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本日　１月10日㈬ 18：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　時　　間　　変　　更　　例　　会

次週　１月17日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「シェルドンが職業奉仕（service）哲学を唱えて110年たった」

職業奉仕委員会 浦田　健治 会員

第2362回　例会報告／平成29年12月20日　天候　晴　忘年夜間例会

◇ロータリーソング
  「きよしこのよる」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんばんは。
会長職もやっと半分が終
わりました。先ほど、パ
スト会長のお一人が「１
年が早いね」と言われま
したが、私はこれほど長

い半年はありませんでした。
　今日は水曜会の皆さま、ご家族の皆さま、
留学生のレイチェルさん、ホストファミリー
の森さん、ようこそいらっしゃいました。
　この半年で一番大きな行事は、やはり11月
17日からの地区大会でした。本当にお疲れ様
でした。会員の皆さまはもとより、水曜会の
皆さま、会員の奥さま、女性会員の皆さま、
お一人お一人の力が結集されて大会は成功裏
に終わりました。特に、晩餐会、地区大会の
お出迎え、懇親会では水曜会を中心に、20名
近い皆さんが着物姿でお出迎えをしていただ
き、まぶしい限りでした。柳澤ガバナーにお
聞きしますと、東京での会でもこれほどのお
出迎えはないとお褒めいただいたとのことで
す。ありがとうございました。
　12月６日の年次総会で、2019－20年度の会
長に前川美智子会員が決定しました。この年
度は東クラブの50年が過ぎた次の年で、新た
な50年のスタートの年になります。名誉ある
スタートの年に、東クラブ始まって以来の女

性会長が誕生します。パスト会長会で前川さ
んが候補になってから２週間かかって口説き
ました。女性を口説いた経験のない私と、経
験豊富な寺尾副会長の２人で、必死でお話し
ました。最終的には快くお引き受けいただき
ました。女性の力で引っ張っていただきたい
と思います。
　来年は、記念すべき50周年です。後日、沖
実行委員長より、詳細について発表していた
だきます。また、12月16日にはおむつバンク
の立ち上げが行われ、記念のシンポジウムが
自由民権記念館で、西森やよい会員、福岡委
員長のもと開催されました。高知新聞にも記
事を載せていただきました。
　本日の余興は、水曜会、女性会員、男性会
員４人でフラダンスをご披露します。
◇お客様（敬称略）
・名誉会員
　山﨑　敏朗
・ご家族
　石川　博子　　沖　伸歩子　　猿田　静子
　関　紀久子　　寺尾　幸子　　寺村みゆき
　土居　紀代　　永野　雅子　　西内　恵子
　西森　美和　　西山加奈子　　別役　佳代
　松野　壽子　　柳澤　順子
・ピアノ伴奏　　小笠原貴美子
・長期交換留学生
　レイチェル・リントン さん
・ホストファミリー
　森　恒一郎 氏（高知ＲＣ）

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

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

◇水曜会へ寄付金の贈呈

◇ピアノ伴奏の
　小笠原貴美子さんに
　お礼をお渡ししました。

◇ロータリー財団委員会より
　12月16日、自由民権記
念館で無事に、高知おむ
つバンクキックオフイベ
ン ト 、 シ ン ポ ジ ウ ム
「困っている子どもたち
について考えよう」を開

催させていただきました。高知新聞さんも取
材に来てくださいました。土佐市の社会福祉
協議会の方から、土佐市は社協で集めましょ
うかという申し出がありましたし、みそのベ
ビーホームにもチラシを見た方からおむつの
寄付があったということです。ささやかです
が種がまけたかなと、少しは形になるのかな
と思っています。
　今回のイベントでは、お忙しい中、当日も
多くの方に来ていただき、会場設営、司会、
進行、挨拶等々もしていただきました。ま
た、ここに至るまでにも水曜会の方から励ま
しの言葉やアドバイスをいただきました。こ
の場を借りて感謝申し上げます。本当にあり
がとうございました。
◇創立50周年実行委員会より

　先ほどの理事会で、来
年10月８日㈪に50周年記
念事業の開催が決定しま
した。
　テーマの候補として何
点か挙げていただきまし

たが、独断と偏見で、寺村副実行委員長の思
い入れのある、東クラブだけでなく、地域も
含めた将来に向かって発展するようにという
ことで「未来に育む」をテーマとしました。
　来年は全員参加で、思い出に残る意義深い

50周年記念事業にしたいと思いますので、皆
さまどうぞよろしくお願いいたします。
◇前川美智子次々年度会長挨拶

　福岡さんと一緒に、こ
の東ＲＣに入会させてい
ただきました。入会前の
夜間例会にご招待いただ
いて、どきどきしながら
参加したことを思い出し

ました。それから15年、私にとってのロータ
リーの時間は、尊敬しかつあこがれの福岡さ
んを見習いながら過ごしてきました。
　この度は、思いがけない会長職へのご推薦
をいただき、本当にありがとうございまし
た。「びっくりぽん」以上に驚きました。あ
りがたいお話で感謝しています。頼まれ事は
試され事。返事は「はい」と0.2秒と習って
いますが、この会長の役だけは、なかなか
ハードルが高くて、随分悩みました。福岡さ
んにご相談し、温かい励ましをいただき、背
中を押していただいて、やっと前に進む決心
ができました。そして、これはもっとロータ
リーのことを学びなさい。もっと成長しなさ
いと、与えられたことだと思いチャレンジす
る決意をしました。身が引き締まる思いです
が、これから石川会長、寺尾副会長をお手本
に、私なりにできることを精一杯努めてまい
りたいと思います。
　会員の皆さま、そして水曜会の皆さまにも
いろいろご迷惑をかけることになると思いま
すが、どうかこれからも今まで以上にご指導
のほど、よろしくお願いします。
　それでは、超ウルトラのポカの多い私をサ
ポートしていただくことをお引き受けくだ
さった貴重な幹事をご紹介します。2004年に
入会し、３年前、2014年に再入会しました岡
本淳一さんです。どうぞよろしくお願いしま
す。　
◇岡本淳一次々年度幹事挨拶

　数日前まで平穏な日々
を過ごしていたのです
が、急に風向きが変わっ
て忙しい日々を過ごして
います。
　先日、前川さんが会社

に来られて、ちょっと話があると。第一声が

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

「私、会長になるがやき、岡本君幹事ね」そ
の後、「私、腹がすわったき、会長やるき」。
先ほどの石川会長のお話を聞いて納得したの
ですが、２週間、会長を受けるかどうかため
らっていたとのことで、多分、受けた後、来
てくれたんだと思います。「私が会長やる
き」というのを自分に言い聞かせながら、僕
に幹事を頼むということも一緒にその場で
言ったんだと思います。
　その話を聞かせてもらって、本当に前川さ
んの人の良さが伝わり、当日は、ようお答え
しませんでしたが、家族で話をして、家内と
母親にも了解を得て次の日にオーケーのご返
事をさせていただきました。
　一度ロータリーを辞めて、二度目に入った
人間を、こんなに早くに幹事に指名していた

だく。本当にありがたい限りです。その期待
を裏切らないよう、しっかりと努めてまいり
たいと思います。２年後ですが、幹事という
役職を全うし、より一層東ＲＣに貢献できる
ように頑張っていきたいと思っています。皆
さまのご指導、ご鞭撻をお願いいたしまし
て、私の挨拶に代えさせていただきます。ど
うぞよろしくお願いいたします。
◇幹　事　報　告
・来週27日、次の１月３日も例会は休みです。

１月10日は時間変更例会で、18時半から新
阪急ホテルで開催します。

・１月14日、恒例の水曜会のバザーが行われ
ます。できるだけ、本会からお手伝いをお
願いしたいと思います。

◇出席率報告

 ● 山﨑敏朗　入会記念日を忘れていました。
うっかりのお詫びに。
 ● 岡本淳一　次々年度の幹事となります。精
一杯頑張ります。よろしくお願いします。
 ● 西森やよい　12月16日、無事に高知おむつ

バンクキックオフイベントが終了しました。
皆さまのご協力に感謝申し上げます。
 ● 福岡満喜子　年末防犯活動（振り込めさぎ
防止キャンペーン）に寒い中、多くの会員の
皆さまにご参加いただきありがとうございま
した。（社会奉仕委員会）
 ● 久松啓一　忘年夜間例会、ラ・ヴィータご
利用ありがとうございます。
 ● 中平真理子　来年が皆さまにとって良い年
でありますよう！今年１年お世話になりまし
た。

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ

1,020,640円

21,000円

1,041,640円

12,084円

80円

12,164円

1,032,724円

21,080円

1,053,804円

チビニコ 合　計

12月20日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
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
２月７日㈬　観梅夜間例会
　　　　　　定例理事会
２月14日㈬　ロータリー休日
２月23日㈮　国際ロータリー創立記念日
　　　　　　　及び世界理解と平和の日
２月25日㈰　PETS・DTTS
　　　　　　（新居浜ＲＣ・

　　　　　　　リーガロイヤルホテル新居浜）
２月28日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
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
高知中央ＲＣ　２月１日㈭　創立記念夜間例会
高知ロイヤルＲＣ　
　　　　　　　２月６日㈫　観梅夜間例会
高知西ＲＣ　　２月９日㈮　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　２月15日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　２月15日㈭　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　２月22日㈭　夜間例会
高知西ＲＣ　　２月23日㈮　夜間例会
高知ＲＣ　　　２月27日㈫　夜間例会

12月20日

12月６日

総数
－5 59
－3 59

出席
42
44

欠席
0
0

メイク
アップ HC出席率

71.19％

74.58％

出席率
100％

100％

12
12

事務局・河野さん
「エジンバラ・待つワンコ」

事務局・河野さん
「エジンバラ・待つワンコ」

東ＲＣ おむつバンク
2017年12月16日㈯　於：自由民権記念館
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お出迎え、懇親会では水曜会を中心に、20名
近い皆さんが着物姿でお出迎えをしていただ
き、まぶしい限りでした。柳澤ガバナーにお
聞きしますと、東京での会でもこれほどのお
出迎えはないとお褒めいただいたとのことで
す。ありがとうございました。
　12月６日の年次総会で、2019－20年度の会
長に前川美智子会員が決定しました。この年
度は東クラブの50年が過ぎた次の年で、新た
な50年のスタートの年になります。名誉ある
スタートの年に、東クラブ始まって以来の女

性会長が誕生します。パスト会長会で前川さ
んが候補になってから２週間かかって口説き
ました。女性を口説いた経験のない私と、経
験豊富な寺尾副会長の２人で、必死でお話し
ました。最終的には快くお引き受けいただき
ました。女性の力で引っ張っていただきたい
と思います。
　来年は、記念すべき50周年です。後日、沖
実行委員長より、詳細について発表していた
だきます。また、12月16日にはおむつバンク
の立ち上げが行われ、記念のシンポジウムが
自由民権記念館で、西森やよい会員、福岡委
員長のもと開催されました。高知新聞にも記
事を載せていただきました。
　本日の余興は、水曜会、女性会員、男性会
員４人でフラダンスをご披露します。
◇お客様（敬称略）
・名誉会員
　山﨑　敏朗
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　関　紀久子　　寺尾　幸子　　寺村みゆき
　土居　紀代　　永野　雅子　　西内　恵子
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　お礼をお渡ししました。
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について考えよう」を開
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協議会の方から、土佐市は社協で集めましょ
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しの言葉やアドバイスをいただきました。こ
の場を借りて感謝申し上げます。本当にあり
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い入れのある、東クラブだけでなく、地域も
含めた将来に向かって発展するようにという
ことで「未来に育む」をテーマとしました。
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50周年記念事業にしたいと思いますので、皆
さまどうぞよろしくお願いいたします。
◇前川美智子次々年度会長挨拶

　福岡さんと一緒に、こ
の東ＲＣに入会させてい
ただきました。入会前の
夜間例会にご招待いただ
いて、どきどきしながら
参加したことを思い出し

ました。それから15年、私にとってのロータ
リーの時間は、尊敬しかつあこがれの福岡さ
んを見習いながら過ごしてきました。
　この度は、思いがけない会長職へのご推薦
をいただき、本当にありがとうございまし
た。「びっくりぽん」以上に驚きました。あ
りがたいお話で感謝しています。頼まれ事は
試され事。返事は「はい」と0.2秒と習って
いますが、この会長の役だけは、なかなか
ハードルが高くて、随分悩みました。福岡さ
んにご相談し、温かい励ましをいただき、背
中を押していただいて、やっと前に進む決心
ができました。そして、これはもっとロータ
リーのことを学びなさい。もっと成長しなさ
いと、与えられたことだと思いチャレンジす
る決意をしました。身が引き締まる思いです
が、これから石川会長、寺尾副会長をお手本
に、私なりにできることを精一杯努めてまい
りたいと思います。
　会員の皆さま、そして水曜会の皆さまにも
いろいろご迷惑をかけることになると思いま
すが、どうかこれからも今まで以上にご指導
のほど、よろしくお願いします。
　それでは、超ウルトラのポカの多い私をサ
ポートしていただくことをお引き受けくだ
さった貴重な幹事をご紹介します。2004年に
入会し、３年前、2014年に再入会しました岡
本淳一さんです。どうぞよろしくお願いしま
す。　
◇岡本淳一次々年度幹事挨拶

　数日前まで平穏な日々
を過ごしていたのです
が、急に風向きが変わっ
て忙しい日々を過ごして
います。
　先日、前川さんが会社

に来られて、ちょっと話があると。第一声が

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

「私、会長になるがやき、岡本君幹事ね」そ
の後、「私、腹がすわったき、会長やるき」。
先ほどの石川会長のお話を聞いて納得したの
ですが、２週間、会長を受けるかどうかため
らっていたとのことで、多分、受けた後、来
てくれたんだと思います。「私が会長やる
き」というのを自分に言い聞かせながら、僕
に幹事を頼むということも一緒にその場で
言ったんだと思います。
　その話を聞かせてもらって、本当に前川さ
んの人の良さが伝わり、当日は、ようお答え
しませんでしたが、家族で話をして、家内と
母親にも了解を得て次の日にオーケーのご返
事をさせていただきました。
　一度ロータリーを辞めて、二度目に入った
人間を、こんなに早くに幹事に指名していた

だく。本当にありがたい限りです。その期待
を裏切らないよう、しっかりと努めてまいり
たいと思います。２年後ですが、幹事という
役職を全うし、より一層東ＲＣに貢献できる
ように頑張っていきたいと思っています。皆
さまのご指導、ご鞭撻をお願いいたしまし
て、私の挨拶に代えさせていただきます。ど
うぞよろしくお願いいたします。
◇幹　事　報　告
・来週27日、次の１月３日も例会は休みです。

１月10日は時間変更例会で、18時半から新
阪急ホテルで開催します。

・１月14日、恒例の水曜会のバザーが行われ
ます。できるだけ、本会からお手伝いをお
願いしたいと思います。

◇出席率報告

 ● 山﨑敏朗　入会記念日を忘れていました。
うっかりのお詫びに。
 ● 岡本淳一　次々年度の幹事となります。精
一杯頑張ります。よろしくお願いします。
 ● 西森やよい　12月16日、無事に高知おむつ

バンクキックオフイベントが終了しました。
皆さまのご協力に感謝申し上げます。
 ● 福岡満喜子　年末防犯活動（振り込めさぎ
防止キャンペーン）に寒い中、多くの会員の
皆さまにご参加いただきありがとうございま
した。（社会奉仕委員会）
 ● 久松啓一　忘年夜間例会、ラ・ヴィータご
利用ありがとうございます。
 ● 中平真理子　来年が皆さまにとって良い年
でありますよう！今年１年お世話になりまし
た。

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ

1,020,640円

21,000円

1,041,640円

12,084円

80円

12,164円

1,032,724円

21,080円

1,053,804円

チビニコ 合　計

12月20日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
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
２月７日㈬　観梅夜間例会
　　　　　　定例理事会
２月14日㈬　ロータリー休日
２月23日㈮　国際ロータリー創立記念日
　　　　　　　及び世界理解と平和の日
２月25日㈰　PETS・DTTS
　　　　　　（新居浜ＲＣ・

　　　　　　　リーガロイヤルホテル新居浜）
２月28日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
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
高知中央ＲＣ　２月１日㈭　創立記念夜間例会
高知ロイヤルＲＣ　
　　　　　　　２月６日㈫　観梅夜間例会
高知西ＲＣ　　２月９日㈮　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　２月15日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　２月15日㈭　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　２月22日㈭　夜間例会
高知西ＲＣ　　２月23日㈮　夜間例会
高知ＲＣ　　　２月27日㈫　夜間例会
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12月６日
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－5 59
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0
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事務局・河野さん
「エジンバラ・待つワンコ」

事務局・河野さん
「エジンバラ・待つワンコ」

東ＲＣ おむつバンク
2017年12月16日㈯　於：自由民権記念館
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本日　１月10日㈬ 18：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　時　　間　　変　　更　　例　　会

次週　１月17日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「シェルドンが職業奉仕（service）哲学を唱えて110年たった」

職業奉仕委員会 浦田　健治 会員

第2362回　例会報告／平成29年12月20日　天候　晴　忘年夜間例会

◇ロータリーソング
  「きよしこのよる」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんばんは。
会長職もやっと半分が終
わりました。先ほど、パ
スト会長のお一人が「１
年が早いね」と言われま
したが、私はこれほど長

い半年はありませんでした。
　今日は水曜会の皆さま、ご家族の皆さま、
留学生のレイチェルさん、ホストファミリー
の森さん、ようこそいらっしゃいました。
　この半年で一番大きな行事は、やはり11月
17日からの地区大会でした。本当にお疲れ様
でした。会員の皆さまはもとより、水曜会の
皆さま、会員の奥さま、女性会員の皆さま、
お一人お一人の力が結集されて大会は成功裏
に終わりました。特に、晩餐会、地区大会の
お出迎え、懇親会では水曜会を中心に、20名
近い皆さんが着物姿でお出迎えをしていただ
き、まぶしい限りでした。柳澤ガバナーにお
聞きしますと、東京での会でもこれほどのお
出迎えはないとお褒めいただいたとのことで
す。ありがとうございました。
　12月６日の年次総会で、2019－20年度の会
長に前川美智子会員が決定しました。この年
度は東クラブの50年が過ぎた次の年で、新た
な50年のスタートの年になります。名誉ある
スタートの年に、東クラブ始まって以来の女

性会長が誕生します。パスト会長会で前川さ
んが候補になってから２週間かかって口説き
ました。女性を口説いた経験のない私と、経
験豊富な寺尾副会長の２人で、必死でお話し
ました。最終的には快くお引き受けいただき
ました。女性の力で引っ張っていただきたい
と思います。
　来年は、記念すべき50周年です。後日、沖
実行委員長より、詳細について発表していた
だきます。また、12月16日にはおむつバンク
の立ち上げが行われ、記念のシンポジウムが
自由民権記念館で、西森やよい会員、福岡委
員長のもと開催されました。高知新聞にも記
事を載せていただきました。
　本日の余興は、水曜会、女性会員、男性会
員４人でフラダンスをご披露します。
◇お客様（敬称略）
・名誉会員
　山﨑　敏朗
・ご家族
　石川　博子　　沖　伸歩子　　猿田　静子
　関　紀久子　　寺尾　幸子　　寺村みゆき
　土居　紀代　　永野　雅子　　西内　恵子
　西森　美和　　西山加奈子　　別役　佳代
　松野　壽子　　柳澤　順子
・ピアノ伴奏　　小笠原貴美子
・長期交換留学生
　レイチェル・リントン さん
・ホストファミリー
　森　恒一郎 氏（高知ＲＣ）

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

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

◇水曜会へ寄付金の贈呈

◇ピアノ伴奏の
　小笠原貴美子さんに
　お礼をお渡ししました。

◇ロータリー財団委員会より
　12月16日、自由民権記
念館で無事に、高知おむ
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「困っている子どもたち
について考えよう」を開
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の東ＲＣに入会させてい
ただきました。入会前の
夜間例会にご招待いただ
いて、どきどきしながら
参加したことを思い出し

ました。それから15年、私にとってのロータ
リーの時間は、尊敬しかつあこがれの福岡さ
んを見習いながら過ごしてきました。
　この度は、思いがけない会長職へのご推薦
をいただき、本当にありがとうございまし
た。「びっくりぽん」以上に驚きました。あ
りがたいお話で感謝しています。頼まれ事は
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んにご相談し、温かい励ましをいただき、背
中を押していただいて、やっと前に進む決心
ができました。そして、これはもっとロータ
リーのことを学びなさい。もっと成長しなさ
いと、与えられたことだと思いチャレンジす
る決意をしました。身が引き締まる思いです
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りたいと思います。
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ように頑張っていきたいと思っています。皆
さまのご指導、ご鞭撻をお願いいたしまし
て、私の挨拶に代えさせていただきます。ど
うぞよろしくお願いいたします。
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・来週27日、次の１月３日も例会は休みです。

１月10日は時間変更例会で、18時半から新
阪急ホテルで開催します。

・１月14日、恒例の水曜会のバザーが行われ
ます。できるだけ、本会からお手伝いをお
願いしたいと思います。

◇出席率報告

 ● 山﨑敏朗　入会記念日を忘れていました。
うっかりのお詫びに。
 ● 岡本淳一　次々年度の幹事となります。精
一杯頑張ります。よろしくお願いします。
 ● 西森やよい　12月16日、無事に高知おむつ

バンクキックオフイベントが終了しました。
皆さまのご協力に感謝申し上げます。
 ● 福岡満喜子　年末防犯活動（振り込めさぎ
防止キャンペーン）に寒い中、多くの会員の
皆さまにご参加いただきありがとうございま
した。（社会奉仕委員会）
 ● 久松啓一　忘年夜間例会、ラ・ヴィータご
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 ● 中平真理子　来年が皆さまにとって良い年
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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
２月７日㈬　観梅夜間例会
　　　　　　定例理事会
２月14日㈬　ロータリー休日
２月23日㈮　国際ロータリー創立記念日
　　　　　　　及び世界理解と平和の日
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　　　　　　（新居浜ＲＣ・

　　　　　　　リーガロイヤルホテル新居浜）
２月28日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
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
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　皆さん、こんばんは。
会長職もやっと半分が終
わりました。先ほど、パ
スト会長のお一人が「１
年が早いね」と言われま
したが、私はこれほど長

い半年はありませんでした。
　今日は水曜会の皆さま、ご家族の皆さま、
留学生のレイチェルさん、ホストファミリー
の森さん、ようこそいらっしゃいました。
　この半年で一番大きな行事は、やはり11月
17日からの地区大会でした。本当にお疲れ様
でした。会員の皆さまはもとより、水曜会の
皆さま、会員の奥さま、女性会員の皆さま、
お一人お一人の力が結集されて大会は成功裏
に終わりました。特に、晩餐会、地区大会の
お出迎え、懇親会では水曜会を中心に、20名
近い皆さんが着物姿でお出迎えをしていただ
き、まぶしい限りでした。柳澤ガバナーにお
聞きしますと、東京での会でもこれほどのお
出迎えはないとお褒めいただいたとのことで
す。ありがとうございました。
　12月６日の年次総会で、2019－20年度の会
長に前川美智子会員が決定しました。この年
度は東クラブの50年が過ぎた次の年で、新た
な50年のスタートの年になります。名誉ある
スタートの年に、東クラブ始まって以来の女

性会長が誕生します。パスト会長会で前川さ
んが候補になってから２週間かかって口説き
ました。女性を口説いた経験のない私と、経
験豊富な寺尾副会長の２人で、必死でお話し
ました。最終的には快くお引き受けいただき
ました。女性の力で引っ張っていただきたい
と思います。
　来年は、記念すべき50周年です。後日、沖
実行委員長より、詳細について発表していた
だきます。また、12月16日にはおむつバンク
の立ち上げが行われ、記念のシンポジウムが
自由民権記念館で、西森やよい会員、福岡委
員長のもと開催されました。高知新聞にも記
事を載せていただきました。
　本日の余興は、水曜会、女性会員、男性会
員４人でフラダンスをご披露します。
◇お客様（敬称略）
・名誉会員
　山﨑　敏朗
・ご家族
　石川　博子　　沖　伸歩子　　猿田　静子
　関　紀久子　　寺尾　幸子　　寺村みゆき
　土居　紀代　　永野　雅子　　西内　恵子
　西森　美和　　西山加奈子　　別役　佳代
　松野　壽子　　柳澤　順子
・ピアノ伴奏　　小笠原貴美子
・長期交換留学生
　レイチェル・リントン さん
・ホストファミリー
　森　恒一郎 氏（高知ＲＣ）
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◇水曜会へ寄付金の贈呈

◇ピアノ伴奏の
　小笠原貴美子さんに
　お礼をお渡ししました。

◇ロータリー財団委員会より
　12月16日、自由民権記
念館で無事に、高知おむ
つバンクキックオフイベ
ン ト 、 シ ン ポ ジ ウ ム
「困っている子どもたち
について考えよう」を開

催させていただきました。高知新聞さんも取
材に来てくださいました。土佐市の社会福祉
協議会の方から、土佐市は社協で集めましょ
うかという申し出がありましたし、みそのベ
ビーホームにもチラシを見た方からおむつの
寄付があったということです。ささやかです
が種がまけたかなと、少しは形になるのかな
と思っています。
　今回のイベントでは、お忙しい中、当日も
多くの方に来ていただき、会場設営、司会、
進行、挨拶等々もしていただきました。ま
た、ここに至るまでにも水曜会の方から励ま
しの言葉やアドバイスをいただきました。こ
の場を借りて感謝申し上げます。本当にあり
がとうございました。
◇創立50周年実行委員会より

　先ほどの理事会で、来
年10月８日㈪に50周年記
念事業の開催が決定しま
した。
　テーマの候補として何
点か挙げていただきまし

たが、独断と偏見で、寺村副実行委員長の思
い入れのある、東クラブだけでなく、地域も
含めた将来に向かって発展するようにという
ことで「未来に育む」をテーマとしました。
　来年は全員参加で、思い出に残る意義深い

50周年記念事業にしたいと思いますので、皆
さまどうぞよろしくお願いいたします。
◇前川美智子次々年度会長挨拶

　福岡さんと一緒に、こ
の東ＲＣに入会させてい
ただきました。入会前の
夜間例会にご招待いただ
いて、どきどきしながら
参加したことを思い出し

ました。それから15年、私にとってのロータ
リーの時間は、尊敬しかつあこがれの福岡さ
んを見習いながら過ごしてきました。
　この度は、思いがけない会長職へのご推薦
をいただき、本当にありがとうございまし
た。「びっくりぽん」以上に驚きました。あ
りがたいお話で感謝しています。頼まれ事は
試され事。返事は「はい」と0.2秒と習って
いますが、この会長の役だけは、なかなか
ハードルが高くて、随分悩みました。福岡さ
んにご相談し、温かい励ましをいただき、背
中を押していただいて、やっと前に進む決心
ができました。そして、これはもっとロータ
リーのことを学びなさい。もっと成長しなさ
いと、与えられたことだと思いチャレンジす
る決意をしました。身が引き締まる思いです
が、これから石川会長、寺尾副会長をお手本
に、私なりにできることを精一杯努めてまい
りたいと思います。
　会員の皆さま、そして水曜会の皆さまにも
いろいろご迷惑をかけることになると思いま
すが、どうかこれからも今まで以上にご指導
のほど、よろしくお願いします。
　それでは、超ウルトラのポカの多い私をサ
ポートしていただくことをお引き受けくだ
さった貴重な幹事をご紹介します。2004年に
入会し、３年前、2014年に再入会しました岡
本淳一さんです。どうぞよろしくお願いしま
す。　
◇岡本淳一次々年度幹事挨拶

　数日前まで平穏な日々
を過ごしていたのです
が、急に風向きが変わっ
て忙しい日々を過ごして
います。
　先日、前川さんが会社

に来られて、ちょっと話があると。第一声が
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「私、会長になるがやき、岡本君幹事ね」そ
の後、「私、腹がすわったき、会長やるき」。
先ほどの石川会長のお話を聞いて納得したの
ですが、２週間、会長を受けるかどうかため
らっていたとのことで、多分、受けた後、来
てくれたんだと思います。「私が会長やる
き」というのを自分に言い聞かせながら、僕
に幹事を頼むということも一緒にその場で
言ったんだと思います。
　その話を聞かせてもらって、本当に前川さ
んの人の良さが伝わり、当日は、ようお答え
しませんでしたが、家族で話をして、家内と
母親にも了解を得て次の日にオーケーのご返
事をさせていただきました。
　一度ロータリーを辞めて、二度目に入った
人間を、こんなに早くに幹事に指名していた

だく。本当にありがたい限りです。その期待
を裏切らないよう、しっかりと努めてまいり
たいと思います。２年後ですが、幹事という
役職を全うし、より一層東ＲＣに貢献できる
ように頑張っていきたいと思っています。皆
さまのご指導、ご鞭撻をお願いいたしまし
て、私の挨拶に代えさせていただきます。ど
うぞよろしくお願いいたします。
◇幹　事　報　告
・来週27日、次の１月３日も例会は休みです。

１月10日は時間変更例会で、18時半から新
阪急ホテルで開催します。

・１月14日、恒例の水曜会のバザーが行われ
ます。できるだけ、本会からお手伝いをお
願いしたいと思います。

◇出席率報告

 ● 山﨑敏朗　入会記念日を忘れていました。
うっかりのお詫びに。
 ● 岡本淳一　次々年度の幹事となります。精
一杯頑張ります。よろしくお願いします。
 ● 西森やよい　12月16日、無事に高知おむつ

バンクキックオフイベントが終了しました。
皆さまのご協力に感謝申し上げます。
 ● 福岡満喜子　年末防犯活動（振り込めさぎ
防止キャンペーン）に寒い中、多くの会員の
皆さまにご参加いただきありがとうございま
した。（社会奉仕委員会）
 ● 久松啓一　忘年夜間例会、ラ・ヴィータご
利用ありがとうございます。
 ● 中平真理子　来年が皆さまにとって良い年
でありますよう！今年１年お世話になりまし
た。
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12月20日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
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
２月７日㈬　観梅夜間例会
　　　　　　定例理事会
２月14日㈬　ロータリー休日
２月23日㈮　国際ロータリー創立記念日
　　　　　　　及び世界理解と平和の日
２月25日㈰　PETS・DTTS
　　　　　　（新居浜ＲＣ・

　　　　　　　リーガロイヤルホテル新居浜）
２月28日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
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
高知中央ＲＣ　２月１日㈭　創立記念夜間例会
高知ロイヤルＲＣ　
　　　　　　　２月６日㈫　観梅夜間例会
高知西ＲＣ　　２月９日㈮　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　２月15日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　２月15日㈭　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　２月22日㈭　夜間例会
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事務局・河野さん
「エジンバラ・待つワンコ」
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東ＲＣ おむつバンク
2017年12月16日㈯　於：自由民権記念館
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本日　１月10日㈬ 18：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　時　　間　　変　　更　　例　　会

次週　１月17日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「シェルドンが職業奉仕（service）哲学を唱えて110年たった」

職業奉仕委員会 浦田　健治 会員

第2362回　例会報告／平成29年12月20日　天候　晴　忘年夜間例会
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本淳一さんです。どうぞよろしくお願いしま
す。　
◇岡本淳一次々年度幹事挨拶

　数日前まで平穏な日々
を過ごしていたのです
が、急に風向きが変わっ
て忙しい日々を過ごして
います。
　先日、前川さんが会社

に来られて、ちょっと話があると。第一声が

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

「私、会長になるがやき、岡本君幹事ね」そ
の後、「私、腹がすわったき、会長やるき」。
先ほどの石川会長のお話を聞いて納得したの
ですが、２週間、会長を受けるかどうかため
らっていたとのことで、多分、受けた後、来
てくれたんだと思います。「私が会長やる
き」というのを自分に言い聞かせながら、僕
に幹事を頼むということも一緒にその場で
言ったんだと思います。
　その話を聞かせてもらって、本当に前川さ
んの人の良さが伝わり、当日は、ようお答え
しませんでしたが、家族で話をして、家内と
母親にも了解を得て次の日にオーケーのご返
事をさせていただきました。
　一度ロータリーを辞めて、二度目に入った
人間を、こんなに早くに幹事に指名していた

だく。本当にありがたい限りです。その期待
を裏切らないよう、しっかりと努めてまいり
たいと思います。２年後ですが、幹事という
役職を全うし、より一層東ＲＣに貢献できる
ように頑張っていきたいと思っています。皆
さまのご指導、ご鞭撻をお願いいたしまし
て、私の挨拶に代えさせていただきます。ど
うぞよろしくお願いいたします。
◇幹　事　報　告
・来週27日、次の１月３日も例会は休みです。

１月10日は時間変更例会で、18時半から新
阪急ホテルで開催します。

・１月14日、恒例の水曜会のバザーが行われ
ます。できるだけ、本会からお手伝いをお
願いしたいと思います。

◇出席率報告

 ● 山﨑敏朗　入会記念日を忘れていました。
うっかりのお詫びに。
 ● 岡本淳一　次々年度の幹事となります。精
一杯頑張ります。よろしくお願いします。
 ● 西森やよい　12月16日、無事に高知おむつ

バンクキックオフイベントが終了しました。
皆さまのご協力に感謝申し上げます。
 ● 福岡満喜子　年末防犯活動（振り込めさぎ
防止キャンペーン）に寒い中、多くの会員の
皆さまにご参加いただきありがとうございま
した。（社会奉仕委員会）
 ● 久松啓一　忘年夜間例会、ラ・ヴィータご
利用ありがとうございます。
 ● 中平真理子　来年が皆さまにとって良い年
でありますよう！今年１年お世話になりまし
た。

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ

1,020,640円

21,000円

1,041,640円

12,084円

80円

12,164円

1,032,724円

21,080円

1,053,804円

チビニコ 合　計

12月20日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
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
２月７日㈬　観梅夜間例会
　　　　　　定例理事会
２月14日㈬　ロータリー休日
２月23日㈮　国際ロータリー創立記念日
　　　　　　　及び世界理解と平和の日
２月25日㈰　PETS・DTTS
　　　　　　（新居浜ＲＣ・

　　　　　　　リーガロイヤルホテル新居浜）
２月28日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
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
高知中央ＲＣ　２月１日㈭　創立記念夜間例会
高知ロイヤルＲＣ　
　　　　　　　２月６日㈫　観梅夜間例会
高知西ＲＣ　　２月９日㈮　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　２月15日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　２月15日㈭　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　２月22日㈭　夜間例会
高知西ＲＣ　　２月23日㈮　夜間例会
高知ＲＣ　　　２月27日㈫　夜間例会

12月20日

12月６日

総数
－5 59
－3 59

出席
42
44

欠席
0
0

メイク
アップ HC出席率

71.19％

74.58％

出席率
100％

100％

12
12

事務局・河野さん
「エジンバラ・待つワンコ」

事務局・河野さん
「エジンバラ・待つワンコ」

東ＲＣ おむつバンク
2017年12月16日㈯　於：自由民権記念館
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本日　１月10日㈬ 18：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　時　　間　　変　　更　　例　　会

次週　１月17日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「シェルドンが職業奉仕（service）哲学を唱えて110年たった」

職業奉仕委員会 浦田　健治 会員

第2362回　例会報告／平成29年12月20日　天候　晴　忘年夜間例会

◇ロータリーソング
  「きよしこのよる」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんばんは。
会長職もやっと半分が終
わりました。先ほど、パ
スト会長のお一人が「１
年が早いね」と言われま
したが、私はこれほど長

い半年はありませんでした。
　今日は水曜会の皆さま、ご家族の皆さま、
留学生のレイチェルさん、ホストファミリー
の森さん、ようこそいらっしゃいました。
　この半年で一番大きな行事は、やはり11月
17日からの地区大会でした。本当にお疲れ様
でした。会員の皆さまはもとより、水曜会の
皆さま、会員の奥さま、女性会員の皆さま、
お一人お一人の力が結集されて大会は成功裏
に終わりました。特に、晩餐会、地区大会の
お出迎え、懇親会では水曜会を中心に、20名
近い皆さんが着物姿でお出迎えをしていただ
き、まぶしい限りでした。柳澤ガバナーにお
聞きしますと、東京での会でもこれほどのお
出迎えはないとお褒めいただいたとのことで
す。ありがとうございました。
　12月６日の年次総会で、2019－20年度の会
長に前川美智子会員が決定しました。この年
度は東クラブの50年が過ぎた次の年で、新た
な50年のスタートの年になります。名誉ある
スタートの年に、東クラブ始まって以来の女

性会長が誕生します。パスト会長会で前川さ
んが候補になってから２週間かかって口説き
ました。女性を口説いた経験のない私と、経
験豊富な寺尾副会長の２人で、必死でお話し
ました。最終的には快くお引き受けいただき
ました。女性の力で引っ張っていただきたい
と思います。
　来年は、記念すべき50周年です。後日、沖
実行委員長より、詳細について発表していた
だきます。また、12月16日にはおむつバンク
の立ち上げが行われ、記念のシンポジウムが
自由民権記念館で、西森やよい会員、福岡委
員長のもと開催されました。高知新聞にも記
事を載せていただきました。
　本日の余興は、水曜会、女性会員、男性会
員４人でフラダンスをご披露します。
◇お客様（敬称略）
・名誉会員
　山﨑　敏朗
・ご家族
　石川　博子　　沖　伸歩子　　猿田　静子
　関　紀久子　　寺尾　幸子　　寺村みゆき
　土居　紀代　　永野　雅子　　西内　恵子
　西森　美和　　西山加奈子　　別役　佳代
　松野　壽子　　柳澤　順子
・ピアノ伴奏　　小笠原貴美子
・長期交換留学生
　レイチェル・リントン さん
・ホストファミリー
　森　恒一郎 氏（高知ＲＣ）

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

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

◇水曜会へ寄付金の贈呈

◇ピアノ伴奏の
　小笠原貴美子さんに
　お礼をお渡ししました。

◇ロータリー財団委員会より
　12月16日、自由民権記
念館で無事に、高知おむ
つバンクキックオフイベ
ン ト 、 シ ン ポ ジ ウ ム
「困っている子どもたち
について考えよう」を開

催させていただきました。高知新聞さんも取
材に来てくださいました。土佐市の社会福祉
協議会の方から、土佐市は社協で集めましょ
うかという申し出がありましたし、みそのベ
ビーホームにもチラシを見た方からおむつの
寄付があったということです。ささやかです
が種がまけたかなと、少しは形になるのかな
と思っています。
　今回のイベントでは、お忙しい中、当日も
多くの方に来ていただき、会場設営、司会、
進行、挨拶等々もしていただきました。ま
た、ここに至るまでにも水曜会の方から励ま
しの言葉やアドバイスをいただきました。こ
の場を借りて感謝申し上げます。本当にあり
がとうございました。
◇創立50周年実行委員会より

　先ほどの理事会で、来
年10月８日㈪に50周年記
念事業の開催が決定しま
した。
　テーマの候補として何
点か挙げていただきまし

たが、独断と偏見で、寺村副実行委員長の思
い入れのある、東クラブだけでなく、地域も
含めた将来に向かって発展するようにという
ことで「未来に育む」をテーマとしました。
　来年は全員参加で、思い出に残る意義深い

50周年記念事業にしたいと思いますので、皆
さまどうぞよろしくお願いいたします。
◇前川美智子次々年度会長挨拶

　福岡さんと一緒に、こ
の東ＲＣに入会させてい
ただきました。入会前の
夜間例会にご招待いただ
いて、どきどきしながら
参加したことを思い出し

ました。それから15年、私にとってのロータ
リーの時間は、尊敬しかつあこがれの福岡さ
んを見習いながら過ごしてきました。
　この度は、思いがけない会長職へのご推薦
をいただき、本当にありがとうございまし
た。「びっくりぽん」以上に驚きました。あ
りがたいお話で感謝しています。頼まれ事は
試され事。返事は「はい」と0.2秒と習って
いますが、この会長の役だけは、なかなか
ハードルが高くて、随分悩みました。福岡さ
んにご相談し、温かい励ましをいただき、背
中を押していただいて、やっと前に進む決心
ができました。そして、これはもっとロータ
リーのことを学びなさい。もっと成長しなさ
いと、与えられたことだと思いチャレンジす
る決意をしました。身が引き締まる思いです
が、これから石川会長、寺尾副会長をお手本
に、私なりにできることを精一杯努めてまい
りたいと思います。
　会員の皆さま、そして水曜会の皆さまにも
いろいろご迷惑をかけることになると思いま
すが、どうかこれからも今まで以上にご指導
のほど、よろしくお願いします。
　それでは、超ウルトラのポカの多い私をサ
ポートしていただくことをお引き受けくだ
さった貴重な幹事をご紹介します。2004年に
入会し、３年前、2014年に再入会しました岡
本淳一さんです。どうぞよろしくお願いしま
す。　
◇岡本淳一次々年度幹事挨拶

　数日前まで平穏な日々
を過ごしていたのです
が、急に風向きが変わっ
て忙しい日々を過ごして
います。
　先日、前川さんが会社

に来られて、ちょっと話があると。第一声が
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「私、会長になるがやき、岡本君幹事ね」そ
の後、「私、腹がすわったき、会長やるき」。
先ほどの石川会長のお話を聞いて納得したの
ですが、２週間、会長を受けるかどうかため
らっていたとのことで、多分、受けた後、来
てくれたんだと思います。「私が会長やる
き」というのを自分に言い聞かせながら、僕
に幹事を頼むということも一緒にその場で
言ったんだと思います。
　その話を聞かせてもらって、本当に前川さ
んの人の良さが伝わり、当日は、ようお答え
しませんでしたが、家族で話をして、家内と
母親にも了解を得て次の日にオーケーのご返
事をさせていただきました。
　一度ロータリーを辞めて、二度目に入った
人間を、こんなに早くに幹事に指名していた

だく。本当にありがたい限りです。その期待
を裏切らないよう、しっかりと努めてまいり
たいと思います。２年後ですが、幹事という
役職を全うし、より一層東ＲＣに貢献できる
ように頑張っていきたいと思っています。皆
さまのご指導、ご鞭撻をお願いいたしまし
て、私の挨拶に代えさせていただきます。ど
うぞよろしくお願いいたします。
◇幹　事　報　告
・来週27日、次の１月３日も例会は休みです。

１月10日は時間変更例会で、18時半から新
阪急ホテルで開催します。

・１月14日、恒例の水曜会のバザーが行われ
ます。できるだけ、本会からお手伝いをお
願いしたいと思います。

◇出席率報告

 ● 山﨑敏朗　入会記念日を忘れていました。
うっかりのお詫びに。
 ● 岡本淳一　次々年度の幹事となります。精
一杯頑張ります。よろしくお願いします。
 ● 西森やよい　12月16日、無事に高知おむつ

バンクキックオフイベントが終了しました。
皆さまのご協力に感謝申し上げます。
 ● 福岡満喜子　年末防犯活動（振り込めさぎ
防止キャンペーン）に寒い中、多くの会員の
皆さまにご参加いただきありがとうございま
した。（社会奉仕委員会）
 ● 久松啓一　忘年夜間例会、ラ・ヴィータご
利用ありがとうございます。
 ● 中平真理子　来年が皆さまにとって良い年
でありますよう！今年１年お世話になりまし
た。

● ニコニコ箱 ●
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21,080円
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チビニコ 合　計

12月20日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
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
２月７日㈬　観梅夜間例会
　　　　　　定例理事会
２月14日㈬　ロータリー休日
２月23日㈮　国際ロータリー創立記念日
　　　　　　　及び世界理解と平和の日
２月25日㈰　PETS・DTTS
　　　　　　（新居浜ＲＣ・

　　　　　　　リーガロイヤルホテル新居浜）
２月28日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
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
高知中央ＲＣ　２月１日㈭　創立記念夜間例会
高知ロイヤルＲＣ　
　　　　　　　２月６日㈫　観梅夜間例会
高知西ＲＣ　　２月９日㈮　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　２月15日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　２月15日㈭　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　２月22日㈭　夜間例会
高知西ＲＣ　　２月23日㈮　夜間例会
高知ＲＣ　　　２月27日㈫　夜間例会
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東ＲＣ おむつバンク
2017年12月16日㈯　於：自由民権記念館


