日、
午後３時から本会議のリハーサルを行う予定。
特に登壇者誘導の方は、そのときにスケジュ
ールの確認をお願いします。
・１時ごろガバナー事務所から荷物を運びだ
し、１時半までに文化ホールに運び入れる段
取り。荷物を受け取り、ロビーに並べて全体
の説明とミーティングを行う。大会中は全員
集合の場はありませんので、今日あるいはパ
ンフレットを見て疑問を解消して、それぞれ
の部署で判断できるように理解を深めておい
てください。
・出席に関しては、担当者に、私が把握して
いるものはお知らせします。
・会員のお弁当は、基本的に文化ホールの控
え室にあります。
・自分の部署を離れるときは、リーダーに声
をかけてください。

Ｑ．委員会で、このスケジュールに沿って、
きちんとこの通り動けるかどうか委員長が確
認したらいいですか。
Ａ．今日の時点で、来れないとか時間限定で
来れないとなれば、そこを埋める方が必要で
すので、そういう方は私の方に連絡いただき、

◇地区大会確認発表
当日文化ホールに集まったときに、最終的に
ご案内することになります。このとおりいく
ということではないことをご理解ください。
　文化ホールと新阪急が会場ですので、この
２ヵ所のどこかで役割があると考えておいて
ください。統括される役員の方は、基本的に
いろんな会議への出席も兼ねており、相談で
きるポジションにいないと思いますので、少
なくても疑問が生じた場合は、周辺の東クラ
ブのメンバーで、現場の判断をして欲しいと
思います。
　
Ａ．仕分け作業や、舞台の装置を動かすリ
ハーサルは金曜日の午後３時からですので、
部署によってはバックヤード、あるいはロ
ビーでミーティングを行うことになると思い
ます。
　リハーサルが終わって晩餐会に移る方は、
午後４時に新阪急ホテルに移動する。
　次の役目が来たら、次の会場に移動するこ
とを基本にしてください。
　我々の控え室、待機室は17日・18日は文化
ホールの多目的室。19日は、地下のリハーサ

ル室。新阪急の控え室は、17日は星の間、18
日・19日はバラの間、
17日…ゴルフがスタート。午後１時半にゴ
ルフ委員会以外は文化ホールに集合。ここで
仕分け作業やミーティングを行った後、３時
からリハーサル。
　晩餐会に関わり出席する役員、受付担当は
新阪急ホテルに移動。晩餐会の設営、お出迎
え、晩餐会の始まりを見届けたら役割は終わ
り。
18日…８時に新阪急ホテルと文化ホールロ
ビーに集合。本会議はグリーン、オレンジで
５時半まで行われ、６時から懇親会。移動時
間30分ですが、メンバーはできるだけ早く阪
急に戻り、お迎えをしてください。
　１階、エスカレーターを下りたところに、
地区大会に向けての案内所を設置。
19日…文化ホールに８時集合。登壇者が入
れ替わり立ち替わりになるが、敢えて打ち合
わせはしない。会が終われば，お別れ会のお
世話、財団委員会のお世話の方以外は、基本
的に役目は終わる。
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◇出席率報告

 ● 柳澤光秋　昨日のガバナー事務所での作業、
お疲れ様でした。いよいよ始まります。皆さ
まよろしく。
 ● 石川　健　地区大会の成功を祈って。前週
の会長挨拶の中で、米山梅吉翁をジイと言っ
てしまいました。大変東クラブの品位を下げ
てしまいました。ごめんなさい。
 ● 土居祐三　いよいよです！　
 ● 松本隆之　地区大会の後で大変恐縮でござ
いますが、来週11月22日㈬夜に、奉仕プロ
ジェクト研究会を開催します。皆さまのお知
恵をいただきたいので、多数のご参加お願い
いたします。
 ● 西山忠利　会員増強委員会、ご協力お願い

します。（２回お願いします）
 ● 松﨑郷輔　入会記念品お礼。
 ● 松岡英雄　嬉しいことがありました。
 ● 寺尾正生　昨日火曜日、封筒入れ欠席のお
詫びと会員全員の協力のもと、地区大会の成
功を祈ってニコニコします。
 ● 竹村克彦　先週、木曜日の実行委員会後の
居酒屋でのおつりです。　
 ● サロンイースト協力金として

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
787,590円

21,500円

809,090円

9,673円

38円

9,711円

797,263円

21,538円

818,801円

チビニコ 合　計

11月15日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
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 クラウンパレス新阪急高知）
　　　　　　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
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　11月28日㈫　４ＲＣ合同夜間例会に振替
高知西ＲＣ　　12月１日㈮　11/30㈭４ＲＣ合同夜間例会に変更
高知西ＲＣ　　12月15日㈮　忘年夜間例会
高知北ＲＣ　　12月18日㈪　夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月19日㈫　夜間例会
高知南ＲＣ　　12月21日㈭　夜間例会
高知中央ＲＣ　12月21日㈭　夜間例会
高知北ＲＣ　　12月25日㈪　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　12月26日㈫　忘年夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月26日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　12月28日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　12月28日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　12月29日㈮　ロータリー休日

11月15日

11月１日

総数
－3 59
－5 58

出席
49
46

欠席
4
0

メイク
アップ HC出席率

83.05％

79.88％

出席率
92.86％

100％

3
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事務局・片岡さん
「メルちゃん」
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きるポジションにいないと思いますので、少
なくても疑問が生じた場合は、周辺の東クラ
ブのメンバーで、現場の判断をして欲しいと
思います。
　
Ａ．仕分け作業や、舞台の装置を動かすリ
ハーサルは金曜日の午後３時からですので、
部署によってはバックヤード、あるいはロ
ビーでミーティングを行うことになると思い
ます。
　リハーサルが終わって晩餐会に移る方は、
午後４時に新阪急ホテルに移動する。
　次の役目が来たら、次の会場に移動するこ
とを基本にしてください。
　我々の控え室、待機室は17日・18日は文化
ホールの多目的室。19日は、地下のリハーサ

ル室。新阪急の控え室は、17日は星の間、18
日・19日はバラの間、
17日…ゴルフがスタート。午後１時半にゴ
ルフ委員会以外は文化ホールに集合。ここで
仕分け作業やミーティングを行った後、３時
からリハーサル。
　晩餐会に関わり出席する役員、受付担当は
新阪急ホテルに移動。晩餐会の設営、お出迎
え、晩餐会の始まりを見届けたら役割は終わ
り。
18日…８時に新阪急ホテルと文化ホールロ
ビーに集合。本会議はグリーン、オレンジで
５時半まで行われ、６時から懇親会。移動時
間30分ですが、メンバーはできるだけ早く阪
急に戻り、お迎えをしてください。
　１階、エスカレーターを下りたところに、
地区大会に向けての案内所を設置。
19日…文化ホールに８時集合。登壇者が入
れ替わり立ち替わりになるが、敢えて打ち合
わせはしない。会が終われば，お別れ会のお
世話、財団委員会のお世話の方以外は、基本
的に役目は終わる。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

◇出席率報告

 ● 柳澤光秋　昨日のガバナー事務所での作業、
お疲れ様でした。いよいよ始まります。皆さ
まよろしく。
 ● 石川　健　地区大会の成功を祈って。前週
の会長挨拶の中で、米山梅吉翁をジイと言っ
てしまいました。大変東クラブの品位を下げ
てしまいました。ごめんなさい。
 ● 土居祐三　いよいよです！　
 ● 松本隆之　地区大会の後で大変恐縮でござ
いますが、来週11月22日㈬夜に、奉仕プロ
ジェクト研究会を開催します。皆さまのお知
恵をいただきたいので、多数のご参加お願い
いたします。
 ● 西山忠利　会員増強委員会、ご協力お願い

します。（２回お願いします）
 ● 松﨑郷輔　入会記念品お礼。
 ● 松岡英雄　嬉しいことがありました。
 ● 寺尾正生　昨日火曜日、封筒入れ欠席のお
詫びと会員全員の協力のもと、地区大会の成
功を祈ってニコニコします。
 ● 竹村克彦　先週、木曜日の実行委員会後の
居酒屋でのおつりです。　
 ● サロンイースト協力金として

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
787,590円

21,500円

809,090円

9,673円

38円

9,711円

797,263円

21,538円

818,801円

チビニコ 合　計

11月15日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
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 クラウンパレス新阪急高知）
　　　　　　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
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　11月28日㈫　４ＲＣ合同夜間例会に振替
高知西ＲＣ　　12月１日㈮　11/30㈭４ＲＣ合同夜間例会に変更
高知西ＲＣ　　12月15日㈮　忘年夜間例会
高知北ＲＣ　　12月18日㈪　夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月19日㈫　夜間例会
高知南ＲＣ　　12月21日㈭　夜間例会
高知中央ＲＣ　12月21日㈭　夜間例会
高知北ＲＣ　　12月25日㈪　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　12月26日㈫　忘年夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月26日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　12月28日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　12月28日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　12月29日㈮　ロータリー休日
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事務局・片岡さん
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本日　11月22日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「災害時に役立つ簡易トイレの作り方」

社会奉仕委員長 福岡満喜子 会員

次週　11月29日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　ガ　バ　ナ　ー　補　佐　訪　問

第2357回　例会報告／平成29年11月15日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「我らの生業」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
ついに、地区大会の週が
やってまいりました。本
日は、地区大会の確認を
それぞれしていきたいと
思います。皆さん、ご存

知のとおり、地区大会は柳澤ガバナー主催で、
ＲＩの会長代理として安満様も出席いたしま
す。2670地区の大会として、高知東ＲＣは24
年前に田村ガバナーのもと、ホストクラブと
して運営して以来２度目です。
　私も、今まで15、６回地区大会には参加し

ましたが、いざ自分たちでやってみるとなか
なか大変なことだと思います。皆さん、力を
合わせて乗り切りたいと思いますのでよろし
くお願いします。
　ＲＩが地区設置を申請したのは1928年７月
で、朝鮮や満州を合わせて70地区を承認して
います。日本では、1929年４月27日、京都ク
ラブがホストクラブとして第１回の大会が開
催されています。
◇来訪ロータリアン
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
◇会　長　報　告
・地区大会では、全員バッジと揃いのネクタ

イ着用をお願いします。

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

◎柳澤ガバナーより
　金曜日朝からゴルフが始まり、夜は晩餐会、
土曜日本会議、司葉子さんの基調講演、日曜
日がケント・ギルバートさんの講演。大体お
昼で終わる予定です。
　この後、久松代表幹事と竹村委員長から説
明がありますが、それぞれの担当を皆さまの
ご協力で、できるだけ不手際のないようにし
ていただけたらと思います。よろしくお願い
いたします。
◎久松代表幹事より
　今週の金曜日からいよいよ地区大会です。
最初にお断りしておかないといけませんが、
一生懸命準備はしているはずですが、手抜か
りが多々でてくると思います。その際には、
東クラブの皆さん、どうぞ苦情を積極的にお
聞きいただいて、聞き役に徹していただきた
いと思います。
　プログラムは、11月17日に記念ゴルフ大会
が土佐カントリークラブで行われます。朝早
くからのスタートとか集合とか。大変でござ
いますがよろしくお願いいたします。
　それから、安満ＲＩ会長代理ご夫妻の歓迎
晩餐会を新阪急ホテルで行います。プログラ
ムでは知事のご挨拶をいただくことになって
いますが、今日現在では、知事は晩餐会は欠
席で代理の方がお見えになるという話です。
　18日は朝９時から、新阪急ホテルで信任状
委員会と決議委員会が行われます。８時ごろ
から会場の準備が必要です。10時から会長・
幹事会、11時半ごろ食事をして文化ホールの
本会議へ移動。午後１時から本会議開会。12
時前から県外の方がお見えになりますので、
登録の受け付けの手伝いをお願いします。５
時半ごろ終了の予定です。
　その後、新阪急で懇親会、ここには尾﨑知
事も出席の予定で、知事挨拶、市長挨拶が入
り８時ごろに終わる予定。
　19日は、９時開始。10時50分にロータリー
としての地区大会は閉会。一般の方も入って
ケント・ギルバートさんの講演の後、12時に
全体の会を閉会します。一部の方はエキス
カーションで牧野植物園に行きますので、そ

のご案内もお願います。
　男性はネクタイ、女性はスカーフをして高
知東ＲＣの会員であることが分かるようにお
願いします。
◎登録委員会より
　今日、大会パンフレットをお渡しします。
このパンフレットをもとに、お出でていただ
いた方へのご案内をお願いしますので、持ち
帰って、内容を十分に見ていただきたいと思
います。当日はネクタイ、スカーフ、バッチ、
そしてパンフレットを忘れないように持って
きてください。そして、集合時間と集合場所
をそれぞれ確認してください。
・17日㈮ゴルフのお出迎えの方、並びにスコ
アを持ち帰るゴルフ委員会の方は朝６時半集
合。スタート後、お出迎え担当は帰ります。
・ゴルフ委員会以外の方は、13時半に文化
ホールに集合。文化ホールは金曜日も借りて
いますので、ロビーで作業ができます。17日、
午後３時から本会議のリハーサルを行う予定。
特に登壇者誘導の方は、そのときにスケジュ
ールの確認をお願いします。
・１時ごろガバナー事務所から荷物を運びだ
し、１時半までに文化ホールに運び入れる段
取り。荷物を受け取り、ロビーに並べて全体
の説明とミーティングを行う。大会中は全員
集合の場はありませんので、今日あるいはパ
ンフレットを見て疑問を解消して、それぞれ
の部署で判断できるように理解を深めておい
てください。
・出席に関しては、担当者に、私が把握して
いるものはお知らせします。
・会員のお弁当は、基本的に文化ホールの控
え室にあります。
・自分の部署を離れるときは、リーダーに声
をかけてください。

Ｑ．委員会で、このスケジュールに沿って、
きちんとこの通り動けるかどうか委員長が確
認したらいいですか。
Ａ．今日の時点で、来れないとか時間限定で
来れないとなれば、そこを埋める方が必要で
すので、そういう方は私の方に連絡いただき、

◇地区大会確認発表
当日文化ホールに集まったときに、最終的に
ご案内することになります。このとおりいく
ということではないことをご理解ください。
　文化ホールと新阪急が会場ですので、この
２ヵ所のどこかで役割があると考えておいて
ください。統括される役員の方は、基本的に
いろんな会議への出席も兼ねており、相談で
きるポジションにいないと思いますので、少
なくても疑問が生じた場合は、周辺の東クラ
ブのメンバーで、現場の判断をして欲しいと
思います。
　
Ａ．仕分け作業や、舞台の装置を動かすリ
ハーサルは金曜日の午後３時からですので、
部署によってはバックヤード、あるいはロ
ビーでミーティングを行うことになると思い
ます。
　リハーサルが終わって晩餐会に移る方は、
午後４時に新阪急ホテルに移動する。
　次の役目が来たら、次の会場に移動するこ
とを基本にしてください。
　我々の控え室、待機室は17日・18日は文化
ホールの多目的室。19日は、地下のリハーサ

ル室。新阪急の控え室は、17日は星の間、18
日・19日はバラの間、
17日…ゴルフがスタート。午後１時半にゴ
ルフ委員会以外は文化ホールに集合。ここで
仕分け作業やミーティングを行った後、３時
からリハーサル。
　晩餐会に関わり出席する役員、受付担当は
新阪急ホテルに移動。晩餐会の設営、お出迎
え、晩餐会の始まりを見届けたら役割は終わ
り。
18日…８時に新阪急ホテルと文化ホールロ
ビーに集合。本会議はグリーン、オレンジで
５時半まで行われ、６時から懇親会。移動時
間30分ですが、メンバーはできるだけ早く阪
急に戻り、お迎えをしてください。
　１階、エスカレーターを下りたところに、
地区大会に向けての案内所を設置。
19日…文化ホールに８時集合。登壇者が入
れ替わり立ち替わりになるが、敢えて打ち合
わせはしない。会が終われば，お別れ会のお
世話、財団委員会のお世話の方以外は、基本
的に役目は終わる。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

◇出席率報告

 ● 柳澤光秋　昨日のガバナー事務所での作業、
お疲れ様でした。いよいよ始まります。皆さ
まよろしく。
 ● 石川　健　地区大会の成功を祈って。前週
の会長挨拶の中で、米山梅吉翁をジイと言っ
てしまいました。大変東クラブの品位を下げ
てしまいました。ごめんなさい。
 ● 土居祐三　いよいよです！　
 ● 松本隆之　地区大会の後で大変恐縮でござ
いますが、来週11月22日㈬夜に、奉仕プロ
ジェクト研究会を開催します。皆さまのお知
恵をいただきたいので、多数のご参加お願い
いたします。
 ● 西山忠利　会員増強委員会、ご協力お願い

します。（２回お願いします）
 ● 松﨑郷輔　入会記念品お礼。
 ● 松岡英雄　嬉しいことがありました。
 ● 寺尾正生　昨日火曜日、封筒入れ欠席のお
詫びと会員全員の協力のもと、地区大会の成
功を祈ってニコニコします。
 ● 竹村克彦　先週、木曜日の実行委員会後の
居酒屋でのおつりです。　
 ● サロンイースト協力金として
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チビニコ 合　計

11月15日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
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 クラウンパレス新阪急高知）
　　　　　　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
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　11月28日㈫　４ＲＣ合同夜間例会に振替
高知西ＲＣ　　12月１日㈮　11/30㈭４ＲＣ合同夜間例会に変更
高知西ＲＣ　　12月15日㈮　忘年夜間例会
高知北ＲＣ　　12月18日㈪　夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月19日㈫　夜間例会
高知南ＲＣ　　12月21日㈭　夜間例会
高知中央ＲＣ　12月21日㈭　夜間例会
高知北ＲＣ　　12月25日㈪　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　12月26日㈫　忘年夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月26日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　12月28日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　12月28日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　12月29日㈮　ロータリー休日
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　　　会員スピーチ
　　　 「災害時に役立つ簡易トイレの作り方」

社会奉仕委員長 福岡満喜子 会員
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　　　 　ガ　バ　ナ　ー　補　佐　訪　問

第2357回　例会報告／平成29年11月15日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「我らの生業」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
ついに、地区大会の週が
やってまいりました。本
日は、地区大会の確認を
それぞれしていきたいと
思います。皆さん、ご存

知のとおり、地区大会は柳澤ガバナー主催で、
ＲＩの会長代理として安満様も出席いたしま
す。2670地区の大会として、高知東ＲＣは24
年前に田村ガバナーのもと、ホストクラブと
して運営して以来２度目です。
　私も、今まで15、６回地区大会には参加し

ましたが、いざ自分たちでやってみるとなか
なか大変なことだと思います。皆さん、力を
合わせて乗り切りたいと思いますのでよろし
くお願いします。
　ＲＩが地区設置を申請したのは1928年７月
で、朝鮮や満州を合わせて70地区を承認して
います。日本では、1929年４月27日、京都ク
ラブがホストクラブとして第１回の大会が開
催されています。
◇来訪ロータリアン
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
◇会　長　報　告
・地区大会では、全員バッジと揃いのネクタ

イ着用をお願いします。
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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

◎柳澤ガバナーより
　金曜日朝からゴルフが始まり、夜は晩餐会、
土曜日本会議、司葉子さんの基調講演、日曜
日がケント・ギルバートさんの講演。大体お
昼で終わる予定です。
　この後、久松代表幹事と竹村委員長から説
明がありますが、それぞれの担当を皆さまの
ご協力で、できるだけ不手際のないようにし
ていただけたらと思います。よろしくお願い
いたします。
◎久松代表幹事より
　今週の金曜日からいよいよ地区大会です。
最初にお断りしておかないといけませんが、
一生懸命準備はしているはずですが、手抜か
りが多々でてくると思います。その際には、
東クラブの皆さん、どうぞ苦情を積極的にお
聞きいただいて、聞き役に徹していただきた
いと思います。
　プログラムは、11月17日に記念ゴルフ大会
が土佐カントリークラブで行われます。朝早
くからのスタートとか集合とか。大変でござ
いますがよろしくお願いいたします。
　それから、安満ＲＩ会長代理ご夫妻の歓迎
晩餐会を新阪急ホテルで行います。プログラ
ムでは知事のご挨拶をいただくことになって
いますが、今日現在では、知事は晩餐会は欠
席で代理の方がお見えになるという話です。
　18日は朝９時から、新阪急ホテルで信任状
委員会と決議委員会が行われます。８時ごろ
から会場の準備が必要です。10時から会長・
幹事会、11時半ごろ食事をして文化ホールの
本会議へ移動。午後１時から本会議開会。12
時前から県外の方がお見えになりますので、
登録の受け付けの手伝いをお願いします。５
時半ごろ終了の予定です。
　その後、新阪急で懇親会、ここには尾﨑知
事も出席の予定で、知事挨拶、市長挨拶が入
り８時ごろに終わる予定。
　19日は、９時開始。10時50分にロータリー
としての地区大会は閉会。一般の方も入って
ケント・ギルバートさんの講演の後、12時に
全体の会を閉会します。一部の方はエキス
カーションで牧野植物園に行きますので、そ

のご案内もお願います。
　男性はネクタイ、女性はスカーフをして高
知東ＲＣの会員であることが分かるようにお
願いします。
◎登録委員会より
　今日、大会パンフレットをお渡しします。
このパンフレットをもとに、お出でていただ
いた方へのご案内をお願いしますので、持ち
帰って、内容を十分に見ていただきたいと思
います。当日はネクタイ、スカーフ、バッチ、
そしてパンフレットを忘れないように持って
きてください。そして、集合時間と集合場所
をそれぞれ確認してください。
・17日㈮ゴルフのお出迎えの方、並びにスコ
アを持ち帰るゴルフ委員会の方は朝６時半集
合。スタート後、お出迎え担当は帰ります。
・ゴルフ委員会以外の方は、13時半に文化
ホールに集合。文化ホールは金曜日も借りて
いますので、ロビーで作業ができます。17日、
午後３時から本会議のリハーサルを行う予定。
特に登壇者誘導の方は、そのときにスケジュ
ールの確認をお願いします。
・１時ごろガバナー事務所から荷物を運びだ
し、１時半までに文化ホールに運び入れる段
取り。荷物を受け取り、ロビーに並べて全体
の説明とミーティングを行う。大会中は全員
集合の場はありませんので、今日あるいはパ
ンフレットを見て疑問を解消して、それぞれ
の部署で判断できるように理解を深めておい
てください。
・出席に関しては、担当者に、私が把握して
いるものはお知らせします。
・会員のお弁当は、基本的に文化ホールの控
え室にあります。
・自分の部署を離れるときは、リーダーに声
をかけてください。

Ｑ．委員会で、このスケジュールに沿って、
きちんとこの通り動けるかどうか委員長が確
認したらいいですか。
Ａ．今日の時点で、来れないとか時間限定で
来れないとなれば、そこを埋める方が必要で
すので、そういう方は私の方に連絡いただき、

◇地区大会確認発表
当日文化ホールに集まったときに、最終的に
ご案内することになります。このとおりいく
ということではないことをご理解ください。
　文化ホールと新阪急が会場ですので、この
２ヵ所のどこかで役割があると考えておいて
ください。統括される役員の方は、基本的に
いろんな会議への出席も兼ねており、相談で
きるポジションにいないと思いますので、少
なくても疑問が生じた場合は、周辺の東クラ
ブのメンバーで、現場の判断をして欲しいと
思います。
　
Ａ．仕分け作業や、舞台の装置を動かすリ
ハーサルは金曜日の午後３時からですので、
部署によってはバックヤード、あるいはロ
ビーでミーティングを行うことになると思い
ます。
　リハーサルが終わって晩餐会に移る方は、
午後４時に新阪急ホテルに移動する。
　次の役目が来たら、次の会場に移動するこ
とを基本にしてください。
　我々の控え室、待機室は17日・18日は文化
ホールの多目的室。19日は、地下のリハーサ

ル室。新阪急の控え室は、17日は星の間、18
日・19日はバラの間、
17日…ゴルフがスタート。午後１時半にゴ
ルフ委員会以外は文化ホールに集合。ここで
仕分け作業やミーティングを行った後、３時
からリハーサル。
　晩餐会に関わり出席する役員、受付担当は
新阪急ホテルに移動。晩餐会の設営、お出迎
え、晩餐会の始まりを見届けたら役割は終わ
り。
18日…８時に新阪急ホテルと文化ホールロ
ビーに集合。本会議はグリーン、オレンジで
５時半まで行われ、６時から懇親会。移動時
間30分ですが、メンバーはできるだけ早く阪
急に戻り、お迎えをしてください。
　１階、エスカレーターを下りたところに、
地区大会に向けての案内所を設置。
19日…文化ホールに８時集合。登壇者が入
れ替わり立ち替わりになるが、敢えて打ち合
わせはしない。会が終われば，お別れ会のお
世話、財団委員会のお世話の方以外は、基本
的に役目は終わる。
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◇出席率報告

 ● 柳澤光秋　昨日のガバナー事務所での作業、
お疲れ様でした。いよいよ始まります。皆さ
まよろしく。
 ● 石川　健　地区大会の成功を祈って。前週
の会長挨拶の中で、米山梅吉翁をジイと言っ
てしまいました。大変東クラブの品位を下げ
てしまいました。ごめんなさい。
 ● 土居祐三　いよいよです！　
 ● 松本隆之　地区大会の後で大変恐縮でござ
いますが、来週11月22日㈬夜に、奉仕プロ
ジェクト研究会を開催します。皆さまのお知
恵をいただきたいので、多数のご参加お願い
いたします。
 ● 西山忠利　会員増強委員会、ご協力お願い

します。（２回お願いします）
 ● 松﨑郷輔　入会記念品お礼。
 ● 松岡英雄　嬉しいことがありました。
 ● 寺尾正生　昨日火曜日、封筒入れ欠席のお
詫びと会員全員の協力のもと、地区大会の成
功を祈ってニコニコします。
 ● 竹村克彦　先週、木曜日の実行委員会後の
居酒屋でのおつりです。　
 ● サロンイースト協力金として

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
787,590円

21,500円

809,090円

9,673円

38円

9,711円

797,263円

21,538円

818,801円

チビニコ 合　計

11月15日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
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 クラウンパレス新阪急高知）
　　　　　　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
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　11月28日㈫　４ＲＣ合同夜間例会に振替
高知西ＲＣ　　12月１日㈮　11/30㈭４ＲＣ合同夜間例会に変更
高知西ＲＣ　　12月15日㈮　忘年夜間例会
高知北ＲＣ　　12月18日㈪　夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月19日㈫　夜間例会
高知南ＲＣ　　12月21日㈭　夜間例会
高知中央ＲＣ　12月21日㈭　夜間例会
高知北ＲＣ　　12月25日㈪　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　12月26日㈫　忘年夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月26日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　12月28日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　12月28日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　12月29日㈮　ロータリー休日

11月15日

11月１日

総数
－3 59
－5 58

出席
49
46

欠席
4
0

メイク
アップ HC出席率

83.05％

79.88％

出席率
92.86％

100％

3
7

おう

事務局・片岡さん
「メルちゃん」


