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本日　12月６日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　五 大 奉 仕 中 間 発 表・年 次 総 会

次週　12月13日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　ガ　バ　ナ　ー　公　式　訪　問

第2359回　例会報告／平成29年11月29日　天候　曇

◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
本日は、大島ガバナー補
佐、ようこそご訪問いた
だきありがとうございま
す。先ほど、11時半から
会長幹事会を開き、クラ

ブの問題点、今後の取り組み等々、質問を受
けましたが回答ができなかった点もあり、ご
指導を受けました。ありがとうございます。
後ほど、卓話もよろしくお願いします。
　先週に続いて、９月13日に行われた情報集
会の報告をします。
◎出席率100％に関する意見、感想
・100％はたまたま実現し、それが継続する

ようになった。
・1989年-90年度（今から28年前）から今ま

で、100％を割ったのはわずか４回。
・2005-06年度から12年間は100％が続いてい

る。
・東クラブの一つの目標としての良さになっ

ている。
◎例会運営に関する意見、感想
・例会の満足度は高い。
・ＳＡＡ、親睦、プログラム委員会と連携し

て、参加したら面白い例会にして欲しい。
・当クラブはかっちりしていて、真面目であ

る。

・他クラブへも出席してみてはどうか。
（今回は、ガバナー随行員として多くの会員

が他クラブを回っているので、何か意見が
あれば幹事までお願いします）

・例会の回数について、検討してみてはどう
か。

（祭日のある週を休みにしてはどうか等々、
無記名のアンケートを予定）

・親睦委員会を会場内にも配置
・ＳＡＡが工夫して座席指定をしているが、

必ずしも守られず自由に座っている。
◎他クラブに関する情報
・例会の進行をＳＡＡがしている。
・ニコニコのとりまとめを行う委員会があ

る。
・全ての例会を夜間例会としているところが

ある。
・食事をバイキング形式にして、粗食にして

はどうか。
◎その他
・クラブ運営費が増えているので、経費削減

策の検討や会員増強が重要である。
（会員増強について、皆さんにアンケートを
お願いして、入会推薦者を２、３名書き出し
て数人で勧誘をするなどの方法を検討しては
どうか）
◇来訪ロータリアン
　香長ＲＣ　　大島　仁ガバナー補佐
◇ＳＡＡより
　テーブルにアンケートを置いています。記
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入のご協力をお願いします。
◇幹　事　報　告
・本日、例会終了後、クラブ協議会と役員会

を行います。

・来週の12月６日は年次総会と五大奉仕の中
間発表です。

・12月のロータリーレートは１ドル112円で
す。

　香長クラブからまいりました大島です。お
世話になります。
　今日は、前にガバナーがおられますので、
昔、高知医大で学位の審査会があり、そのと
き被告席に座らされたような気持ちでした
が、それを思い出します。
　本日は、卓話と言っても、それほど皆さま
方に私からお話というものはありませんの
で、自己紹介を兼ねて、ロータリーとの関わ
りの経緯などをお話して、お茶を濁して帰ろ
うと思っています。
　まずは、地区大会、皆さまお疲れ様でし
た。お世話になりました。ありがとうござい
ました。こちらは来年50周年ということで、
２年続けて大きなイベントがありますが、楽
しみにしています。
　私のロータリー歴は17年。職業分類は口腔
外科です。追手前高校を卒業して福岡の県立
大学の歯学部に進みました。６年勉強して、
引き続き九州で４年ほど勤めた後、高知に
帰って、当時の高知医大の歯科口腔外科に勤
務。そして野市町で開業しました。
　開業してすぐにライオンズクラブからお誘
いがありました。29歳でした。どうしようか
と思って女房に相談すると、「どっかへ入る
がやったらロータリーにして」と言われ、ラ
イオンズさんには、まだちょっと若くて早い
からと断りました。家内は結婚する前、ガバ
ナー事務所に勤務していました。それが縁
で、佐賀のロータリーで事務局にも務めたこ
とがあることから、入るのであればロータ
リーにということでした。それで私はロータ

リーからの誘いを待っていたのですが、なか
なかお誘いがありませんでした。その当時、
香長クラブには医師関係が２人いたからだと
思います。
　そのうち、県の歯科医師会の役員になりま
した。当時の役員の３分の１がロータリアン
で、会議が終わると集まって、地区大会がど
うとか米山がどうとかいろいろ楽しそうに話
をしているのを見て、ロータリーに興味を持
ちました。そこで、歯科医師会の会長に相談
して入れてもらえないだろうかと、僕の方か
ら手を挙げて香長クラブに入りました。以来
17年、楽しくやっています。
　私が入会してすぐのころ、ある居酒屋で
ロータリーのバッジをつけている方を見て、
これは友達をつくるいい機会だと思い、僕の
方から名乗りました。自己紹介をして飲ん
で、知り合いになれました。その方は南国に
お住まいでしたので、よく香長にもメイ
キャップにおいでました。結局、奥さまと２
人がうちの患者になってくださいました。　
　今回、東クラブさんからガバナーが出ると
いうことで、私も補佐をお引き受けしまし
た。先日の地区大会で司　葉子さんとかケン
ト・ギルバートさんのお話が聞けました。こ
ういったことも、この組織に入っているから
可能なことで個人では無理なことです。私自
身、地区協議会や地区大会などはとても楽し
みです。文化講演などありがたいことだと思
います。先日のケントさんのお話にありまし
たが、私も毎朝虎ノ門ニュースを聞いていま
す。ここ数年、歯科医師会の副会長をしてい

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

ましたので、出席できなかったことが多かっ
たのですが、今は監事になって楽ですので、
これからは参加したいと思っています。

　やはり知り合いが増えることはとても嬉し
いことです。若い方にもぜひ、知り合いを増
やして欲しいと思います。

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
897,540円

25,650円

923,190円

9,711円

267円

9,978円

907,251円

25,917円

933,168円

チビニコ 合　計

11月29日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
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
高知ＲＣ　　　１月２日㈫　法定休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　１月２日㈫　法定休日
高知南ＲＣ　　１月４日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　１月４日㈭　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　１月９日㈫　新年夜間例会
高知中央ＲＣ　１月11日㈭　夜間例会
高知西ＲＣ　　１月12日㈮　新年夜間例会
高知南ＲＣ　　１月18日㈭　新年夜間例会
高知北ＲＣ　　１月22日㈪　新年夜間例会
高知ＲＣ　　　１月23日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　１月25日㈭　職場例会
高知北ＲＣ　　１月29日㈪　鳥取北RC例会・IMに振替
高知ロイヤルＲＣ　　
　　　　　　　１月30日㈫　IMに振替

11月29日

11月15日

総数
－2 59
－3 59

出席
41
49

欠席
0
0

メイク
アップ HC出席率

69.49％

83.05％

出席率
100％

100％

16
7

◇ガバナー補佐卓話 高知第Ⅰ分区  大島　仁ガバナー補佐 （香長ＲＣ）
◇出席率報告

 ● 大島　仁ガバナー補佐　ニコニコヘ。
 ● 石川　健　大島ガバナー補佐、訪問いただ
きありがとうございます。
 ● 土居祐三　大島ガバナー補佐、本日はあり
がとうございました。先日、若干フライング
気味で娘の大学進学の件をニコニコさせてい
ただきましたが、正式に決定しました。返済
不要の奨学金もゲットしました。えらい！
 ● 福岡満喜子　簡易トイレ完売ありがとうご
ざいました。

 ● 西山忠利　会員増強にご協力を。残り７ヵ
月です。
 ● 松﨑郷輔　情報委員会代理出席お礼。
 ● 永光男　地区大会打ち上げのおつりと領
収です。ニコニコお待ちしてます。
 ● 中平真理子　地区大会、例会欠席のお詫び。
来週はギリギリ間に合わせます。
 ● 西森やよい　本日ロータリー財団事業のチ
ラシをテーブルに配付させていただきまし
た。皆さまの事業所で掲示していただきたく
存じます。適宜、枚数をお持ち帰りくださ
い。よろしくお願いいたします。＋欠席のお
詫び。
 ● 山村一正　ニコニコヘ。
 ● サロンイースト協力金として
◇遅刻・早退　１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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本日　12月６日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　五 大 奉 仕 中 間 発 表・年 次 総 会

次週　12月13日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　ガ　バ　ナ　ー　公　式　訪　問

第2359回　例会報告／平成29年11月29日　天候　曇

◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
本日は、大島ガバナー補
佐、ようこそご訪問いた
だきありがとうございま
す。先ほど、11時半から
会長幹事会を開き、クラ

ブの問題点、今後の取り組み等々、質問を受
けましたが回答ができなかった点もあり、ご
指導を受けました。ありがとうございます。
後ほど、卓話もよろしくお願いします。
　先週に続いて、９月13日に行われた情報集
会の報告をします。
◎出席率100％に関する意見、感想
・100％はたまたま実現し、それが継続する

ようになった。
・1989年-90年度（今から28年前）から今ま

で、100％を割ったのはわずか４回。
・2005-06年度から12年間は100％が続いてい

る。
・東クラブの一つの目標としての良さになっ

ている。
◎例会運営に関する意見、感想
・例会の満足度は高い。
・ＳＡＡ、親睦、プログラム委員会と連携し

て、参加したら面白い例会にして欲しい。
・当クラブはかっちりしていて、真面目であ

る。

・他クラブへも出席してみてはどうか。
（今回は、ガバナー随行員として多くの会員

が他クラブを回っているので、何か意見が
あれば幹事までお願いします）

・例会の回数について、検討してみてはどう
か。

（祭日のある週を休みにしてはどうか等々、
無記名のアンケートを予定）

・親睦委員会を会場内にも配置
・ＳＡＡが工夫して座席指定をしているが、

必ずしも守られず自由に座っている。
◎他クラブに関する情報
・例会の進行をＳＡＡがしている。
・ニコニコのとりまとめを行う委員会があ

る。
・全ての例会を夜間例会としているところが

ある。
・食事をバイキング形式にして、粗食にして

はどうか。
◎その他
・クラブ運営費が増えているので、経費削減

策の検討や会員増強が重要である。
（会員増強について、皆さんにアンケートを
お願いして、入会推薦者を２、３名書き出し
て数人で勧誘をするなどの方法を検討しては
どうか）
◇来訪ロータリアン
　香長ＲＣ　　大島　仁ガバナー補佐
◇ＳＡＡより
　テーブルにアンケートを置いています。記

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST
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入のご協力をお願いします。
◇幹　事　報　告
・本日、例会終了後、クラブ協議会と役員会

を行います。

・来週の12月６日は年次総会と五大奉仕の中
間発表です。

・12月のロータリーレートは１ドル112円で
す。

　香長クラブからまいりました大島です。お
世話になります。
　今日は、前にガバナーがおられますので、
昔、高知医大で学位の審査会があり、そのと
き被告席に座らされたような気持ちでした
が、それを思い出します。
　本日は、卓話と言っても、それほど皆さま
方に私からお話というものはありませんの
で、自己紹介を兼ねて、ロータリーとの関わ
りの経緯などをお話して、お茶を濁して帰ろ
うと思っています。
　まずは、地区大会、皆さまお疲れ様でし
た。お世話になりました。ありがとうござい
ました。こちらは来年50周年ということで、
２年続けて大きなイベントがありますが、楽
しみにしています。
　私のロータリー歴は17年。職業分類は口腔
外科です。追手前高校を卒業して福岡の県立
大学の歯学部に進みました。６年勉強して、
引き続き九州で４年ほど勤めた後、高知に
帰って、当時の高知医大の歯科口腔外科に勤
務。そして野市町で開業しました。
　開業してすぐにライオンズクラブからお誘
いがありました。29歳でした。どうしようか
と思って女房に相談すると、「どっかへ入る
がやったらロータリーにして」と言われ、ラ
イオンズさんには、まだちょっと若くて早い
からと断りました。家内は結婚する前、ガバ
ナー事務所に勤務していました。それが縁
で、佐賀のロータリーで事務局にも務めたこ
とがあることから、入るのであればロータ
リーにということでした。それで私はロータ

リーからの誘いを待っていたのですが、なか
なかお誘いがありませんでした。その当時、
香長クラブには医師関係が２人いたからだと
思います。
　そのうち、県の歯科医師会の役員になりま
した。当時の役員の３分の１がロータリアン
で、会議が終わると集まって、地区大会がど
うとか米山がどうとかいろいろ楽しそうに話
をしているのを見て、ロータリーに興味を持
ちました。そこで、歯科医師会の会長に相談
して入れてもらえないだろうかと、僕の方か
ら手を挙げて香長クラブに入りました。以来
17年、楽しくやっています。
　私が入会してすぐのころ、ある居酒屋で
ロータリーのバッジをつけている方を見て、
これは友達をつくるいい機会だと思い、僕の
方から名乗りました。自己紹介をして飲ん
で、知り合いになれました。その方は南国に
お住まいでしたので、よく香長にもメイ
キャップにおいでました。結局、奥さまと２
人がうちの患者になってくださいました。　
　今回、東クラブさんからガバナーが出ると
いうことで、私も補佐をお引き受けしまし
た。先日の地区大会で司　葉子さんとかケン
ト・ギルバートさんのお話が聞けました。こ
ういったことも、この組織に入っているから
可能なことで個人では無理なことです。私自
身、地区協議会や地区大会などはとても楽し
みです。文化講演などありがたいことだと思
います。先日のケントさんのお話にありまし
たが、私も毎朝虎ノ門ニュースを聞いていま
す。ここ数年、歯科医師会の副会長をしてい
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ましたので、出席できなかったことが多かっ
たのですが、今は監事になって楽ですので、
これからは参加したいと思っています。

　やはり知り合いが増えることはとても嬉し
いことです。若い方にもぜひ、知り合いを増
やして欲しいと思います。

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
897,540円

25,650円

923,190円

9,711円

267円

9,978円

907,251円

25,917円

933,168円

チビニコ 合　計

11月29日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
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
高知ＲＣ　　　１月２日㈫　法定休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　１月２日㈫　法定休日
高知南ＲＣ　　１月４日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　１月４日㈭　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　１月９日㈫　新年夜間例会
高知中央ＲＣ　１月11日㈭　夜間例会
高知西ＲＣ　　１月12日㈮　新年夜間例会
高知南ＲＣ　　１月18日㈭　新年夜間例会
高知北ＲＣ　　１月22日㈪　新年夜間例会
高知ＲＣ　　　１月23日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　１月25日㈭　職場例会
高知北ＲＣ　　１月29日㈪　鳥取北RC例会・IMに振替
高知ロイヤルＲＣ　　
　　　　　　　１月30日㈫　IMに振替

11月29日

11月15日

総数
－2 59
－3 59

出席
41
49

欠席
0
0

メイク
アップ HC出席率

69.49％

83.05％

出席率
100％

100％

16
7

◇ガバナー補佐卓話 高知第Ⅰ分区  大島　仁ガバナー補佐 （香長ＲＣ）
◇出席率報告

 ● 大島　仁ガバナー補佐　ニコニコヘ。
 ● 石川　健　大島ガバナー補佐、訪問いただ
きありがとうございます。
 ● 土居祐三　大島ガバナー補佐、本日はあり
がとうございました。先日、若干フライング
気味で娘の大学進学の件をニコニコさせてい
ただきましたが、正式に決定しました。返済
不要の奨学金もゲットしました。えらい！
 ● 福岡満喜子　簡易トイレ完売ありがとうご
ざいました。

 ● 西山忠利　会員増強にご協力を。残り７ヵ
月です。
 ● 松﨑郷輔　情報委員会代理出席お礼。
 ● 永光男　地区大会打ち上げのおつりと領
収です。ニコニコお待ちしてます。
 ● 中平真理子　地区大会、例会欠席のお詫び。
来週はギリギリ間に合わせます。
 ● 西森やよい　本日ロータリー財団事業のチ
ラシをテーブルに配付させていただきまし
た。皆さまの事業所で掲示していただきたく
存じます。適宜、枚数をお持ち帰りくださ
い。よろしくお願いいたします。＋欠席のお
詫び。
 ● 山村一正　ニコニコヘ。
 ● サロンイースト協力金として
◇遅刻・早退　１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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本日　12月６日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　五 大 奉 仕 中 間 発 表・年 次 総 会

次週　12月13日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　ガ　バ　ナ　ー　公　式　訪　問

第2359回　例会報告／平成29年11月29日　天候　曇

◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
本日は、大島ガバナー補
佐、ようこそご訪問いた
だきありがとうございま
す。先ほど、11時半から
会長幹事会を開き、クラ

ブの問題点、今後の取り組み等々、質問を受
けましたが回答ができなかった点もあり、ご
指導を受けました。ありがとうございます。
後ほど、卓話もよろしくお願いします。
　先週に続いて、９月13日に行われた情報集
会の報告をします。
◎出席率100％に関する意見、感想
・100％はたまたま実現し、それが継続する

ようになった。
・1989年-90年度（今から28年前）から今ま

で、100％を割ったのはわずか４回。
・2005-06年度から12年間は100％が続いてい

る。
・東クラブの一つの目標としての良さになっ

ている。
◎例会運営に関する意見、感想
・例会の満足度は高い。
・ＳＡＡ、親睦、プログラム委員会と連携し

て、参加したら面白い例会にして欲しい。
・当クラブはかっちりしていて、真面目であ

る。

・他クラブへも出席してみてはどうか。
（今回は、ガバナー随行員として多くの会員

が他クラブを回っているので、何か意見が
あれば幹事までお願いします）

・例会の回数について、検討してみてはどう
か。

（祭日のある週を休みにしてはどうか等々、
無記名のアンケートを予定）

・親睦委員会を会場内にも配置
・ＳＡＡが工夫して座席指定をしているが、

必ずしも守られず自由に座っている。
◎他クラブに関する情報
・例会の進行をＳＡＡがしている。
・ニコニコのとりまとめを行う委員会があ

る。
・全ての例会を夜間例会としているところが

ある。
・食事をバイキング形式にして、粗食にして

はどうか。
◎その他
・クラブ運営費が増えているので、経費削減

策の検討や会員増強が重要である。
（会員増強について、皆さんにアンケートを
お願いして、入会推薦者を２、３名書き出し
て数人で勧誘をするなどの方法を検討しては
どうか）
◇来訪ロータリアン
　香長ＲＣ　　大島　仁ガバナー補佐
◇ＳＡＡより
　テーブルにアンケートを置いています。記

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

入のご協力をお願いします。
◇幹　事　報　告
・本日、例会終了後、クラブ協議会と役員会

を行います。

・来週の12月６日は年次総会と五大奉仕の中
間発表です。

・12月のロータリーレートは１ドル112円で
す。

　香長クラブからまいりました大島です。お
世話になります。
　今日は、前にガバナーがおられますので、
昔、高知医大で学位の審査会があり、そのと
き被告席に座らされたような気持ちでした
が、それを思い出します。
　本日は、卓話と言っても、それほど皆さま
方に私からお話というものはありませんの
で、自己紹介を兼ねて、ロータリーとの関わ
りの経緯などをお話して、お茶を濁して帰ろ
うと思っています。
　まずは、地区大会、皆さまお疲れ様でし
た。お世話になりました。ありがとうござい
ました。こちらは来年50周年ということで、
２年続けて大きなイベントがありますが、楽
しみにしています。
　私のロータリー歴は17年。職業分類は口腔
外科です。追手前高校を卒業して福岡の県立
大学の歯学部に進みました。６年勉強して、
引き続き九州で４年ほど勤めた後、高知に
帰って、当時の高知医大の歯科口腔外科に勤
務。そして野市町で開業しました。
　開業してすぐにライオンズクラブからお誘
いがありました。29歳でした。どうしようか
と思って女房に相談すると、「どっかへ入る
がやったらロータリーにして」と言われ、ラ
イオンズさんには、まだちょっと若くて早い
からと断りました。家内は結婚する前、ガバ
ナー事務所に勤務していました。それが縁
で、佐賀のロータリーで事務局にも務めたこ
とがあることから、入るのであればロータ
リーにということでした。それで私はロータ

リーからの誘いを待っていたのですが、なか
なかお誘いがありませんでした。その当時、
香長クラブには医師関係が２人いたからだと
思います。
　そのうち、県の歯科医師会の役員になりま
した。当時の役員の３分の１がロータリアン
で、会議が終わると集まって、地区大会がど
うとか米山がどうとかいろいろ楽しそうに話
をしているのを見て、ロータリーに興味を持
ちました。そこで、歯科医師会の会長に相談
して入れてもらえないだろうかと、僕の方か
ら手を挙げて香長クラブに入りました。以来
17年、楽しくやっています。
　私が入会してすぐのころ、ある居酒屋で
ロータリーのバッジをつけている方を見て、
これは友達をつくるいい機会だと思い、僕の
方から名乗りました。自己紹介をして飲ん
で、知り合いになれました。その方は南国に
お住まいでしたので、よく香長にもメイ
キャップにおいでました。結局、奥さまと２
人がうちの患者になってくださいました。　
　今回、東クラブさんからガバナーが出ると
いうことで、私も補佐をお引き受けしまし
た。先日の地区大会で司　葉子さんとかケン
ト・ギルバートさんのお話が聞けました。こ
ういったことも、この組織に入っているから
可能なことで個人では無理なことです。私自
身、地区協議会や地区大会などはとても楽し
みです。文化講演などありがたいことだと思
います。先日のケントさんのお話にありまし
たが、私も毎朝虎ノ門ニュースを聞いていま
す。ここ数年、歯科医師会の副会長をしてい

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

ましたので、出席できなかったことが多かっ
たのですが、今は監事になって楽ですので、
これからは参加したいと思っています。

　やはり知り合いが増えることはとても嬉し
いことです。若い方にもぜひ、知り合いを増
やして欲しいと思います。

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
897,540円

25,650円

923,190円

9,711円

267円

9,978円

907,251円

25,917円

933,168円

チビニコ 合　計

11月29日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
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
高知ＲＣ　　　１月２日㈫　法定休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　１月２日㈫　法定休日
高知南ＲＣ　　１月４日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　１月４日㈭　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　１月９日㈫　新年夜間例会
高知中央ＲＣ　１月11日㈭　夜間例会
高知西ＲＣ　　１月12日㈮　新年夜間例会
高知南ＲＣ　　１月18日㈭　新年夜間例会
高知北ＲＣ　　１月22日㈪　新年夜間例会
高知ＲＣ　　　１月23日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　１月25日㈭　職場例会
高知北ＲＣ　　１月29日㈪　鳥取北RC例会・IMに振替
高知ロイヤルＲＣ　　
　　　　　　　１月30日㈫　IMに振替

11月29日

11月15日

総数
－2 59
－3 59

出席
41
49

欠席
0
0

メイク
アップ HC出席率

69.49％

83.05％

出席率
100％

100％

16
7

◇ガバナー補佐卓話 高知第Ⅰ分区  大島　仁ガバナー補佐 （香長ＲＣ）
◇出席率報告

 ● 大島　仁ガバナー補佐　ニコニコヘ。
 ● 石川　健　大島ガバナー補佐、訪問いただ
きありがとうございます。
 ● 土居祐三　大島ガバナー補佐、本日はあり
がとうございました。先日、若干フライング
気味で娘の大学進学の件をニコニコさせてい
ただきましたが、正式に決定しました。返済
不要の奨学金もゲットしました。えらい！
 ● 福岡満喜子　簡易トイレ完売ありがとうご
ざいました。

 ● 西山忠利　会員増強にご協力を。残り７ヵ
月です。
 ● 松﨑郷輔　情報委員会代理出席お礼。
 ● 永光男　地区大会打ち上げのおつりと領
収です。ニコニコお待ちしてます。
 ● 中平真理子　地区大会、例会欠席のお詫び。
来週はギリギリ間に合わせます。
 ● 西森やよい　本日ロータリー財団事業のチ
ラシをテーブルに配付させていただきまし
た。皆さまの事業所で掲示していただきたく
存じます。適宜、枚数をお持ち帰りくださ
い。よろしくお願いいたします。＋欠席のお
詫び。
 ● 山村一正　ニコニコヘ。
 ● サロンイースト協力金として
◇遅刻・早退　１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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本日　12月６日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　五 大 奉 仕 中 間 発 表・年 次 総 会

次週　12月13日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　ガ　バ　ナ　ー　公　式　訪　問

第2359回　例会報告／平成29年11月29日　天候　曇

◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
本日は、大島ガバナー補
佐、ようこそご訪問いた
だきありがとうございま
す。先ほど、11時半から
会長幹事会を開き、クラ

ブの問題点、今後の取り組み等々、質問を受
けましたが回答ができなかった点もあり、ご
指導を受けました。ありがとうございます。
後ほど、卓話もよろしくお願いします。
　先週に続いて、９月13日に行われた情報集
会の報告をします。
◎出席率100％に関する意見、感想
・100％はたまたま実現し、それが継続する

ようになった。
・1989年-90年度（今から28年前）から今ま

で、100％を割ったのはわずか４回。
・2005-06年度から12年間は100％が続いてい

る。
・東クラブの一つの目標としての良さになっ

ている。
◎例会運営に関する意見、感想
・例会の満足度は高い。
・ＳＡＡ、親睦、プログラム委員会と連携し

て、参加したら面白い例会にして欲しい。
・当クラブはかっちりしていて、真面目であ

る。

・他クラブへも出席してみてはどうか。
（今回は、ガバナー随行員として多くの会員

が他クラブを回っているので、何か意見が
あれば幹事までお願いします）

・例会の回数について、検討してみてはどう
か。

（祭日のある週を休みにしてはどうか等々、
無記名のアンケートを予定）

・親睦委員会を会場内にも配置
・ＳＡＡが工夫して座席指定をしているが、

必ずしも守られず自由に座っている。
◎他クラブに関する情報
・例会の進行をＳＡＡがしている。
・ニコニコのとりまとめを行う委員会があ

る。
・全ての例会を夜間例会としているところが

ある。
・食事をバイキング形式にして、粗食にして

はどうか。
◎その他
・クラブ運営費が増えているので、経費削減

策の検討や会員増強が重要である。
（会員増強について、皆さんにアンケートを
お願いして、入会推薦者を２、３名書き出し
て数人で勧誘をするなどの方法を検討しては
どうか）
◇来訪ロータリアン
　香長ＲＣ　　大島　仁ガバナー補佐
◇ＳＡＡより
　テーブルにアンケートを置いています。記

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

入のご協力をお願いします。
◇幹　事　報　告
・本日、例会終了後、クラブ協議会と役員会

を行います。

・来週の12月６日は年次総会と五大奉仕の中
間発表です。

・12月のロータリーレートは１ドル112円で
す。

　香長クラブからまいりました大島です。お
世話になります。
　今日は、前にガバナーがおられますので、
昔、高知医大で学位の審査会があり、そのと
き被告席に座らされたような気持ちでした
が、それを思い出します。
　本日は、卓話と言っても、それほど皆さま
方に私からお話というものはありませんの
で、自己紹介を兼ねて、ロータリーとの関わ
りの経緯などをお話して、お茶を濁して帰ろ
うと思っています。
　まずは、地区大会、皆さまお疲れ様でし
た。お世話になりました。ありがとうござい
ました。こちらは来年50周年ということで、
２年続けて大きなイベントがありますが、楽
しみにしています。
　私のロータリー歴は17年。職業分類は口腔
外科です。追手前高校を卒業して福岡の県立
大学の歯学部に進みました。６年勉強して、
引き続き九州で４年ほど勤めた後、高知に
帰って、当時の高知医大の歯科口腔外科に勤
務。そして野市町で開業しました。
　開業してすぐにライオンズクラブからお誘
いがありました。29歳でした。どうしようか
と思って女房に相談すると、「どっかへ入る
がやったらロータリーにして」と言われ、ラ
イオンズさんには、まだちょっと若くて早い
からと断りました。家内は結婚する前、ガバ
ナー事務所に勤務していました。それが縁
で、佐賀のロータリーで事務局にも務めたこ
とがあることから、入るのであればロータ
リーにということでした。それで私はロータ

リーからの誘いを待っていたのですが、なか
なかお誘いがありませんでした。その当時、
香長クラブには医師関係が２人いたからだと
思います。
　そのうち、県の歯科医師会の役員になりま
した。当時の役員の３分の１がロータリアン
で、会議が終わると集まって、地区大会がど
うとか米山がどうとかいろいろ楽しそうに話
をしているのを見て、ロータリーに興味を持
ちました。そこで、歯科医師会の会長に相談
して入れてもらえないだろうかと、僕の方か
ら手を挙げて香長クラブに入りました。以来
17年、楽しくやっています。
　私が入会してすぐのころ、ある居酒屋で
ロータリーのバッジをつけている方を見て、
これは友達をつくるいい機会だと思い、僕の
方から名乗りました。自己紹介をして飲ん
で、知り合いになれました。その方は南国に
お住まいでしたので、よく香長にもメイ
キャップにおいでました。結局、奥さまと２
人がうちの患者になってくださいました。　
　今回、東クラブさんからガバナーが出ると
いうことで、私も補佐をお引き受けしまし
た。先日の地区大会で司　葉子さんとかケン
ト・ギルバートさんのお話が聞けました。こ
ういったことも、この組織に入っているから
可能なことで個人では無理なことです。私自
身、地区協議会や地区大会などはとても楽し
みです。文化講演などありがたいことだと思
います。先日のケントさんのお話にありまし
たが、私も毎朝虎ノ門ニュースを聞いていま
す。ここ数年、歯科医師会の副会長をしてい
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ましたので、出席できなかったことが多かっ
たのですが、今は監事になって楽ですので、
これからは参加したいと思っています。

　やはり知り合いが増えることはとても嬉し
いことです。若い方にもぜひ、知り合いを増
やして欲しいと思います。
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チビニコ 合　計

11月29日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
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
高知ＲＣ　　　１月２日㈫　法定休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　１月２日㈫　法定休日
高知南ＲＣ　　１月４日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　１月４日㈭　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　１月９日㈫　新年夜間例会
高知中央ＲＣ　１月11日㈭　夜間例会
高知西ＲＣ　　１月12日㈮　新年夜間例会
高知南ＲＣ　　１月18日㈭　新年夜間例会
高知北ＲＣ　　１月22日㈪　新年夜間例会
高知ＲＣ　　　１月23日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　１月25日㈭　職場例会
高知北ＲＣ　　１月29日㈪　鳥取北RC例会・IMに振替
高知ロイヤルＲＣ　　
　　　　　　　１月30日㈫　IMに振替
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◇ガバナー補佐卓話 高知第Ⅰ分区  大島　仁ガバナー補佐 （香長ＲＣ）
◇出席率報告

 ● 大島　仁ガバナー補佐　ニコニコヘ。
 ● 石川　健　大島ガバナー補佐、訪問いただ
きありがとうございます。
 ● 土居祐三　大島ガバナー補佐、本日はあり
がとうございました。先日、若干フライング
気味で娘の大学進学の件をニコニコさせてい
ただきましたが、正式に決定しました。返済
不要の奨学金もゲットしました。えらい！
 ● 福岡満喜子　簡易トイレ完売ありがとうご
ざいました。

 ● 西山忠利　会員増強にご協力を。残り７ヵ
月です。
 ● 松﨑郷輔　情報委員会代理出席お礼。
 ● 永光男　地区大会打ち上げのおつりと領
収です。ニコニコお待ちしてます。
 ● 中平真理子　地区大会、例会欠席のお詫び。
来週はギリギリ間に合わせます。
 ● 西森やよい　本日ロータリー財団事業のチ
ラシをテーブルに配付させていただきまし
た。皆さまの事業所で掲示していただきたく
存じます。適宜、枚数をお持ち帰りくださ
い。よろしくお願いいたします。＋欠席のお
詫び。
 ● 山村一正　ニコニコヘ。
 ● サロンイースト協力金として
◇遅刻・早退　１件

永野正将会員「太郎ちゃん」永野正将会員「太郎ちゃん」


