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本日　１月24日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「『刑務所』のはなし～刑務所は迷惑施設か」

元法務省矯正局長 西田　　博 氏

次週　１月31日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「韓国の文化紹介」

ロータリー米山記念奨学生 チャン・スンフン 君

第2363回　例会報告／平成30年１月10日　天候　曇　時間変更例会

◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」　
◇会　長　挨　拶

　皆さん、新年明けまし
ておめでとうございます。
私の任期はあと半年です
が、本年もよろしくお願
いいたします。
　2018年最初の時間変更

例会ですが、たくさんの方に集まっていただ
き、誠にありがとうございます。
　早々に残念なお知らせですが、1990（平成
２）年７月４日入会の内田荘一郎会員が、12
月末をもって退会されました。27年間の長き
にわたり東ＲＣを支えていただき、活躍され
ていたことは皆さんもご承知のとおりです。
近々例会に出席してご挨拶をいただくように
したいと思います。９月ごろから退会の申し
出があり、会員の皆さんの力で留まっていた
だくようにお願いしましたが、意思が固くて
退会となりました。
　プレジデントの１月29日号を読んでいる
と、日経の平均株価は、今年中に３万円にな
る。（今日は２万3,700円）。根拠としては、財
政を見ると税収は国、地方で22兆円の増加。
新規の国債発行額は10兆円の減少。国の一般
会計のプライマリーバランスは14兆円の改
善。年金資金は、約50兆円の増加。経済成長
は、政権交代後の名目のＧＤＰは50兆円の増

加で過去最高543兆円の水準。企業収益も過
去最高の水準。設備投資の増加も12年度72兆
円から16年度は82兆円に増えています。株価
は、政権交代の５年前の2.5倍。民主党の野
田政権当時の8,661円が、17年12月中旬が２
万2,000円、18年１月５日で２万3,700円。雇
用も就業者数185万人の増加。正規雇用も８
年ぶりに増加。賃金は、今世紀に入って最も
高い水準の賃上げが４年連続。生活保護受給
の現役世代は13年２月で88万4,000世帯から
17年８月には76万9,000世帯に減少。
　来年４月からは、消費税が10％になると思
いますが、皆さん、今年のうちに大いに儲け
ましょう。
　会長職もあと半年です。土居幹事さん、各
委員長さん、事務局の河野さんはじめ、会員
の皆さんに支え、助けていただきながら粛々
と役目をこなしていきたいと思いますので、
どうかよろしくお願いいたします。
　本日は、卓話はありません。ビールとワイ
ンでゆっくりご歓談ください。
◇来訪ロータリアン
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏

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

◇１月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　永野　健生
　大川内孝典
　田内　正文
　山村　一正
　鬼田　知明
　猿田　隆夫　　山本　庸平　　窪田満里子
 ● 配偶者誕生日
　安岡萬里子　　中西　祥子　　西森　美和
　岡本　千春
 ● 家庭記念日
　髙橋　卓弥　　松﨑　郷輔
 ● 入会記念日
　永野　正将　　佐野　博三　　永　光男
　福岡満喜子　　前川美智子　　土居　祐三
　寺村　　勉
◇会　長　報　告
・溝渕会員が忘年夜間例会の後、転んで田中

整形に。また、別役重具会員が元旦の夜、
大腿骨骨折で高知整形脳外科病院に入院さ
れました。幹事と一緒にお二人のところに
はお見舞いに伺い、皆さんによろしくとの
ことです。

◇幹　事　報　告
・１月のロータリーレートは１ドル114円です。
・１月14日、中央公園において水曜会のバ

ザーが行われます。できるだけお手伝いを
お願いします。

・１月27日、ＩＭへの参加者はバスを出しま
す。後日、行程表を送付します。

・日本造園建築業協会高知県支部設立40周年
記念シンポジウムのチラシをお配りしまし
た。

◇川之江ＲＣの例会場及び事務局が１月29
日㈪より移転

　新　住　所：〒799－0111
　　　　　　四国中央市金生町下分789
　　　　　　　四国中央商工会議所内
　新例会場：〒799－0111
　　　　　　四国中央市金生町下分789
　　　　　　（３階　第一会議室）

※尚、電話番号・ＦＡＸ番号・メールアド
レスの変更はございません。

◇親睦委員会より
　東酔会を１月31日㈬に予定しています。詳
細は後日送りますので、よろしくお願いしま
す。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

◇出席率報告

 ● 石川　健　あけましておめでとうございま
す。昨年は、皆さまには大変お世話になり、
やっと会長職、半年過ぎました。６月まで、
土居幹事並びに皆さまに支えていただきまし
て、努めてまいります。よろしくお願いしま
す。　　　
 ● 土居祐三　入会記念お礼です。遅くなりす
みません。あと半年です。引き続きよろしく
お願いします。
 ● 柳澤光秋　今年もよろしくたのみます。
 ● 早瀬源慶　年賀状欠礼。
 ● 西森　大　昨年の12月13日、歓迎会をして
いただきありがとうございます。よろしくお
願いいたします。
 ● 山村一正　誕生日記念ありがとうございま
す。
 ● 窪田満里子　早いもので、○○歳になりま
した。今年は良い年になりますように！
 ● 松﨑郷輔　１月の家庭記念日、寒かった。
記念品ありがとうございます。

 ● 髙橋卓弥　本年もどうぞよろしくお願いし
ます。記念品ありがとうございました。
 ● 永野正将　入会記念品ありがとうございま
す。８年目になります！
 ● 福岡満喜子　入会記念ありがとうございま
した。いつの間にか入会16年目。このご縁を
大切にしたいと思います。どうぞ今後ともよ
ろしくお願いいたします。
 ● 佐野博三　入会記念ありがとうございます。
ようやく17年目となりました。30年は頑張る
つもりです。よろしくお願いします。
 ● 前川美智子　入会記念プレゼントいただき
ありがとうございました。皆さま、これから
もよろしくお願いいたします。
 ● 永光男　入会記念品お礼。
 ● 中西克行　妻の誕生祝いありがとうござい
ます。遅くなりましたが、11月の地区大会で
は、皆さまに大変お世話になりありがとうご
ざいました。少しですが、お礼に。
 ● 小比賀和弘　家内のお誕生日のプレゼント
いただきました！ありがとうございます。
 ● 岡本淳一　家内の誕生祝いありがとうござ
います。
 ● 西山忠利　家内誕生日お祝いありがとうご
ざいます。会員増強委員会よりお願い。半年
で２名入会していただきましたが、１名退会
とのこと。あと半年、皆さまのご協力よろし
く。

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ

1,041,640円

66,600円

1,108,240円

12,164円

1,380円

13,544円

1,053,804円

67,980円

1,121,784円

チビニコ 合　計

１月10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21日㈬　職場例会
　　　　　　（高知県立牧野植物園）
　　　　　　　　卓話：里見　和彦 氏
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ＲＣ　　　１月30日㈫　職場例会
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
香長ＲＣ　　　２月６日㈫　2/7観梅夜間例会に変更
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

１月10日

12月20日

総数
－5 58
－5 59

出席
44
42

欠席
0
0

メイク
アップ HC出席率

75.86％

71.19％

出席率
100％

100％

9
12

12月13日 －4 59 48 0 81.36％ 100％7

事務局・河野さん
「フィレンツェ・ワンコ Vol.１」

事務局・河野さん
「フィレンツェ・ワンコ Vol.１」
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ロータリー米山記念奨学生 チャン・スンフン 君

第2363回　例会報告／平成30年１月10日　天候　曇　時間変更例会

◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」　
◇会　長　挨　拶

　皆さん、新年明けまし
ておめでとうございます。
私の任期はあと半年です
が、本年もよろしくお願
いいたします。
　2018年最初の時間変更

例会ですが、たくさんの方に集まっていただ
き、誠にありがとうございます。
　早々に残念なお知らせですが、1990（平成
２）年７月４日入会の内田荘一郎会員が、12
月末をもって退会されました。27年間の長き
にわたり東ＲＣを支えていただき、活躍され
ていたことは皆さんもご承知のとおりです。
近々例会に出席してご挨拶をいただくように
したいと思います。９月ごろから退会の申し
出があり、会員の皆さんの力で留まっていた
だくようにお願いしましたが、意思が固くて
退会となりました。
　プレジデントの１月29日号を読んでいる
と、日経の平均株価は、今年中に３万円にな
る。（今日は２万3,700円）。根拠としては、財
政を見ると税収は国、地方で22兆円の増加。
新規の国債発行額は10兆円の減少。国の一般
会計のプライマリーバランスは14兆円の改
善。年金資金は、約50兆円の増加。経済成長
は、政権交代後の名目のＧＤＰは50兆円の増

加で過去最高543兆円の水準。企業収益も過
去最高の水準。設備投資の増加も12年度72兆
円から16年度は82兆円に増えています。株価
は、政権交代の５年前の2.5倍。民主党の野
田政権当時の8,661円が、17年12月中旬が２
万2,000円、18年１月５日で２万3,700円。雇
用も就業者数185万人の増加。正規雇用も８
年ぶりに増加。賃金は、今世紀に入って最も
高い水準の賃上げが４年連続。生活保護受給
の現役世代は13年２月で88万4,000世帯から
17年８月には76万9,000世帯に減少。
　来年４月からは、消費税が10％になると思
いますが、皆さん、今年のうちに大いに儲け
ましょう。
　会長職もあと半年です。土居幹事さん、各
委員長さん、事務局の河野さんはじめ、会員
の皆さんに支え、助けていただきながら粛々
と役目をこなしていきたいと思いますので、
どうかよろしくお願いいたします。
　本日は、卓話はありません。ビールとワイ
ンでゆっくりご歓談ください。
◇来訪ロータリアン
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏

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
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　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

◇１月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　永野　健生
　大川内孝典
　田内　正文
　山村　一正
　鬼田　知明
　猿田　隆夫　　山本　庸平　　窪田満里子
 ● 配偶者誕生日
　安岡萬里子　　中西　祥子　　西森　美和
　岡本　千春
 ● 家庭記念日
　髙橋　卓弥　　松﨑　郷輔
 ● 入会記念日
　永野　正将　　佐野　博三　　永　光男
　福岡満喜子　　前川美智子　　土居　祐三
　寺村　　勉
◇会　長　報　告
・溝渕会員が忘年夜間例会の後、転んで田中

整形に。また、別役重具会員が元旦の夜、
大腿骨骨折で高知整形脳外科病院に入院さ
れました。幹事と一緒にお二人のところに
はお見舞いに伺い、皆さんによろしくとの
ことです。

◇幹　事　報　告
・１月のロータリーレートは１ドル114円です。
・１月14日、中央公園において水曜会のバ

ザーが行われます。できるだけお手伝いを
お願いします。

・１月27日、ＩＭへの参加者はバスを出しま
す。後日、行程表を送付します。

・日本造園建築業協会高知県支部設立40周年
記念シンポジウムのチラシをお配りしまし
た。

◇川之江ＲＣの例会場及び事務局が１月29
日㈪より移転

　新　住　所：〒799－0111
　　　　　　四国中央市金生町下分789
　　　　　　　四国中央商工会議所内
　新例会場：〒799－0111
　　　　　　四国中央市金生町下分789
　　　　　　（３階　第一会議室）

※尚、電話番号・ＦＡＸ番号・メールアド
レスの変更はございません。

◇親睦委員会より
　東酔会を１月31日㈬に予定しています。詳
細は後日送りますので、よろしくお願いしま
す。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

◇出席率報告

 ● 石川　健　あけましておめでとうございま
す。昨年は、皆さまには大変お世話になり、
やっと会長職、半年過ぎました。６月まで、
土居幹事並びに皆さまに支えていただきまし
て、努めてまいります。よろしくお願いしま
す。　　　
 ● 土居祐三　入会記念お礼です。遅くなりす
みません。あと半年です。引き続きよろしく
お願いします。
 ● 柳澤光秋　今年もよろしくたのみます。
 ● 早瀬源慶　年賀状欠礼。
 ● 西森　大　昨年の12月13日、歓迎会をして
いただきありがとうございます。よろしくお
願いいたします。
 ● 山村一正　誕生日記念ありがとうございま
す。
 ● 窪田満里子　早いもので、○○歳になりま
した。今年は良い年になりますように！
 ● 松﨑郷輔　１月の家庭記念日、寒かった。
記念品ありがとうございます。

 ● 髙橋卓弥　本年もどうぞよろしくお願いし
ます。記念品ありがとうございました。
 ● 永野正将　入会記念品ありがとうございま
す。８年目になります！
 ● 福岡満喜子　入会記念ありがとうございま
した。いつの間にか入会16年目。このご縁を
大切にしたいと思います。どうぞ今後ともよ
ろしくお願いいたします。
 ● 佐野博三　入会記念ありがとうございます。
ようやく17年目となりました。30年は頑張る
つもりです。よろしくお願いします。
 ● 前川美智子　入会記念プレゼントいただき
ありがとうございました。皆さま、これから
もよろしくお願いいたします。
 ● 永光男　入会記念品お礼。
 ● 中西克行　妻の誕生祝いありがとうござい
ます。遅くなりましたが、11月の地区大会で
は、皆さまに大変お世話になりありがとうご
ざいました。少しですが、お礼に。
 ● 小比賀和弘　家内のお誕生日のプレゼント
いただきました！ありがとうございます。
 ● 岡本淳一　家内の誕生祝いありがとうござ
います。
 ● 西山忠利　家内誕生日お祝いありがとうご
ざいます。会員増強委員会よりお願い。半年
で２名入会していただきましたが、１名退会
とのこと。あと半年、皆さまのご協力よろし
く。

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ

1,041,640円

66,600円

1,108,240円

12,164円

1,380円

13,544円

1,053,804円

67,980円

1,121,784円

チビニコ 合　計

１月10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21日㈬　職場例会
　　　　　　（高知県立牧野植物園）
　　　　　　　　卓話：里見　和彦 氏
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ＲＣ　　　１月30日㈫　職場例会
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
香長ＲＣ　　　２月６日㈫　2/7観梅夜間例会に変更
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

１月10日

12月20日

総数
－5 58
－5 59

出席
44
42

欠席
0
0

メイク
アップ HC出席率

75.86％

71.19％

出席率
100％

100％

9
12

12月13日 －4 59 48 0 81.36％ 100％7

事務局・河野さん
「フィレンツェ・ワンコ Vol.１」

事務局・河野さん
「フィレンツェ・ワンコ Vol.１」
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本日　１月24日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「『刑務所』のはなし～刑務所は迷惑施設か」

元法務省矯正局長 西田　　博 氏

次週　１月31日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「韓国の文化紹介」

ロータリー米山記念奨学生 チャン・スンフン 君

第2363回　例会報告／平成30年１月10日　天候　曇　時間変更例会

◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」　
◇会　長　挨　拶

　皆さん、新年明けまし
ておめでとうございます。
私の任期はあと半年です
が、本年もよろしくお願
いいたします。
　2018年最初の時間変更

例会ですが、たくさんの方に集まっていただ
き、誠にありがとうございます。
　早々に残念なお知らせですが、1990（平成
２）年７月４日入会の内田荘一郎会員が、12
月末をもって退会されました。27年間の長き
にわたり東ＲＣを支えていただき、活躍され
ていたことは皆さんもご承知のとおりです。
近々例会に出席してご挨拶をいただくように
したいと思います。９月ごろから退会の申し
出があり、会員の皆さんの力で留まっていた
だくようにお願いしましたが、意思が固くて
退会となりました。
　プレジデントの１月29日号を読んでいる
と、日経の平均株価は、今年中に３万円にな
る。（今日は２万3,700円）。根拠としては、財
政を見ると税収は国、地方で22兆円の増加。
新規の国債発行額は10兆円の減少。国の一般
会計のプライマリーバランスは14兆円の改
善。年金資金は、約50兆円の増加。経済成長
は、政権交代後の名目のＧＤＰは50兆円の増

加で過去最高543兆円の水準。企業収益も過
去最高の水準。設備投資の増加も12年度72兆
円から16年度は82兆円に増えています。株価
は、政権交代の５年前の2.5倍。民主党の野
田政権当時の8,661円が、17年12月中旬が２
万2,000円、18年１月５日で２万3,700円。雇
用も就業者数185万人の増加。正規雇用も８
年ぶりに増加。賃金は、今世紀に入って最も
高い水準の賃上げが４年連続。生活保護受給
の現役世代は13年２月で88万4,000世帯から
17年８月には76万9,000世帯に減少。
　来年４月からは、消費税が10％になると思
いますが、皆さん、今年のうちに大いに儲け
ましょう。
　会長職もあと半年です。土居幹事さん、各
委員長さん、事務局の河野さんはじめ、会員
の皆さんに支え、助けていただきながら粛々
と役目をこなしていきたいと思いますので、
どうかよろしくお願いいたします。
　本日は、卓話はありません。ビールとワイ
ンでゆっくりご歓談ください。
◇来訪ロータリアン
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏

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

◇１月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　永野　健生
　大川内孝典
　田内　正文
　山村　一正
　鬼田　知明
　猿田　隆夫　　山本　庸平　　窪田満里子
 ● 配偶者誕生日
　安岡萬里子　　中西　祥子　　西森　美和
　岡本　千春
 ● 家庭記念日
　髙橋　卓弥　　松﨑　郷輔
 ● 入会記念日
　永野　正将　　佐野　博三　　永　光男
　福岡満喜子　　前川美智子　　土居　祐三
　寺村　　勉
◇会　長　報　告
・溝渕会員が忘年夜間例会の後、転んで田中

整形に。また、別役重具会員が元旦の夜、
大腿骨骨折で高知整形脳外科病院に入院さ
れました。幹事と一緒にお二人のところに
はお見舞いに伺い、皆さんによろしくとの
ことです。

◇幹　事　報　告
・１月のロータリーレートは１ドル114円です。
・１月14日、中央公園において水曜会のバ

ザーが行われます。できるだけお手伝いを
お願いします。

・１月27日、ＩＭへの参加者はバスを出しま
す。後日、行程表を送付します。

・日本造園建築業協会高知県支部設立40周年
記念シンポジウムのチラシをお配りしまし
た。

◇川之江ＲＣの例会場及び事務局が１月29
日㈪より移転

　新　住　所：〒799－0111
　　　　　　四国中央市金生町下分789
　　　　　　　四国中央商工会議所内
　新例会場：〒799－0111
　　　　　　四国中央市金生町下分789
　　　　　　（３階　第一会議室）

※尚、電話番号・ＦＡＸ番号・メールアド
レスの変更はございません。

◇親睦委員会より
　東酔会を１月31日㈬に予定しています。詳
細は後日送りますので、よろしくお願いしま
す。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

◇出席率報告

 ● 石川　健　あけましておめでとうございま
す。昨年は、皆さまには大変お世話になり、
やっと会長職、半年過ぎました。６月まで、
土居幹事並びに皆さまに支えていただきまし
て、努めてまいります。よろしくお願いしま
す。　　　
 ● 土居祐三　入会記念お礼です。遅くなりす
みません。あと半年です。引き続きよろしく
お願いします。
 ● 柳澤光秋　今年もよろしくたのみます。
 ● 早瀬源慶　年賀状欠礼。
 ● 西森　大　昨年の12月13日、歓迎会をして
いただきありがとうございます。よろしくお
願いいたします。
 ● 山村一正　誕生日記念ありがとうございま
す。
 ● 窪田満里子　早いもので、○○歳になりま
した。今年は良い年になりますように！
 ● 松﨑郷輔　１月の家庭記念日、寒かった。
記念品ありがとうございます。

 ● 髙橋卓弥　本年もどうぞよろしくお願いし
ます。記念品ありがとうございました。
 ● 永野正将　入会記念品ありがとうございま
す。８年目になります！
 ● 福岡満喜子　入会記念ありがとうございま
した。いつの間にか入会16年目。このご縁を
大切にしたいと思います。どうぞ今後ともよ
ろしくお願いいたします。
 ● 佐野博三　入会記念ありがとうございます。
ようやく17年目となりました。30年は頑張る
つもりです。よろしくお願いします。
 ● 前川美智子　入会記念プレゼントいただき
ありがとうございました。皆さま、これから
もよろしくお願いいたします。
 ● 永光男　入会記念品お礼。
 ● 中西克行　妻の誕生祝いありがとうござい
ます。遅くなりましたが、11月の地区大会で
は、皆さまに大変お世話になりありがとうご
ざいました。少しですが、お礼に。
 ● 小比賀和弘　家内のお誕生日のプレゼント
いただきました！ありがとうございます。
 ● 岡本淳一　家内の誕生祝いありがとうござ
います。
 ● 西山忠利　家内誕生日お祝いありがとうご
ざいます。会員増強委員会よりお願い。半年
で２名入会していただきましたが、１名退会
とのこと。あと半年、皆さまのご協力よろし
く。

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ

1,041,640円

66,600円

1,108,240円

12,164円

1,380円

13,544円

1,053,804円

67,980円

1,121,784円

チビニコ 合　計

１月10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21日㈬　職場例会
　　　　　　（高知県立牧野植物園）
　　　　　　　　卓話：里見　和彦 氏
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ＲＣ　　　１月30日㈫　職場例会
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
香長ＲＣ　　　２月６日㈫　2/7観梅夜間例会に変更
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

１月10日

12月20日

総数
－5 58
－5 59

出席
44
42

欠席
0
0

メイク
アップ HC出席率

75.86％

71.19％

出席率
100％

100％

9
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12月13日 －4 59 48 0 81.36％ 100％7

事務局・河野さん
「フィレンツェ・ワンコ Vol.１」

事務局・河野さん
「フィレンツェ・ワンコ Vol.１」
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本日　１月24日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「『刑務所』のはなし～刑務所は迷惑施設か」

元法務省矯正局長 西田　　博 氏

次週　１月31日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「韓国の文化紹介」

ロータリー米山記念奨学生 チャン・スンフン 君

第2363回　例会報告／平成30年１月10日　天候　曇　時間変更例会

◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」　
◇会　長　挨　拶

　皆さん、新年明けまし
ておめでとうございます。
私の任期はあと半年です
が、本年もよろしくお願
いいたします。
　2018年最初の時間変更

例会ですが、たくさんの方に集まっていただ
き、誠にありがとうございます。
　早々に残念なお知らせですが、1990（平成
２）年７月４日入会の内田荘一郎会員が、12
月末をもって退会されました。27年間の長き
にわたり東ＲＣを支えていただき、活躍され
ていたことは皆さんもご承知のとおりです。
近々例会に出席してご挨拶をいただくように
したいと思います。９月ごろから退会の申し
出があり、会員の皆さんの力で留まっていた
だくようにお願いしましたが、意思が固くて
退会となりました。
　プレジデントの１月29日号を読んでいる
と、日経の平均株価は、今年中に３万円にな
る。（今日は２万3,700円）。根拠としては、財
政を見ると税収は国、地方で22兆円の増加。
新規の国債発行額は10兆円の減少。国の一般
会計のプライマリーバランスは14兆円の改
善。年金資金は、約50兆円の増加。経済成長
は、政権交代後の名目のＧＤＰは50兆円の増

加で過去最高543兆円の水準。企業収益も過
去最高の水準。設備投資の増加も12年度72兆
円から16年度は82兆円に増えています。株価
は、政権交代の５年前の2.5倍。民主党の野
田政権当時の8,661円が、17年12月中旬が２
万2,000円、18年１月５日で２万3,700円。雇
用も就業者数185万人の増加。正規雇用も８
年ぶりに増加。賃金は、今世紀に入って最も
高い水準の賃上げが４年連続。生活保護受給
の現役世代は13年２月で88万4,000世帯から
17年８月には76万9,000世帯に減少。
　来年４月からは、消費税が10％になると思
いますが、皆さん、今年のうちに大いに儲け
ましょう。
　会長職もあと半年です。土居幹事さん、各
委員長さん、事務局の河野さんはじめ、会員
の皆さんに支え、助けていただきながら粛々
と役目をこなしていきたいと思いますので、
どうかよろしくお願いいたします。
　本日は、卓話はありません。ビールとワイ
ンでゆっくりご歓談ください。
◇来訪ロータリアン
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏

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

◇１月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　永野　健生
　大川内孝典
　田内　正文
　山村　一正
　鬼田　知明
　猿田　隆夫　　山本　庸平　　窪田満里子
 ● 配偶者誕生日
　安岡萬里子　　中西　祥子　　西森　美和
　岡本　千春
 ● 家庭記念日
　髙橋　卓弥　　松﨑　郷輔
 ● 入会記念日
　永野　正将　　佐野　博三　　永　光男
　福岡満喜子　　前川美智子　　土居　祐三
　寺村　　勉
◇会　長　報　告
・溝渕会員が忘年夜間例会の後、転んで田中

整形に。また、別役重具会員が元旦の夜、
大腿骨骨折で高知整形脳外科病院に入院さ
れました。幹事と一緒にお二人のところに
はお見舞いに伺い、皆さんによろしくとの
ことです。

◇幹　事　報　告
・１月のロータリーレートは１ドル114円です。
・１月14日、中央公園において水曜会のバ

ザーが行われます。できるだけお手伝いを
お願いします。

・１月27日、ＩＭへの参加者はバスを出しま
す。後日、行程表を送付します。

・日本造園建築業協会高知県支部設立40周年
記念シンポジウムのチラシをお配りしまし
た。

◇川之江ＲＣの例会場及び事務局が１月29
日㈪より移転

　新　住　所：〒799－0111
　　　　　　四国中央市金生町下分789
　　　　　　　四国中央商工会議所内
　新例会場：〒799－0111
　　　　　　四国中央市金生町下分789
　　　　　　（３階　第一会議室）

※尚、電話番号・ＦＡＸ番号・メールアド
レスの変更はございません。

◇親睦委員会より
　東酔会を１月31日㈬に予定しています。詳
細は後日送りますので、よろしくお願いしま
す。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

◇出席率報告

 ● 石川　健　あけましておめでとうございま
す。昨年は、皆さまには大変お世話になり、
やっと会長職、半年過ぎました。６月まで、
土居幹事並びに皆さまに支えていただきまし
て、努めてまいります。よろしくお願いしま
す。　　　
 ● 土居祐三　入会記念お礼です。遅くなりす
みません。あと半年です。引き続きよろしく
お願いします。
 ● 柳澤光秋　今年もよろしくたのみます。
 ● 早瀬源慶　年賀状欠礼。
 ● 西森　大　昨年の12月13日、歓迎会をして
いただきありがとうございます。よろしくお
願いいたします。
 ● 山村一正　誕生日記念ありがとうございま
す。
 ● 窪田満里子　早いもので、○○歳になりま
した。今年は良い年になりますように！
 ● 松﨑郷輔　１月の家庭記念日、寒かった。
記念品ありがとうございます。

 ● 髙橋卓弥　本年もどうぞよろしくお願いし
ます。記念品ありがとうございました。
 ● 永野正将　入会記念品ありがとうございま
す。８年目になります！
 ● 福岡満喜子　入会記念ありがとうございま
した。いつの間にか入会16年目。このご縁を
大切にしたいと思います。どうぞ今後ともよ
ろしくお願いいたします。
 ● 佐野博三　入会記念ありがとうございます。
ようやく17年目となりました。30年は頑張る
つもりです。よろしくお願いします。
 ● 前川美智子　入会記念プレゼントいただき
ありがとうございました。皆さま、これから
もよろしくお願いいたします。
 ● 永光男　入会記念品お礼。
 ● 中西克行　妻の誕生祝いありがとうござい
ます。遅くなりましたが、11月の地区大会で
は、皆さまに大変お世話になりありがとうご
ざいました。少しですが、お礼に。
 ● 小比賀和弘　家内のお誕生日のプレゼント
いただきました！ありがとうございます。
 ● 岡本淳一　家内の誕生祝いありがとうござ
います。
 ● 西山忠利　家内誕生日お祝いありがとうご
ざいます。会員増強委員会よりお願い。半年
で２名入会していただきましたが、１名退会
とのこと。あと半年、皆さまのご協力よろし
く。

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ

1,041,640円

66,600円

1,108,240円

12,164円

1,380円

13,544円

1,053,804円

67,980円

1,121,784円

チビニコ 合　計

１月10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21日㈬　職場例会
　　　　　　（高知県立牧野植物園）
　　　　　　　　卓話：里見　和彦 氏
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ＲＣ　　　１月30日㈫　職場例会
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
香長ＲＣ　　　２月６日㈫　2/7観梅夜間例会に変更
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

１月10日

12月20日

総数
－5 58
－5 59

出席
44
42

欠席
0
0

メイク
アップ HC出席率

75.86％

71.19％

出席率
100％

100％

9
12

12月13日 －4 59 48 0 81.36％ 100％7

事務局・河野さん
「フィレンツェ・ワンコ Vol.１」

事務局・河野さん
「フィレンツェ・ワンコ Vol.１」


