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本日　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

次週　12月20日㈬ 18：30  ラ・ヴィータ

　　　 　忘　　年　　夜　　間　　例　　会

第2360回　例会報告／平成29年12月６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

　皆さん、こんにちは。
昨日、内子のゴルフクラ
ブへゴルフに行っていま
したが、雪に霙と大変な
目に遭いました。それか
ら松山へ入って向こうの

会社で忘年会をしましたが、どうも今夜は雪
のようで、一泊して高速道路が閉鎖したら寺
尾副会長に頼まないといけないと思っていま
したが、何とか晴れて帰ってきました。
　本日は、水曜会から新年のバザーの案内に
見えています。
　９月13日、14日の情報集会の報告をさせて
いただきます。
・各委員会の例会における役割、存在感が希

薄になっていることを危惧している。奉仕
活動が弱いのか、もう一度学ぶ必要がある。

・例会でも積極的に隣の方と話をしましょう。
（入って２、３年は隣の人がどんな人か、
なかなか聞き辛い。先輩から積極的に話し
かけて欲しい）

・昔は酒席で、新人が全員についで回ること
があったが、今は余りない。

・少数人数の情報集会を頻度を上げて開けば
よい。

・月２回の例会にするとライオンズと変わり

なくなる。
・派閥がない良いクラブである。
・２代目の入会が少ない。
・ＳＡＡの山村さんの発表が評判が良い。
　３週にわたって、情報集会の報告をさせて
いただきました。役員会、理事会で良い案を
取り上げて改善していきたいと思います。ま
た、随行で行かれて気がついたことがあれば、
幹事まで上げていただきたいと思います。役
員の席が必要ないときは、会長、幹事が別の
席で食事をすることは現在もしています。
　本日は、五大奉仕の中間発表。点鐘の後、
総会を開きますのでよろしくお願いします。
◇国際奉仕委員会より
　長期交換留学生として派遣されている武智
さんから、８月以降、毎月報告書が届いてい
ます。今後、毎月回覧しますのでご覧くださ
い。
◇水曜会よりバザーのご案内
　先日は、地区
大会本当にお疲
れ様でした。大
盛況でおめでと
うございます。
水曜会の皆さま
はじめ所属していない奥さまにもご協力いた
だき、本当にありがとうございました。少し
でもお手伝いができたことを嬉しく思います。
　来年１月14日、大丸前にてバザーを行う予
定です。市役所前の花壇のお花代と災害義援
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金に使いますので、ぜひご協力をよろしくお
願いします。
　沖会員の奥さまの伸歩子様が、がま口と眼
鏡ケースを作ってくださいました。１個1,000円
で販売しますので、お買い上げをよろしくお
願いします。
◇12月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　松岡　英雄　　前川美智子　　永　光男
　佐野　博三　　竹村　克彦　　前田　　博
　近森　淳二

 ● 配偶者誕生日
　別役　久美　　蕗　　邦雄　　中越　由紀
　西山　加南
 ● 家庭記念日
　寺尾　正生　　柳澤　光秋　　宇津木達也
　佐野　博三　　西森　良文
 ● 入会記念日
　髙橋　卓弥　　安岡　大典　　水上　　元
　早瀬　源慶
◇幹　事　報　告
・来週は、柳澤ガバナー公式訪問です。例会

終了後、写真撮影を行いますので、身だし
なみを整えるようお願いします。

◎職業奉仕委員会（発表：森田委員長）
・今年度、前期に入会さ

れた方は２名。７月11
日、川端信一郎さん、
職業分類は損害保険。
11月８日、西森　大さ
ん、職業分類は給排水

工事。お二人に四つのテストの綱領と四つ
の反省を配付しました。

・来年２月21日㈬、職場例会を県立牧野植物
園で行います。水上園長の推薦により、牧野
富太郎博士に大変造詣の深い、里見和彦様に
お話を伺います。交通手段等は年明けにまと
めますので、多くの参加をお願いします。
◎社会奉仕委員会（発表：福岡委員長）

・７月２日㈰、浦戸湾七
河川一斉清掃に会員、
家族、31人で作業を行
いました。

・７月12日、11月22日、
２回の奉仕プロジェク

ト委員会に出席。
・11月22日、例会で、段ボールで作る災害時

に役立つ簡易トイレを皆さんで組み立て
て、災害に対する認識を少しは高めていた
だいたかなと思います。

・12月15日㈮、年末防犯キャンペーンとして、
振り込め詐欺防止キャンペーンを行います。

・12月16日㈯、奉仕プロジェクトによるおむ
つバンクのキャンペーンに協力する。

◎国際奉仕委員会（発表：水上委員長）
・短期交換留学生の受け入れについては、既

に終了。前川会員、中
澤さん（窪田会員の関
係）のお二人のご協力
を得ました。

・長期交換留学生の受け
入れは、来年５月から

２カ月間、石川会員に受け入れていただき
ます。

・短期交換学生の派遣は１名、中澤さんの息
子さんを派遣、帰国報告も終了。

　この３点については、順調に進行していま
す。あと、外国人の方に講話の検討について
は、まだ具体化はしていません。書き損じハ
ガキのユネスコへの寄付について、ご協力を
お願いします。
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◎青少年奉仕委員会（発表：別役委員長）
・インターアクト、ロー

ターアクト、LYRAへ
の支援について。

　今年度、西ローターア
クトが地区代表になって
いる関係で、会合等への

支援を行っていきたい。うちのクラブは特に
LYRAを中心に、受講生を送っています。今
年度は３月22日から25日まで、LYRAセミ
ナーが開催され、2名の受講生を送りたいと
思いますので、ご協力をお願いします。
　本年度は特別にジャパンLYRAが５月24日
から27日まで開催されます。2680、2670地区
が担当し、日本全国から受講生を招へいしま

す。これにも当クラブから受講生を送れたら
と考えています。
◎クラブ奉仕委員会（発表：寺尾委員長）

　職業奉仕、社会奉仕、
国際奉仕、青少年奉仕、
前期の課題である活動を
つつがなく、素晴らしい
形でこなしていただきま
した。残った後期に向け

て、東ロータリーのクラブ奉仕として、和を
もって貴きとなすという形に、さらにもって
いきたいと思います。
　計画としては、来年早い時期に各委員長さ
んとの懇談会を持ち、さらに東ＲＣの活動が
活発になるよう努力していきたいと思います。
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 ● 石川　健　昨日、内子でゴルフ、雪、ミゾ
レで寒い１日でした。夜は松山へ入り、忘年
会を楽しんできました。皆さん、チビニコも
よろしくお願いします。来春の水曜会バザー
の協力よろしくお願いします。　　
 ● 土居祐三　次年度の準備が着々と進んでい
ます。早くもこの席を追い出されるようでち
ょっと寂しい感じ！
 ● 松本隆之　次年度、役員、理事の皆さま方、
快くお引き受けいただき、誠にありがとうご
ざいました。よろしくお願いいたします。
 ● 福岡満喜子　地区大会写真たくさんありが
とうございました。
 ● 西森やよい　高知「おむつバンク」で検索
すると、いくつかイベントがヒットします。
前川さんのご尽力で、たくさん後援していた
だけることになり、それらの機関がネットに
イベント告知してくださっているようです。
ありがたいです。　
 ● 寺尾正生　家庭記念日ありがとうございま
した。前川さん、浦田さん、写真ありがとう
ございました。

 ● 前川美智子　寺尾副会長、松本副幹事、ロ
ータリー財団研修、新居浜行き大変お世話に
なりありがとうございました。お誕生日のプ
レゼントありがとうございました。中身何か
しら？楽しみです。
 ● 森田康子　記念品、ありがとうございまし
た。誕生日の前祝いに、今年は沖縄へ行って
きました。約450年繁栄した琉球王国の素晴
らしい文化に感動しました。
 ● 前田　博　誕生祝いのお礼。
 ● 松岡英雄　誕生日のお礼。
 ● 竹村克彦　56歳誕生祝いのお礼。
 ● 永光男　誕生日のお礼3,000円。クラブゴ
ルフコンペの賞品のお礼も併せて2,000円。
 ● 佐野博三　家庭記念、誕生祝い、続けてあ
りがとうございます。結婚式からちょうど54
年。年は100年まで残り21年となりました。
頑張ります。よろしく。
 ● 柳澤光秋　家庭記念日お礼。
 ● 西森良文　家庭記念祝いありがとうござい
ます。ちょっとはいいことしようと思います。
 ● 水上　元　入会３年目の記念品をいただき
ました。ありがとうございました。
 ● 早瀬源慶　いつの間にか39年、創立10周年
記念に入会したので、来年大台です。
 ● サロンイースト協力金として　　

◇五大奉仕中間発表

◇年　次　総　会

議長　ただ今から年次総会を開催いたします。
高知東ロータリークラブ細則第３条・役員の
任務、第１節により、議長は会長が務めるこ
とになっていますので、私が務めさせていた
だきます。細則により、総会は会員総数の３
分の１以上の出席を要するとなっています。
本日、会員総数59名のうち42名の出席で３分
の１以上の出席で、本総会は成立することを
ご報告します。
　本日の議案は２件です。第１号議案は、
次々年度（2019－20年度）の会長選任の件。
第２号議案は次年度の役員・理事承認の件で
す。
　まず、第１号議案、次々年度の会長選任の
件です。立候補される方はいらっしゃいます
か。どなたか推薦をしていただける方はいま
せんでしょうか。
　11月８日、パスト会長会を開催しました。
パスト会長会は任意団体ですが会長経験者14
名で組織され、そこで推薦をいただいていま
す。
　前川美智子会員（入会2002年１月16日、在
籍年数15年）です。ご賛同いただけます方は
挙手をお願いいたします。
（全員賛同の挙手）

議長　ありがとうございました。全員の賛同
をいただきましたので、2019－2020年度会長
に前川美智子会員が選出されました。おめで
とうございます。
　それでは、前川さん、ひと言お願いします。

前川美智子次々期会長挨拶
　ただ今、ご承認いただ
きありがとうございます。
　地区大会の前でした
か、石川会長から「前川
さん、話がある。日曜市
の榧の森に行きたい」と

電話がありました。昨年、石川会長の酒井建
設さん、40周年の記念イベントがあって、そ
の記念品として榧のまな板を使っていただい
た経緯がありますので、今度は何かしらと
思って日曜市でお目にかかることにしまし
た。
　約束の１時前に石川会長にお会いしたら、
日曜日なのに背広を着てネクタイをして、
ちゃんとした格好で来てくださって、「何で
すか？」って言ったら時計を見て「まだ少し
時間があるから」とおっしゃるので、どなた
かをご紹介してくださるのかと、まだまな板
のことから頭が離れませんでした。
　時間になって寺尾副会長も同じく背広にネ
クタイで来られて驚きました。お話を伺っ
て、本当にありがたく光栄に思ったことでし
た。ただ、この決意には随分迷いました。ご
相談もさせていただきましたし、何度か足も
運んでいただきました。
　一番、背中を押していただいた福岡満喜子
さん。福岡さんと一緒にこの東ＲＣに入会さ
せていただいたのが15年前です。なので、私
の夢とかあこがれの人、女性であって、福岡
満喜子さんとならという思いがあって、一緒

に協力してくださるということで、エールを
いただいて決心しました。
　歴代会長や石川会長、寺尾副会長を見習い
ながら、これから２年間学んでいきたいと思
います。頼りがいのない者ですけど、どうか
よろしくお願いいたします。

議長　次に第２号議案、次年度の役員並びに
理事承認の件です。寺尾副会長よろしくお願
いします。

寺尾副会長　クラブ細則第４条におきまし
て、次年度の役員及び理事を12月中に行わな
ければならないということになっていますの
で、発表させていただきます。今年は地区大
会、次年度は50周年の記念大会と大きな行事
が続きます。その中で、今年はそれぞれの皆
さまが非常に活躍していただきました。来年

にもいろんなことをお願いしなければならな
いということで、松本副幹事とも相談しまし
て、理事（案）を決定させていただきました。
　会計・浦田健治、ＳＡＡ・松野宏司、職業
奉仕・猿田隆夫、社会奉仕･吉永光男、青少
年奉仕・西内俊介、国際奉仕・中平真理子と
して、来年度決定して頑張っていきたいと思
います。よろしくお願いします。

議長　それでは、次年度役員、理事承認の件
に賛同の方は挙手をお願いいたします。
（全員賛同の挙手）

議長　ありがとうございます。全員の賛同を
いただきましたので、第２号議案、次年度役
員、理事の件は承認されました。
　以上で年次総会を終了いたします。ご協力
ありがとうございました。

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
923,190円

53,200円

976,390円

9,978円

1,560円

11,538円

933,168円

54,760円

987,928円

チビニコ 合　計

12月６日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
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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　皆さん、こんにちは。
昨日、内子のゴルフクラ
ブへゴルフに行っていま
したが、雪に霙と大変な
目に遭いました。それか
ら松山へ入って向こうの

会社で忘年会をしましたが、どうも今夜は雪
のようで、一泊して高速道路が閉鎖したら寺
尾副会長に頼まないといけないと思っていま
したが、何とか晴れて帰ってきました。
　本日は、水曜会から新年のバザーの案内に
見えています。
　９月13日、14日の情報集会の報告をさせて
いただきます。
・各委員会の例会における役割、存在感が希

薄になっていることを危惧している。奉仕
活動が弱いのか、もう一度学ぶ必要がある。

・例会でも積極的に隣の方と話をしましょう。
（入って２、３年は隣の人がどんな人か、
なかなか聞き辛い。先輩から積極的に話し
かけて欲しい）

・昔は酒席で、新人が全員についで回ること
があったが、今は余りない。

・少数人数の情報集会を頻度を上げて開けば
よい。

・月２回の例会にするとライオンズと変わり

なくなる。
・派閥がない良いクラブである。
・２代目の入会が少ない。
・ＳＡＡの山村さんの発表が評判が良い。
　３週にわたって、情報集会の報告をさせて
いただきました。役員会、理事会で良い案を
取り上げて改善していきたいと思います。ま
た、随行で行かれて気がついたことがあれば、
幹事まで上げていただきたいと思います。役
員の席が必要ないときは、会長、幹事が別の
席で食事をすることは現在もしています。
　本日は、五大奉仕の中間発表。点鐘の後、
総会を開きますのでよろしくお願いします。
◇国際奉仕委員会より
　長期交換留学生として派遣されている武智
さんから、８月以降、毎月報告書が届いてい
ます。今後、毎月回覧しますのでご覧くださ
い。
◇水曜会よりバザーのご案内
　先日は、地区
大会本当にお疲
れ様でした。大
盛況でおめでと
うございます。
水曜会の皆さま
はじめ所属していない奥さまにもご協力いた
だき、本当にありがとうございました。少し
でもお手伝いができたことを嬉しく思います。
　来年１月14日、大丸前にてバザーを行う予
定です。市役所前の花壇のお花代と災害義援

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST
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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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金に使いますので、ぜひご協力をよろしくお
願いします。
　沖会員の奥さまの伸歩子様が、がま口と眼
鏡ケースを作ってくださいました。１個1,000円
で販売しますので、お買い上げをよろしくお
願いします。
◇12月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　松岡　英雄　　前川美智子　　永　光男
　佐野　博三　　竹村　克彦　　前田　　博
　近森　淳二

 ● 配偶者誕生日
　別役　久美　　蕗　　邦雄　　中越　由紀
　西山　加南
 ● 家庭記念日
　寺尾　正生　　柳澤　光秋　　宇津木達也
　佐野　博三　　西森　良文
 ● 入会記念日
　髙橋　卓弥　　安岡　大典　　水上　　元
　早瀬　源慶
◇幹　事　報　告
・来週は、柳澤ガバナー公式訪問です。例会

終了後、写真撮影を行いますので、身だし
なみを整えるようお願いします。

◎職業奉仕委員会（発表：森田委員長）
・今年度、前期に入会さ

れた方は２名。７月11
日、川端信一郎さん、
職業分類は損害保険。
11月８日、西森　大さ
ん、職業分類は給排水

工事。お二人に四つのテストの綱領と四つ
の反省を配付しました。

・来年２月21日㈬、職場例会を県立牧野植物
園で行います。水上園長の推薦により、牧野
富太郎博士に大変造詣の深い、里見和彦様に
お話を伺います。交通手段等は年明けにまと
めますので、多くの参加をお願いします。
◎社会奉仕委員会（発表：福岡委員長）

・７月２日㈰、浦戸湾七
河川一斉清掃に会員、
家族、31人で作業を行
いました。

・７月12日、11月22日、
２回の奉仕プロジェク

ト委員会に出席。
・11月22日、例会で、段ボールで作る災害時

に役立つ簡易トイレを皆さんで組み立て
て、災害に対する認識を少しは高めていた
だいたかなと思います。

・12月15日㈮、年末防犯キャンペーンとして、
振り込め詐欺防止キャンペーンを行います。

・12月16日㈯、奉仕プロジェクトによるおむ
つバンクのキャンペーンに協力する。

◎国際奉仕委員会（発表：水上委員長）
・短期交換留学生の受け入れについては、既

に終了。前川会員、中
澤さん（窪田会員の関
係）のお二人のご協力
を得ました。

・長期交換留学生の受け
入れは、来年５月から

２カ月間、石川会員に受け入れていただき
ます。

・短期交換学生の派遣は１名、中澤さんの息
子さんを派遣、帰国報告も終了。

　この３点については、順調に進行していま
す。あと、外国人の方に講話の検討について
は、まだ具体化はしていません。書き損じハ
ガキのユネスコへの寄付について、ご協力を
お願いします。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

◎青少年奉仕委員会（発表：別役委員長）
・インターアクト、ロー

ターアクト、LYRAへ
の支援について。

　今年度、西ローターア
クトが地区代表になって
いる関係で、会合等への

支援を行っていきたい。うちのクラブは特に
LYRAを中心に、受講生を送っています。今
年度は３月22日から25日まで、LYRAセミ
ナーが開催され、2名の受講生を送りたいと
思いますので、ご協力をお願いします。
　本年度は特別にジャパンLYRAが５月24日
から27日まで開催されます。2680、2670地区
が担当し、日本全国から受講生を招へいしま

す。これにも当クラブから受講生を送れたら
と考えています。
◎クラブ奉仕委員会（発表：寺尾委員長）

　職業奉仕、社会奉仕、
国際奉仕、青少年奉仕、
前期の課題である活動を
つつがなく、素晴らしい
形でこなしていただきま
した。残った後期に向け

て、東ロータリーのクラブ奉仕として、和を
もって貴きとなすという形に、さらにもって
いきたいと思います。
　計画としては、来年早い時期に各委員長さ
んとの懇談会を持ち、さらに東ＲＣの活動が
活発になるよう努力していきたいと思います。

12月６日

11月22日
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出席
44
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欠席
1
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メイク
アップ HC出席率

74.58％

71.19％

出席率
98.21％

100％

11
14

◇出席率報告

 ● 石川　健　昨日、内子でゴルフ、雪、ミゾ
レで寒い１日でした。夜は松山へ入り、忘年
会を楽しんできました。皆さん、チビニコも
よろしくお願いします。来春の水曜会バザー
の協力よろしくお願いします。　　
 ● 土居祐三　次年度の準備が着々と進んでい
ます。早くもこの席を追い出されるようでち
ょっと寂しい感じ！
 ● 松本隆之　次年度、役員、理事の皆さま方、
快くお引き受けいただき、誠にありがとうご
ざいました。よろしくお願いいたします。
 ● 福岡満喜子　地区大会写真たくさんありが
とうございました。
 ● 西森やよい　高知「おむつバンク」で検索
すると、いくつかイベントがヒットします。
前川さんのご尽力で、たくさん後援していた
だけることになり、それらの機関がネットに
イベント告知してくださっているようです。
ありがたいです。　
 ● 寺尾正生　家庭記念日ありがとうございま
した。前川さん、浦田さん、写真ありがとう
ございました。

 ● 前川美智子　寺尾副会長、松本副幹事、ロ
ータリー財団研修、新居浜行き大変お世話に
なりありがとうございました。お誕生日のプ
レゼントありがとうございました。中身何か
しら？楽しみです。
 ● 森田康子　記念品、ありがとうございまし
た。誕生日の前祝いに、今年は沖縄へ行って
きました。約450年繁栄した琉球王国の素晴
らしい文化に感動しました。
 ● 前田　博　誕生祝いのお礼。
 ● 松岡英雄　誕生日のお礼。
 ● 竹村克彦　56歳誕生祝いのお礼。
 ● 永光男　誕生日のお礼3,000円。クラブゴ
ルフコンペの賞品のお礼も併せて2,000円。
 ● 佐野博三　家庭記念、誕生祝い、続けてあ
りがとうございます。結婚式からちょうど54
年。年は100年まで残り21年となりました。
頑張ります。よろしく。
 ● 柳澤光秋　家庭記念日お礼。
 ● 西森良文　家庭記念祝いありがとうござい
ます。ちょっとはいいことしようと思います。
 ● 水上　元　入会３年目の記念品をいただき
ました。ありがとうございました。
 ● 早瀬源慶　いつの間にか39年、創立10周年
記念に入会したので、来年大台です。
 ● サロンイースト協力金として　　

◇五大奉仕中間発表

◇年　次　総　会

議長　ただ今から年次総会を開催いたします。
高知東ロータリークラブ細則第３条・役員の
任務、第１節により、議長は会長が務めるこ
とになっていますので、私が務めさせていた
だきます。細則により、総会は会員総数の３
分の１以上の出席を要するとなっています。
本日、会員総数59名のうち42名の出席で３分
の１以上の出席で、本総会は成立することを
ご報告します。
　本日の議案は２件です。第１号議案は、
次々年度（2019－20年度）の会長選任の件。
第２号議案は次年度の役員・理事承認の件で
す。
　まず、第１号議案、次々年度の会長選任の
件です。立候補される方はいらっしゃいます
か。どなたか推薦をしていただける方はいま
せんでしょうか。
　11月８日、パスト会長会を開催しました。
パスト会長会は任意団体ですが会長経験者14
名で組織され、そこで推薦をいただいていま
す。
　前川美智子会員（入会2002年１月16日、在
籍年数15年）です。ご賛同いただけます方は
挙手をお願いいたします。
（全員賛同の挙手）

議長　ありがとうございました。全員の賛同
をいただきましたので、2019－2020年度会長
に前川美智子会員が選出されました。おめで
とうございます。
　それでは、前川さん、ひと言お願いします。

前川美智子次々期会長挨拶
　ただ今、ご承認いただ
きありがとうございます。
　地区大会の前でした
か、石川会長から「前川
さん、話がある。日曜市
の榧の森に行きたい」と

電話がありました。昨年、石川会長の酒井建
設さん、40周年の記念イベントがあって、そ
の記念品として榧のまな板を使っていただい
た経緯がありますので、今度は何かしらと
思って日曜市でお目にかかることにしまし
た。
　約束の１時前に石川会長にお会いしたら、
日曜日なのに背広を着てネクタイをして、
ちゃんとした格好で来てくださって、「何で
すか？」って言ったら時計を見て「まだ少し
時間があるから」とおっしゃるので、どなた
かをご紹介してくださるのかと、まだまな板
のことから頭が離れませんでした。
　時間になって寺尾副会長も同じく背広にネ
クタイで来られて驚きました。お話を伺っ
て、本当にありがたく光栄に思ったことでし
た。ただ、この決意には随分迷いました。ご
相談もさせていただきましたし、何度か足も
運んでいただきました。
　一番、背中を押していただいた福岡満喜子
さん。福岡さんと一緒にこの東ＲＣに入会さ
せていただいたのが15年前です。なので、私
の夢とかあこがれの人、女性であって、福岡
満喜子さんとならという思いがあって、一緒

に協力してくださるということで、エールを
いただいて決心しました。
　歴代会長や石川会長、寺尾副会長を見習い
ながら、これから２年間学んでいきたいと思
います。頼りがいのない者ですけど、どうか
よろしくお願いいたします。

議長　次に第２号議案、次年度の役員並びに
理事承認の件です。寺尾副会長よろしくお願
いします。

寺尾副会長　クラブ細則第４条におきまし
て、次年度の役員及び理事を12月中に行わな
ければならないということになっていますの
で、発表させていただきます。今年は地区大
会、次年度は50周年の記念大会と大きな行事
が続きます。その中で、今年はそれぞれの皆
さまが非常に活躍していただきました。来年

にもいろんなことをお願いしなければならな
いということで、松本副幹事とも相談しまし
て、理事（案）を決定させていただきました。
　会計・浦田健治、ＳＡＡ・松野宏司、職業
奉仕・猿田隆夫、社会奉仕･吉永光男、青少
年奉仕・西内俊介、国際奉仕・中平真理子と
して、来年度決定して頑張っていきたいと思
います。よろしくお願いします。

議長　それでは、次年度役員、理事承認の件
に賛同の方は挙手をお願いいたします。
（全員賛同の挙手）

議長　ありがとうございます。全員の賛同を
いただきましたので、第２号議案、次年度役
員、理事の件は承認されました。
　以上で年次総会を終了いたします。ご協力
ありがとうございました。

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
923,190円

53,200円

976,390円

9,978円

1,560円

11,538円

933,168円

54,760円

987,928円

チビニコ 合　計

12月６日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
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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本日　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

次週　12月20日㈬ 18：30  ラ・ヴィータ

　　　 　忘　　年　　夜　　間　　例　　会

第2360回　例会報告／平成29年12月６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

　皆さん、こんにちは。
昨日、内子のゴルフクラ
ブへゴルフに行っていま
したが、雪に霙と大変な
目に遭いました。それか
ら松山へ入って向こうの

会社で忘年会をしましたが、どうも今夜は雪
のようで、一泊して高速道路が閉鎖したら寺
尾副会長に頼まないといけないと思っていま
したが、何とか晴れて帰ってきました。
　本日は、水曜会から新年のバザーの案内に
見えています。
　９月13日、14日の情報集会の報告をさせて
いただきます。
・各委員会の例会における役割、存在感が希

薄になっていることを危惧している。奉仕
活動が弱いのか、もう一度学ぶ必要がある。

・例会でも積極的に隣の方と話をしましょう。
（入って２、３年は隣の人がどんな人か、
なかなか聞き辛い。先輩から積極的に話し
かけて欲しい）

・昔は酒席で、新人が全員についで回ること
があったが、今は余りない。

・少数人数の情報集会を頻度を上げて開けば
よい。

・月２回の例会にするとライオンズと変わり

なくなる。
・派閥がない良いクラブである。
・２代目の入会が少ない。
・ＳＡＡの山村さんの発表が評判が良い。
　３週にわたって、情報集会の報告をさせて
いただきました。役員会、理事会で良い案を
取り上げて改善していきたいと思います。ま
た、随行で行かれて気がついたことがあれば、
幹事まで上げていただきたいと思います。役
員の席が必要ないときは、会長、幹事が別の
席で食事をすることは現在もしています。
　本日は、五大奉仕の中間発表。点鐘の後、
総会を開きますのでよろしくお願いします。
◇国際奉仕委員会より
　長期交換留学生として派遣されている武智
さんから、８月以降、毎月報告書が届いてい
ます。今後、毎月回覧しますのでご覧くださ
い。
◇水曜会よりバザーのご案内
　先日は、地区
大会本当にお疲
れ様でした。大
盛況でおめでと
うございます。
水曜会の皆さま
はじめ所属していない奥さまにもご協力いた
だき、本当にありがとうございました。少し
でもお手伝いができたことを嬉しく思います。
　来年１月14日、大丸前にてバザーを行う予
定です。市役所前の花壇のお花代と災害義援
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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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金に使いますので、ぜひご協力をよろしくお
願いします。
　沖会員の奥さまの伸歩子様が、がま口と眼
鏡ケースを作ってくださいました。１個1,000円
で販売しますので、お買い上げをよろしくお
願いします。
◇12月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　松岡　英雄　　前川美智子　　永　光男
　佐野　博三　　竹村　克彦　　前田　　博
　近森　淳二

 ● 配偶者誕生日
　別役　久美　　蕗　　邦雄　　中越　由紀
　西山　加南
 ● 家庭記念日
　寺尾　正生　　柳澤　光秋　　宇津木達也
　佐野　博三　　西森　良文
 ● 入会記念日
　髙橋　卓弥　　安岡　大典　　水上　　元
　早瀬　源慶
◇幹　事　報　告
・来週は、柳澤ガバナー公式訪問です。例会

終了後、写真撮影を行いますので、身だし
なみを整えるようお願いします。

◎職業奉仕委員会（発表：森田委員長）
・今年度、前期に入会さ

れた方は２名。７月11
日、川端信一郎さん、
職業分類は損害保険。
11月８日、西森　大さ
ん、職業分類は給排水

工事。お二人に四つのテストの綱領と四つ
の反省を配付しました。

・来年２月21日㈬、職場例会を県立牧野植物
園で行います。水上園長の推薦により、牧野
富太郎博士に大変造詣の深い、里見和彦様に
お話を伺います。交通手段等は年明けにまと
めますので、多くの参加をお願いします。
◎社会奉仕委員会（発表：福岡委員長）

・７月２日㈰、浦戸湾七
河川一斉清掃に会員、
家族、31人で作業を行
いました。

・７月12日、11月22日、
２回の奉仕プロジェク

ト委員会に出席。
・11月22日、例会で、段ボールで作る災害時

に役立つ簡易トイレを皆さんで組み立て
て、災害に対する認識を少しは高めていた
だいたかなと思います。

・12月15日㈮、年末防犯キャンペーンとして、
振り込め詐欺防止キャンペーンを行います。

・12月16日㈯、奉仕プロジェクトによるおむ
つバンクのキャンペーンに協力する。

◎国際奉仕委員会（発表：水上委員長）
・短期交換留学生の受け入れについては、既

に終了。前川会員、中
澤さん（窪田会員の関
係）のお二人のご協力
を得ました。

・長期交換留学生の受け
入れは、来年５月から

２カ月間、石川会員に受け入れていただき
ます。

・短期交換学生の派遣は１名、中澤さんの息
子さんを派遣、帰国報告も終了。

　この３点については、順調に進行していま
す。あと、外国人の方に講話の検討について
は、まだ具体化はしていません。書き損じハ
ガキのユネスコへの寄付について、ご協力を
お願いします。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

◎青少年奉仕委員会（発表：別役委員長）
・インターアクト、ロー

ターアクト、LYRAへ
の支援について。

　今年度、西ローターア
クトが地区代表になって
いる関係で、会合等への

支援を行っていきたい。うちのクラブは特に
LYRAを中心に、受講生を送っています。今
年度は３月22日から25日まで、LYRAセミ
ナーが開催され、2名の受講生を送りたいと
思いますので、ご協力をお願いします。
　本年度は特別にジャパンLYRAが５月24日
から27日まで開催されます。2680、2670地区
が担当し、日本全国から受講生を招へいしま

す。これにも当クラブから受講生を送れたら
と考えています。
◎クラブ奉仕委員会（発表：寺尾委員長）

　職業奉仕、社会奉仕、
国際奉仕、青少年奉仕、
前期の課題である活動を
つつがなく、素晴らしい
形でこなしていただきま
した。残った後期に向け

て、東ロータリーのクラブ奉仕として、和を
もって貴きとなすという形に、さらにもって
いきたいと思います。
　計画としては、来年早い時期に各委員長さ
んとの懇談会を持ち、さらに東ＲＣの活動が
活発になるよう努力していきたいと思います。

12月６日

11月22日

総数
－3 59
－3 59

出席
44
42

欠席
1
0

メイク
アップ HC出席率

74.58％

71.19％

出席率
98.21％

100％

11
14

◇出席率報告

 ● 石川　健　昨日、内子でゴルフ、雪、ミゾ
レで寒い１日でした。夜は松山へ入り、忘年
会を楽しんできました。皆さん、チビニコも
よろしくお願いします。来春の水曜会バザー
の協力よろしくお願いします。　　
 ● 土居祐三　次年度の準備が着々と進んでい
ます。早くもこの席を追い出されるようでち
ょっと寂しい感じ！
 ● 松本隆之　次年度、役員、理事の皆さま方、
快くお引き受けいただき、誠にありがとうご
ざいました。よろしくお願いいたします。
 ● 福岡満喜子　地区大会写真たくさんありが
とうございました。
 ● 西森やよい　高知「おむつバンク」で検索
すると、いくつかイベントがヒットします。
前川さんのご尽力で、たくさん後援していた
だけることになり、それらの機関がネットに
イベント告知してくださっているようです。
ありがたいです。　
 ● 寺尾正生　家庭記念日ありがとうございま
した。前川さん、浦田さん、写真ありがとう
ございました。

 ● 前川美智子　寺尾副会長、松本副幹事、ロ
ータリー財団研修、新居浜行き大変お世話に
なりありがとうございました。お誕生日のプ
レゼントありがとうございました。中身何か
しら？楽しみです。
 ● 森田康子　記念品、ありがとうございまし
た。誕生日の前祝いに、今年は沖縄へ行って
きました。約450年繁栄した琉球王国の素晴
らしい文化に感動しました。
 ● 前田　博　誕生祝いのお礼。
 ● 松岡英雄　誕生日のお礼。
 ● 竹村克彦　56歳誕生祝いのお礼。
 ● 永光男　誕生日のお礼3,000円。クラブゴ
ルフコンペの賞品のお礼も併せて2,000円。
 ● 佐野博三　家庭記念、誕生祝い、続けてあ
りがとうございます。結婚式からちょうど54
年。年は100年まで残り21年となりました。
頑張ります。よろしく。
 ● 柳澤光秋　家庭記念日お礼。
 ● 西森良文　家庭記念祝いありがとうござい
ます。ちょっとはいいことしようと思います。
 ● 水上　元　入会３年目の記念品をいただき
ました。ありがとうございました。
 ● 早瀬源慶　いつの間にか39年、創立10周年
記念に入会したので、来年大台です。
 ● サロンイースト協力金として　　

◇五大奉仕中間発表

◇年　次　総　会

議長　ただ今から年次総会を開催いたします。
高知東ロータリークラブ細則第３条・役員の
任務、第１節により、議長は会長が務めるこ
とになっていますので、私が務めさせていた
だきます。細則により、総会は会員総数の３
分の１以上の出席を要するとなっています。
本日、会員総数59名のうち42名の出席で３分
の１以上の出席で、本総会は成立することを
ご報告します。
　本日の議案は２件です。第１号議案は、
次々年度（2019－20年度）の会長選任の件。
第２号議案は次年度の役員・理事承認の件で
す。
　まず、第１号議案、次々年度の会長選任の
件です。立候補される方はいらっしゃいます
か。どなたか推薦をしていただける方はいま
せんでしょうか。
　11月８日、パスト会長会を開催しました。
パスト会長会は任意団体ですが会長経験者14
名で組織され、そこで推薦をいただいていま
す。
　前川美智子会員（入会2002年１月16日、在
籍年数15年）です。ご賛同いただけます方は
挙手をお願いいたします。
（全員賛同の挙手）

議長　ありがとうございました。全員の賛同
をいただきましたので、2019－2020年度会長
に前川美智子会員が選出されました。おめで
とうございます。
　それでは、前川さん、ひと言お願いします。

前川美智子次々期会長挨拶
　ただ今、ご承認いただ
きありがとうございます。
　地区大会の前でした
か、石川会長から「前川
さん、話がある。日曜市
の榧の森に行きたい」と

電話がありました。昨年、石川会長の酒井建
設さん、40周年の記念イベントがあって、そ
の記念品として榧のまな板を使っていただい
た経緯がありますので、今度は何かしらと
思って日曜市でお目にかかることにしまし
た。
　約束の１時前に石川会長にお会いしたら、
日曜日なのに背広を着てネクタイをして、
ちゃんとした格好で来てくださって、「何で
すか？」って言ったら時計を見て「まだ少し
時間があるから」とおっしゃるので、どなた
かをご紹介してくださるのかと、まだまな板
のことから頭が離れませんでした。
　時間になって寺尾副会長も同じく背広にネ
クタイで来られて驚きました。お話を伺っ
て、本当にありがたく光栄に思ったことでし
た。ただ、この決意には随分迷いました。ご
相談もさせていただきましたし、何度か足も
運んでいただきました。
　一番、背中を押していただいた福岡満喜子
さん。福岡さんと一緒にこの東ＲＣに入会さ
せていただいたのが15年前です。なので、私
の夢とかあこがれの人、女性であって、福岡
満喜子さんとならという思いがあって、一緒

に協力してくださるということで、エールを
いただいて決心しました。
　歴代会長や石川会長、寺尾副会長を見習い
ながら、これから２年間学んでいきたいと思
います。頼りがいのない者ですけど、どうか
よろしくお願いいたします。

議長　次に第２号議案、次年度の役員並びに
理事承認の件です。寺尾副会長よろしくお願
いします。

寺尾副会長　クラブ細則第４条におきまし
て、次年度の役員及び理事を12月中に行わな
ければならないということになっていますの
で、発表させていただきます。今年は地区大
会、次年度は50周年の記念大会と大きな行事
が続きます。その中で、今年はそれぞれの皆
さまが非常に活躍していただきました。来年

にもいろんなことをお願いしなければならな
いということで、松本副幹事とも相談しまし
て、理事（案）を決定させていただきました。
　会計・浦田健治、ＳＡＡ・松野宏司、職業
奉仕・猿田隆夫、社会奉仕･吉永光男、青少
年奉仕・西内俊介、国際奉仕・中平真理子と
して、来年度決定して頑張っていきたいと思
います。よろしくお願いします。

議長　それでは、次年度役員、理事承認の件
に賛同の方は挙手をお願いいたします。
（全員賛同の挙手）

議長　ありがとうございます。全員の賛同を
いただきましたので、第２号議案、次年度役
員、理事の件は承認されました。
　以上で年次総会を終了いたします。ご協力
ありがとうございました。

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
923,190円

53,200円

976,390円

9,978円

1,560円

11,538円

933,168円

54,760円

987,928円

チビニコ 合　計

12月６日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
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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本日　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

次週　12月20日㈬ 18：30  ラ・ヴィータ

　　　 　忘　　年　　夜　　間　　例　　会

第2360回　例会報告／平成29年12月６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

　皆さん、こんにちは。
昨日、内子のゴルフクラ
ブへゴルフに行っていま
したが、雪に霙と大変な
目に遭いました。それか
ら松山へ入って向こうの

会社で忘年会をしましたが、どうも今夜は雪
のようで、一泊して高速道路が閉鎖したら寺
尾副会長に頼まないといけないと思っていま
したが、何とか晴れて帰ってきました。
　本日は、水曜会から新年のバザーの案内に
見えています。
　９月13日、14日の情報集会の報告をさせて
いただきます。
・各委員会の例会における役割、存在感が希

薄になっていることを危惧している。奉仕
活動が弱いのか、もう一度学ぶ必要がある。

・例会でも積極的に隣の方と話をしましょう。
（入って２、３年は隣の人がどんな人か、
なかなか聞き辛い。先輩から積極的に話し
かけて欲しい）

・昔は酒席で、新人が全員についで回ること
があったが、今は余りない。

・少数人数の情報集会を頻度を上げて開けば
よい。

・月２回の例会にするとライオンズと変わり

なくなる。
・派閥がない良いクラブである。
・２代目の入会が少ない。
・ＳＡＡの山村さんの発表が評判が良い。
　３週にわたって、情報集会の報告をさせて
いただきました。役員会、理事会で良い案を
取り上げて改善していきたいと思います。ま
た、随行で行かれて気がついたことがあれば、
幹事まで上げていただきたいと思います。役
員の席が必要ないときは、会長、幹事が別の
席で食事をすることは現在もしています。
　本日は、五大奉仕の中間発表。点鐘の後、
総会を開きますのでよろしくお願いします。
◇国際奉仕委員会より
　長期交換留学生として派遣されている武智
さんから、８月以降、毎月報告書が届いてい
ます。今後、毎月回覧しますのでご覧くださ
い。
◇水曜会よりバザーのご案内
　先日は、地区
大会本当にお疲
れ様でした。大
盛況でおめでと
うございます。
水曜会の皆さま
はじめ所属していない奥さまにもご協力いた
だき、本当にありがとうございました。少し
でもお手伝いができたことを嬉しく思います。
　来年１月14日、大丸前にてバザーを行う予
定です。市役所前の花壇のお花代と災害義援

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST
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金に使いますので、ぜひご協力をよろしくお
願いします。
　沖会員の奥さまの伸歩子様が、がま口と眼
鏡ケースを作ってくださいました。１個1,000円
で販売しますので、お買い上げをよろしくお
願いします。
◇12月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　松岡　英雄　　前川美智子　　永　光男
　佐野　博三　　竹村　克彦　　前田　　博
　近森　淳二

 ● 配偶者誕生日
　別役　久美　　蕗　　邦雄　　中越　由紀
　西山　加南
 ● 家庭記念日
　寺尾　正生　　柳澤　光秋　　宇津木達也
　佐野　博三　　西森　良文
 ● 入会記念日
　髙橋　卓弥　　安岡　大典　　水上　　元
　早瀬　源慶
◇幹　事　報　告
・来週は、柳澤ガバナー公式訪問です。例会

終了後、写真撮影を行いますので、身だし
なみを整えるようお願いします。

◎職業奉仕委員会（発表：森田委員長）
・今年度、前期に入会さ

れた方は２名。７月11
日、川端信一郎さん、
職業分類は損害保険。
11月８日、西森　大さ
ん、職業分類は給排水

工事。お二人に四つのテストの綱領と四つ
の反省を配付しました。

・来年２月21日㈬、職場例会を県立牧野植物
園で行います。水上園長の推薦により、牧野
富太郎博士に大変造詣の深い、里見和彦様に
お話を伺います。交通手段等は年明けにまと
めますので、多くの参加をお願いします。
◎社会奉仕委員会（発表：福岡委員長）

・７月２日㈰、浦戸湾七
河川一斉清掃に会員、
家族、31人で作業を行
いました。

・７月12日、11月22日、
２回の奉仕プロジェク

ト委員会に出席。
・11月22日、例会で、段ボールで作る災害時

に役立つ簡易トイレを皆さんで組み立て
て、災害に対する認識を少しは高めていた
だいたかなと思います。

・12月15日㈮、年末防犯キャンペーンとして、
振り込め詐欺防止キャンペーンを行います。

・12月16日㈯、奉仕プロジェクトによるおむ
つバンクのキャンペーンに協力する。

◎国際奉仕委員会（発表：水上委員長）
・短期交換留学生の受け入れについては、既

に終了。前川会員、中
澤さん（窪田会員の関
係）のお二人のご協力
を得ました。

・長期交換留学生の受け
入れは、来年５月から

２カ月間、石川会員に受け入れていただき
ます。

・短期交換学生の派遣は１名、中澤さんの息
子さんを派遣、帰国報告も終了。

　この３点については、順調に進行していま
す。あと、外国人の方に講話の検討について
は、まだ具体化はしていません。書き損じハ
ガキのユネスコへの寄付について、ご協力を
お願いします。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

◎青少年奉仕委員会（発表：別役委員長）
・インターアクト、ロー

ターアクト、LYRAへ
の支援について。

　今年度、西ローターア
クトが地区代表になって
いる関係で、会合等への

支援を行っていきたい。うちのクラブは特に
LYRAを中心に、受講生を送っています。今
年度は３月22日から25日まで、LYRAセミ
ナーが開催され、2名の受講生を送りたいと
思いますので、ご協力をお願いします。
　本年度は特別にジャパンLYRAが５月24日
から27日まで開催されます。2680、2670地区
が担当し、日本全国から受講生を招へいしま

す。これにも当クラブから受講生を送れたら
と考えています。
◎クラブ奉仕委員会（発表：寺尾委員長）

　職業奉仕、社会奉仕、
国際奉仕、青少年奉仕、
前期の課題である活動を
つつがなく、素晴らしい
形でこなしていただきま
した。残った後期に向け

て、東ロータリーのクラブ奉仕として、和を
もって貴きとなすという形に、さらにもって
いきたいと思います。
　計画としては、来年早い時期に各委員長さ
んとの懇談会を持ち、さらに東ＲＣの活動が
活発になるよう努力していきたいと思います。

12月６日

11月22日

総数
－3 59
－3 59

出席
44
42

欠席
1
0

メイク
アップ HC出席率

74.58％

71.19％

出席率
98.21％

100％

11
14

◇出席率報告

 ● 石川　健　昨日、内子でゴルフ、雪、ミゾ
レで寒い１日でした。夜は松山へ入り、忘年
会を楽しんできました。皆さん、チビニコも
よろしくお願いします。来春の水曜会バザー
の協力よろしくお願いします。　　
 ● 土居祐三　次年度の準備が着々と進んでい
ます。早くもこの席を追い出されるようでち
ょっと寂しい感じ！
 ● 松本隆之　次年度、役員、理事の皆さま方、
快くお引き受けいただき、誠にありがとうご
ざいました。よろしくお願いいたします。
 ● 福岡満喜子　地区大会写真たくさんありが
とうございました。
 ● 西森やよい　高知「おむつバンク」で検索
すると、いくつかイベントがヒットします。
前川さんのご尽力で、たくさん後援していた
だけることになり、それらの機関がネットに
イベント告知してくださっているようです。
ありがたいです。　
 ● 寺尾正生　家庭記念日ありがとうございま
した。前川さん、浦田さん、写真ありがとう
ございました。

 ● 前川美智子　寺尾副会長、松本副幹事、ロ
ータリー財団研修、新居浜行き大変お世話に
なりありがとうございました。お誕生日のプ
レゼントありがとうございました。中身何か
しら？楽しみです。
 ● 森田康子　記念品、ありがとうございまし
た。誕生日の前祝いに、今年は沖縄へ行って
きました。約450年繁栄した琉球王国の素晴
らしい文化に感動しました。
 ● 前田　博　誕生祝いのお礼。
 ● 松岡英雄　誕生日のお礼。
 ● 竹村克彦　56歳誕生祝いのお礼。
 ● 永光男　誕生日のお礼3,000円。クラブゴ
ルフコンペの賞品のお礼も併せて2,000円。
 ● 佐野博三　家庭記念、誕生祝い、続けてあ
りがとうございます。結婚式からちょうど54
年。年は100年まで残り21年となりました。
頑張ります。よろしく。
 ● 柳澤光秋　家庭記念日お礼。
 ● 西森良文　家庭記念祝いありがとうござい
ます。ちょっとはいいことしようと思います。
 ● 水上　元　入会３年目の記念品をいただき
ました。ありがとうございました。
 ● 早瀬源慶　いつの間にか39年、創立10周年
記念に入会したので、来年大台です。
 ● サロンイースト協力金として　　

◇五大奉仕中間発表

◇年　次　総　会

議長　ただ今から年次総会を開催いたします。
高知東ロータリークラブ細則第３条・役員の
任務、第１節により、議長は会長が務めるこ
とになっていますので、私が務めさせていた
だきます。細則により、総会は会員総数の３
分の１以上の出席を要するとなっています。
本日、会員総数59名のうち42名の出席で３分
の１以上の出席で、本総会は成立することを
ご報告します。
　本日の議案は２件です。第１号議案は、
次々年度（2019－20年度）の会長選任の件。
第２号議案は次年度の役員・理事承認の件で
す。
　まず、第１号議案、次々年度の会長選任の
件です。立候補される方はいらっしゃいます
か。どなたか推薦をしていただける方はいま
せんでしょうか。
　11月８日、パスト会長会を開催しました。
パスト会長会は任意団体ですが会長経験者14
名で組織され、そこで推薦をいただいていま
す。
　前川美智子会員（入会2002年１月16日、在
籍年数15年）です。ご賛同いただけます方は
挙手をお願いいたします。
（全員賛同の挙手）

議長　ありがとうございました。全員の賛同
をいただきましたので、2019－2020年度会長
に前川美智子会員が選出されました。おめで
とうございます。
　それでは、前川さん、ひと言お願いします。

前川美智子次々期会長挨拶
　ただ今、ご承認いただ
きありがとうございます。
　地区大会の前でした
か、石川会長から「前川
さん、話がある。日曜市
の榧の森に行きたい」と

電話がありました。昨年、石川会長の酒井建
設さん、40周年の記念イベントがあって、そ
の記念品として榧のまな板を使っていただい
た経緯がありますので、今度は何かしらと
思って日曜市でお目にかかることにしまし
た。
　約束の１時前に石川会長にお会いしたら、
日曜日なのに背広を着てネクタイをして、
ちゃんとした格好で来てくださって、「何で
すか？」って言ったら時計を見て「まだ少し
時間があるから」とおっしゃるので、どなた
かをご紹介してくださるのかと、まだまな板
のことから頭が離れませんでした。
　時間になって寺尾副会長も同じく背広にネ
クタイで来られて驚きました。お話を伺っ
て、本当にありがたく光栄に思ったことでし
た。ただ、この決意には随分迷いました。ご
相談もさせていただきましたし、何度か足も
運んでいただきました。
　一番、背中を押していただいた福岡満喜子
さん。福岡さんと一緒にこの東ＲＣに入会さ
せていただいたのが15年前です。なので、私
の夢とかあこがれの人、女性であって、福岡
満喜子さんとならという思いがあって、一緒

に協力してくださるということで、エールを
いただいて決心しました。
　歴代会長や石川会長、寺尾副会長を見習い
ながら、これから２年間学んでいきたいと思
います。頼りがいのない者ですけど、どうか
よろしくお願いいたします。

議長　次に第２号議案、次年度の役員並びに
理事承認の件です。寺尾副会長よろしくお願
いします。

寺尾副会長　クラブ細則第４条におきまし
て、次年度の役員及び理事を12月中に行わな
ければならないということになっていますの
で、発表させていただきます。今年は地区大
会、次年度は50周年の記念大会と大きな行事
が続きます。その中で、今年はそれぞれの皆
さまが非常に活躍していただきました。来年

にもいろんなことをお願いしなければならな
いということで、松本副幹事とも相談しまし
て、理事（案）を決定させていただきました。
　会計・浦田健治、ＳＡＡ・松野宏司、職業
奉仕・猿田隆夫、社会奉仕･吉永光男、青少
年奉仕・西内俊介、国際奉仕・中平真理子と
して、来年度決定して頑張っていきたいと思
います。よろしくお願いします。

議長　それでは、次年度役員、理事承認の件
に賛同の方は挙手をお願いいたします。
（全員賛同の挙手）

議長　ありがとうございます。全員の賛同を
いただきましたので、第２号議案、次年度役
員、理事の件は承認されました。
　以上で年次総会を終了いたします。ご協力
ありがとうございました。

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
923,190円

53,200円

976,390円

9,978円

1,560円

11,538円

933,168円

54,760円

987,928円

チビニコ 合　計

12月６日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
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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本日　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

次週　12月20日㈬ 18：30  ラ・ヴィータ

　　　 　忘　　年　　夜　　間　　例　　会

第2360回　例会報告／平成29年12月６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

　皆さん、こんにちは。
昨日、内子のゴルフクラ
ブへゴルフに行っていま
したが、雪に霙と大変な
目に遭いました。それか
ら松山へ入って向こうの

会社で忘年会をしましたが、どうも今夜は雪
のようで、一泊して高速道路が閉鎖したら寺
尾副会長に頼まないといけないと思っていま
したが、何とか晴れて帰ってきました。
　本日は、水曜会から新年のバザーの案内に
見えています。
　９月13日、14日の情報集会の報告をさせて
いただきます。
・各委員会の例会における役割、存在感が希

薄になっていることを危惧している。奉仕
活動が弱いのか、もう一度学ぶ必要がある。

・例会でも積極的に隣の方と話をしましょう。
（入って２、３年は隣の人がどんな人か、
なかなか聞き辛い。先輩から積極的に話し
かけて欲しい）

・昔は酒席で、新人が全員についで回ること
があったが、今は余りない。

・少数人数の情報集会を頻度を上げて開けば
よい。

・月２回の例会にするとライオンズと変わり

なくなる。
・派閥がない良いクラブである。
・２代目の入会が少ない。
・ＳＡＡの山村さんの発表が評判が良い。
　３週にわたって、情報集会の報告をさせて
いただきました。役員会、理事会で良い案を
取り上げて改善していきたいと思います。ま
た、随行で行かれて気がついたことがあれば、
幹事まで上げていただきたいと思います。役
員の席が必要ないときは、会長、幹事が別の
席で食事をすることは現在もしています。
　本日は、五大奉仕の中間発表。点鐘の後、
総会を開きますのでよろしくお願いします。
◇国際奉仕委員会より
　長期交換留学生として派遣されている武智
さんから、８月以降、毎月報告書が届いてい
ます。今後、毎月回覧しますのでご覧くださ
い。
◇水曜会よりバザーのご案内
　先日は、地区
大会本当にお疲
れ様でした。大
盛況でおめでと
うございます。
水曜会の皆さま
はじめ所属していない奥さまにもご協力いた
だき、本当にありがとうございました。少し
でもお手伝いができたことを嬉しく思います。
　来年１月14日、大丸前にてバザーを行う予
定です。市役所前の花壇のお花代と災害義援
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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

金に使いますので、ぜひご協力をよろしくお
願いします。
　沖会員の奥さまの伸歩子様が、がま口と眼
鏡ケースを作ってくださいました。１個1,000円
で販売しますので、お買い上げをよろしくお
願いします。
◇12月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　松岡　英雄　　前川美智子　　永　光男
　佐野　博三　　竹村　克彦　　前田　　博
　近森　淳二

 ● 配偶者誕生日
　別役　久美　　蕗　　邦雄　　中越　由紀
　西山　加南
 ● 家庭記念日
　寺尾　正生　　柳澤　光秋　　宇津木達也
　佐野　博三　　西森　良文
 ● 入会記念日
　髙橋　卓弥　　安岡　大典　　水上　　元
　早瀬　源慶
◇幹　事　報　告
・来週は、柳澤ガバナー公式訪問です。例会

終了後、写真撮影を行いますので、身だし
なみを整えるようお願いします。

◎職業奉仕委員会（発表：森田委員長）
・今年度、前期に入会さ

れた方は２名。７月11
日、川端信一郎さん、
職業分類は損害保険。
11月８日、西森　大さ
ん、職業分類は給排水

工事。お二人に四つのテストの綱領と四つ
の反省を配付しました。

・来年２月21日㈬、職場例会を県立牧野植物
園で行います。水上園長の推薦により、牧野
富太郎博士に大変造詣の深い、里見和彦様に
お話を伺います。交通手段等は年明けにまと
めますので、多くの参加をお願いします。
◎社会奉仕委員会（発表：福岡委員長）

・７月２日㈰、浦戸湾七
河川一斉清掃に会員、
家族、31人で作業を行
いました。

・７月12日、11月22日、
２回の奉仕プロジェク

ト委員会に出席。
・11月22日、例会で、段ボールで作る災害時

に役立つ簡易トイレを皆さんで組み立て
て、災害に対する認識を少しは高めていた
だいたかなと思います。

・12月15日㈮、年末防犯キャンペーンとして、
振り込め詐欺防止キャンペーンを行います。

・12月16日㈯、奉仕プロジェクトによるおむ
つバンクのキャンペーンに協力する。

◎国際奉仕委員会（発表：水上委員長）
・短期交換留学生の受け入れについては、既

に終了。前川会員、中
澤さん（窪田会員の関
係）のお二人のご協力
を得ました。

・長期交換留学生の受け
入れは、来年５月から

２カ月間、石川会員に受け入れていただき
ます。

・短期交換学生の派遣は１名、中澤さんの息
子さんを派遣、帰国報告も終了。

　この３点については、順調に進行していま
す。あと、外国人の方に講話の検討について
は、まだ具体化はしていません。書き損じハ
ガキのユネスコへの寄付について、ご協力を
お願いします。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

◎青少年奉仕委員会（発表：別役委員長）
・インターアクト、ロー

ターアクト、LYRAへ
の支援について。

　今年度、西ローターア
クトが地区代表になって
いる関係で、会合等への

支援を行っていきたい。うちのクラブは特に
LYRAを中心に、受講生を送っています。今
年度は３月22日から25日まで、LYRAセミ
ナーが開催され、2名の受講生を送りたいと
思いますので、ご協力をお願いします。
　本年度は特別にジャパンLYRAが５月24日
から27日まで開催されます。2680、2670地区
が担当し、日本全国から受講生を招へいしま

す。これにも当クラブから受講生を送れたら
と考えています。
◎クラブ奉仕委員会（発表：寺尾委員長）

　職業奉仕、社会奉仕、
国際奉仕、青少年奉仕、
前期の課題である活動を
つつがなく、素晴らしい
形でこなしていただきま
した。残った後期に向け

て、東ロータリーのクラブ奉仕として、和を
もって貴きとなすという形に、さらにもって
いきたいと思います。
　計画としては、来年早い時期に各委員長さ
んとの懇談会を持ち、さらに東ＲＣの活動が
活発になるよう努力していきたいと思います。

12月６日

11月22日

総数
－3 59
－3 59

出席
44
42

欠席
1
0

メイク
アップ HC出席率

74.58％

71.19％

出席率
98.21％

100％

11
14

◇出席率報告

 ● 石川　健　昨日、内子でゴルフ、雪、ミゾ
レで寒い１日でした。夜は松山へ入り、忘年
会を楽しんできました。皆さん、チビニコも
よろしくお願いします。来春の水曜会バザー
の協力よろしくお願いします。　　
 ● 土居祐三　次年度の準備が着々と進んでい
ます。早くもこの席を追い出されるようでち
ょっと寂しい感じ！
 ● 松本隆之　次年度、役員、理事の皆さま方、
快くお引き受けいただき、誠にありがとうご
ざいました。よろしくお願いいたします。
 ● 福岡満喜子　地区大会写真たくさんありが
とうございました。
 ● 西森やよい　高知「おむつバンク」で検索
すると、いくつかイベントがヒットします。
前川さんのご尽力で、たくさん後援していた
だけることになり、それらの機関がネットに
イベント告知してくださっているようです。
ありがたいです。　
 ● 寺尾正生　家庭記念日ありがとうございま
した。前川さん、浦田さん、写真ありがとう
ございました。

 ● 前川美智子　寺尾副会長、松本副幹事、ロ
ータリー財団研修、新居浜行き大変お世話に
なりありがとうございました。お誕生日のプ
レゼントありがとうございました。中身何か
しら？楽しみです。
 ● 森田康子　記念品、ありがとうございまし
た。誕生日の前祝いに、今年は沖縄へ行って
きました。約450年繁栄した琉球王国の素晴
らしい文化に感動しました。
 ● 前田　博　誕生祝いのお礼。
 ● 松岡英雄　誕生日のお礼。
 ● 竹村克彦　56歳誕生祝いのお礼。
 ● 永光男　誕生日のお礼3,000円。クラブゴ
ルフコンペの賞品のお礼も併せて2,000円。
 ● 佐野博三　家庭記念、誕生祝い、続けてあ
りがとうございます。結婚式からちょうど54
年。年は100年まで残り21年となりました。
頑張ります。よろしく。
 ● 柳澤光秋　家庭記念日お礼。
 ● 西森良文　家庭記念祝いありがとうござい
ます。ちょっとはいいことしようと思います。
 ● 水上　元　入会３年目の記念品をいただき
ました。ありがとうございました。
 ● 早瀬源慶　いつの間にか39年、創立10周年
記念に入会したので、来年大台です。
 ● サロンイースト協力金として　　

◇五大奉仕中間発表

◇年　次　総　会

議長　ただ今から年次総会を開催いたします。
高知東ロータリークラブ細則第３条・役員の
任務、第１節により、議長は会長が務めるこ
とになっていますので、私が務めさせていた
だきます。細則により、総会は会員総数の３
分の１以上の出席を要するとなっています。
本日、会員総数59名のうち42名の出席で３分
の１以上の出席で、本総会は成立することを
ご報告します。
　本日の議案は２件です。第１号議案は、
次々年度（2019－20年度）の会長選任の件。
第２号議案は次年度の役員・理事承認の件で
す。
　まず、第１号議案、次々年度の会長選任の
件です。立候補される方はいらっしゃいます
か。どなたか推薦をしていただける方はいま
せんでしょうか。
　11月８日、パスト会長会を開催しました。
パスト会長会は任意団体ですが会長経験者14
名で組織され、そこで推薦をいただいていま
す。
　前川美智子会員（入会2002年１月16日、在
籍年数15年）です。ご賛同いただけます方は
挙手をお願いいたします。
（全員賛同の挙手）

議長　ありがとうございました。全員の賛同
をいただきましたので、2019－2020年度会長
に前川美智子会員が選出されました。おめで
とうございます。
　それでは、前川さん、ひと言お願いします。

前川美智子次々期会長挨拶
　ただ今、ご承認いただ
きありがとうございます。
　地区大会の前でした
か、石川会長から「前川
さん、話がある。日曜市
の榧の森に行きたい」と

電話がありました。昨年、石川会長の酒井建
設さん、40周年の記念イベントがあって、そ
の記念品として榧のまな板を使っていただい
た経緯がありますので、今度は何かしらと
思って日曜市でお目にかかることにしまし
た。
　約束の１時前に石川会長にお会いしたら、
日曜日なのに背広を着てネクタイをして、
ちゃんとした格好で来てくださって、「何で
すか？」って言ったら時計を見て「まだ少し
時間があるから」とおっしゃるので、どなた
かをご紹介してくださるのかと、まだまな板
のことから頭が離れませんでした。
　時間になって寺尾副会長も同じく背広にネ
クタイで来られて驚きました。お話を伺っ
て、本当にありがたく光栄に思ったことでし
た。ただ、この決意には随分迷いました。ご
相談もさせていただきましたし、何度か足も
運んでいただきました。
　一番、背中を押していただいた福岡満喜子
さん。福岡さんと一緒にこの東ＲＣに入会さ
せていただいたのが15年前です。なので、私
の夢とかあこがれの人、女性であって、福岡
満喜子さんとならという思いがあって、一緒

に協力してくださるということで、エールを
いただいて決心しました。
　歴代会長や石川会長、寺尾副会長を見習い
ながら、これから２年間学んでいきたいと思
います。頼りがいのない者ですけど、どうか
よろしくお願いいたします。

議長　次に第２号議案、次年度の役員並びに
理事承認の件です。寺尾副会長よろしくお願
いします。

寺尾副会長　クラブ細則第４条におきまし
て、次年度の役員及び理事を12月中に行わな
ければならないということになっていますの
で、発表させていただきます。今年は地区大
会、次年度は50周年の記念大会と大きな行事
が続きます。その中で、今年はそれぞれの皆
さまが非常に活躍していただきました。来年

にもいろんなことをお願いしなければならな
いということで、松本副幹事とも相談しまし
て、理事（案）を決定させていただきました。
　会計・浦田健治、ＳＡＡ・松野宏司、職業
奉仕・猿田隆夫、社会奉仕･吉永光男、青少
年奉仕・西内俊介、国際奉仕・中平真理子と
して、来年度決定して頑張っていきたいと思
います。よろしくお願いします。

議長　それでは、次年度役員、理事承認の件
に賛同の方は挙手をお願いいたします。
（全員賛同の挙手）

議長　ありがとうございます。全員の賛同を
いただきましたので、第２号議案、次年度役
員、理事の件は承認されました。
　以上で年次総会を終了いたします。ご協力
ありがとうございました。

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
923,190円

53,200円

976,390円

9,978円

1,560円

11,538円

933,168円

54,760円

987,928円

チビニコ 合　計

12月６日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
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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本日　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

次週　12月20日㈬ 18：30  ラ・ヴィータ

　　　 　忘　　年　　夜　　間　　例　　会

第2360回　例会報告／平成29年12月６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

　皆さん、こんにちは。
昨日、内子のゴルフクラ
ブへゴルフに行っていま
したが、雪に霙と大変な
目に遭いました。それか
ら松山へ入って向こうの

会社で忘年会をしましたが、どうも今夜は雪
のようで、一泊して高速道路が閉鎖したら寺
尾副会長に頼まないといけないと思っていま
したが、何とか晴れて帰ってきました。
　本日は、水曜会から新年のバザーの案内に
見えています。
　９月13日、14日の情報集会の報告をさせて
いただきます。
・各委員会の例会における役割、存在感が希

薄になっていることを危惧している。奉仕
活動が弱いのか、もう一度学ぶ必要がある。

・例会でも積極的に隣の方と話をしましょう。
（入って２、３年は隣の人がどんな人か、
なかなか聞き辛い。先輩から積極的に話し
かけて欲しい）

・昔は酒席で、新人が全員についで回ること
があったが、今は余りない。

・少数人数の情報集会を頻度を上げて開けば
よい。

・月２回の例会にするとライオンズと変わり

なくなる。
・派閥がない良いクラブである。
・２代目の入会が少ない。
・ＳＡＡの山村さんの発表が評判が良い。
　３週にわたって、情報集会の報告をさせて
いただきました。役員会、理事会で良い案を
取り上げて改善していきたいと思います。ま
た、随行で行かれて気がついたことがあれば、
幹事まで上げていただきたいと思います。役
員の席が必要ないときは、会長、幹事が別の
席で食事をすることは現在もしています。
　本日は、五大奉仕の中間発表。点鐘の後、
総会を開きますのでよろしくお願いします。
◇国際奉仕委員会より
　長期交換留学生として派遣されている武智
さんから、８月以降、毎月報告書が届いてい
ます。今後、毎月回覧しますのでご覧くださ
い。
◇水曜会よりバザーのご案内
　先日は、地区
大会本当にお疲
れ様でした。大
盛況でおめでと
うございます。
水曜会の皆さま
はじめ所属していない奥さまにもご協力いた
だき、本当にありがとうございました。少し
でもお手伝いができたことを嬉しく思います。
　来年１月14日、大丸前にてバザーを行う予
定です。市役所前の花壇のお花代と災害義援
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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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金に使いますので、ぜひご協力をよろしくお
願いします。
　沖会員の奥さまの伸歩子様が、がま口と眼
鏡ケースを作ってくださいました。１個1,000円
で販売しますので、お買い上げをよろしくお
願いします。
◇12月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　松岡　英雄　　前川美智子　　永　光男
　佐野　博三　　竹村　克彦　　前田　　博
　近森　淳二

 ● 配偶者誕生日
　別役　久美　　蕗　　邦雄　　中越　由紀
　西山　加南
 ● 家庭記念日
　寺尾　正生　　柳澤　光秋　　宇津木達也
　佐野　博三　　西森　良文
 ● 入会記念日
　髙橋　卓弥　　安岡　大典　　水上　　元
　早瀬　源慶
◇幹　事　報　告
・来週は、柳澤ガバナー公式訪問です。例会

終了後、写真撮影を行いますので、身だし
なみを整えるようお願いします。

◎職業奉仕委員会（発表：森田委員長）
・今年度、前期に入会さ

れた方は２名。７月11
日、川端信一郎さん、
職業分類は損害保険。
11月８日、西森　大さ
ん、職業分類は給排水

工事。お二人に四つのテストの綱領と四つ
の反省を配付しました。

・来年２月21日㈬、職場例会を県立牧野植物
園で行います。水上園長の推薦により、牧野
富太郎博士に大変造詣の深い、里見和彦様に
お話を伺います。交通手段等は年明けにまと
めますので、多くの参加をお願いします。
◎社会奉仕委員会（発表：福岡委員長）

・７月２日㈰、浦戸湾七
河川一斉清掃に会員、
家族、31人で作業を行
いました。

・７月12日、11月22日、
２回の奉仕プロジェク

ト委員会に出席。
・11月22日、例会で、段ボールで作る災害時

に役立つ簡易トイレを皆さんで組み立て
て、災害に対する認識を少しは高めていた
だいたかなと思います。

・12月15日㈮、年末防犯キャンペーンとして、
振り込め詐欺防止キャンペーンを行います。

・12月16日㈯、奉仕プロジェクトによるおむ
つバンクのキャンペーンに協力する。

◎国際奉仕委員会（発表：水上委員長）
・短期交換留学生の受け入れについては、既

に終了。前川会員、中
澤さん（窪田会員の関
係）のお二人のご協力
を得ました。

・長期交換留学生の受け
入れは、来年５月から

２カ月間、石川会員に受け入れていただき
ます。

・短期交換学生の派遣は１名、中澤さんの息
子さんを派遣、帰国報告も終了。

　この３点については、順調に進行していま
す。あと、外国人の方に講話の検討について
は、まだ具体化はしていません。書き損じハ
ガキのユネスコへの寄付について、ご協力を
お願いします。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

◎青少年奉仕委員会（発表：別役委員長）
・インターアクト、ロー

ターアクト、LYRAへ
の支援について。

　今年度、西ローターア
クトが地区代表になって
いる関係で、会合等への

支援を行っていきたい。うちのクラブは特に
LYRAを中心に、受講生を送っています。今
年度は３月22日から25日まで、LYRAセミ
ナーが開催され、2名の受講生を送りたいと
思いますので、ご協力をお願いします。
　本年度は特別にジャパンLYRAが５月24日
から27日まで開催されます。2680、2670地区
が担当し、日本全国から受講生を招へいしま

す。これにも当クラブから受講生を送れたら
と考えています。
◎クラブ奉仕委員会（発表：寺尾委員長）

　職業奉仕、社会奉仕、
国際奉仕、青少年奉仕、
前期の課題である活動を
つつがなく、素晴らしい
形でこなしていただきま
した。残った後期に向け

て、東ロータリーのクラブ奉仕として、和を
もって貴きとなすという形に、さらにもって
いきたいと思います。
　計画としては、来年早い時期に各委員長さ
んとの懇談会を持ち、さらに東ＲＣの活動が
活発になるよう努力していきたいと思います。
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◇出席率報告

 ● 石川　健　昨日、内子でゴルフ、雪、ミゾ
レで寒い１日でした。夜は松山へ入り、忘年
会を楽しんできました。皆さん、チビニコも
よろしくお願いします。来春の水曜会バザー
の協力よろしくお願いします。　　
 ● 土居祐三　次年度の準備が着々と進んでい
ます。早くもこの席を追い出されるようでち
ょっと寂しい感じ！
 ● 松本隆之　次年度、役員、理事の皆さま方、
快くお引き受けいただき、誠にありがとうご
ざいました。よろしくお願いいたします。
 ● 福岡満喜子　地区大会写真たくさんありが
とうございました。
 ● 西森やよい　高知「おむつバンク」で検索
すると、いくつかイベントがヒットします。
前川さんのご尽力で、たくさん後援していた
だけることになり、それらの機関がネットに
イベント告知してくださっているようです。
ありがたいです。　
 ● 寺尾正生　家庭記念日ありがとうございま
した。前川さん、浦田さん、写真ありがとう
ございました。

 ● 前川美智子　寺尾副会長、松本副幹事、ロ
ータリー財団研修、新居浜行き大変お世話に
なりありがとうございました。お誕生日のプ
レゼントありがとうございました。中身何か
しら？楽しみです。
 ● 森田康子　記念品、ありがとうございまし
た。誕生日の前祝いに、今年は沖縄へ行って
きました。約450年繁栄した琉球王国の素晴
らしい文化に感動しました。
 ● 前田　博　誕生祝いのお礼。
 ● 松岡英雄　誕生日のお礼。
 ● 竹村克彦　56歳誕生祝いのお礼。
 ● 永光男　誕生日のお礼3,000円。クラブゴ
ルフコンペの賞品のお礼も併せて2,000円。
 ● 佐野博三　家庭記念、誕生祝い、続けてあ
りがとうございます。結婚式からちょうど54
年。年は100年まで残り21年となりました。
頑張ります。よろしく。
 ● 柳澤光秋　家庭記念日お礼。
 ● 西森良文　家庭記念祝いありがとうござい
ます。ちょっとはいいことしようと思います。
 ● 水上　元　入会３年目の記念品をいただき
ました。ありがとうございました。
 ● 早瀬源慶　いつの間にか39年、創立10周年
記念に入会したので、来年大台です。
 ● サロンイースト協力金として　　

◇五大奉仕中間発表

◇年　次　総　会

議長　ただ今から年次総会を開催いたします。
高知東ロータリークラブ細則第３条・役員の
任務、第１節により、議長は会長が務めるこ
とになっていますので、私が務めさせていた
だきます。細則により、総会は会員総数の３
分の１以上の出席を要するとなっています。
本日、会員総数59名のうち42名の出席で３分
の１以上の出席で、本総会は成立することを
ご報告します。
　本日の議案は２件です。第１号議案は、
次々年度（2019－20年度）の会長選任の件。
第２号議案は次年度の役員・理事承認の件で
す。
　まず、第１号議案、次々年度の会長選任の
件です。立候補される方はいらっしゃいます
か。どなたか推薦をしていただける方はいま
せんでしょうか。
　11月８日、パスト会長会を開催しました。
パスト会長会は任意団体ですが会長経験者14
名で組織され、そこで推薦をいただいていま
す。
　前川美智子会員（入会2002年１月16日、在
籍年数15年）です。ご賛同いただけます方は
挙手をお願いいたします。
（全員賛同の挙手）

議長　ありがとうございました。全員の賛同
をいただきましたので、2019－2020年度会長
に前川美智子会員が選出されました。おめで
とうございます。
　それでは、前川さん、ひと言お願いします。

前川美智子次々期会長挨拶
　ただ今、ご承認いただ
きありがとうございます。
　地区大会の前でした
か、石川会長から「前川
さん、話がある。日曜市
の榧の森に行きたい」と

電話がありました。昨年、石川会長の酒井建
設さん、40周年の記念イベントがあって、そ
の記念品として榧のまな板を使っていただい
た経緯がありますので、今度は何かしらと
思って日曜市でお目にかかることにしまし
た。
　約束の１時前に石川会長にお会いしたら、
日曜日なのに背広を着てネクタイをして、
ちゃんとした格好で来てくださって、「何で
すか？」って言ったら時計を見て「まだ少し
時間があるから」とおっしゃるので、どなた
かをご紹介してくださるのかと、まだまな板
のことから頭が離れませんでした。
　時間になって寺尾副会長も同じく背広にネ
クタイで来られて驚きました。お話を伺っ
て、本当にありがたく光栄に思ったことでし
た。ただ、この決意には随分迷いました。ご
相談もさせていただきましたし、何度か足も
運んでいただきました。
　一番、背中を押していただいた福岡満喜子
さん。福岡さんと一緒にこの東ＲＣに入会さ
せていただいたのが15年前です。なので、私
の夢とかあこがれの人、女性であって、福岡
満喜子さんとならという思いがあって、一緒

に協力してくださるということで、エールを
いただいて決心しました。
　歴代会長や石川会長、寺尾副会長を見習い
ながら、これから２年間学んでいきたいと思
います。頼りがいのない者ですけど、どうか
よろしくお願いいたします。

議長　次に第２号議案、次年度の役員並びに
理事承認の件です。寺尾副会長よろしくお願
いします。

寺尾副会長　クラブ細則第４条におきまし
て、次年度の役員及び理事を12月中に行わな
ければならないということになっていますの
で、発表させていただきます。今年は地区大
会、次年度は50周年の記念大会と大きな行事
が続きます。その中で、今年はそれぞれの皆
さまが非常に活躍していただきました。来年

にもいろんなことをお願いしなければならな
いということで、松本副幹事とも相談しまし
て、理事（案）を決定させていただきました。
　会計・浦田健治、ＳＡＡ・松野宏司、職業
奉仕・猿田隆夫、社会奉仕･吉永光男、青少
年奉仕・西内俊介、国際奉仕・中平真理子と
して、来年度決定して頑張っていきたいと思
います。よろしくお願いします。

議長　それでは、次年度役員、理事承認の件
に賛同の方は挙手をお願いいたします。
（全員賛同の挙手）

議長　ありがとうございます。全員の賛同を
いただきましたので、第２号議案、次年度役
員、理事の件は承認されました。
　以上で年次総会を終了いたします。ご協力
ありがとうございました。
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12月６日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
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


