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本日　２月21日㈬ 12：30  高知県立牧野植物園

　　　職　場　例　会
里見　和彦 氏

次週　２月28日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「ワイン作りを通して目指すこと」

井上ワイナリー株式会社 代表取締役 井上　孝志 氏

第2366回　例会報告／平成30年２月７日　天候　晴　観梅夜間例会

◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」　
◇香長ＲＣ・鈴江会長挨拶
　皆さん、こんばんは。香長ＲＣの本年度の
会長を務めております鈴江でございます。ど
うぞよろしくお願いします。
　本日は、恒例の合同例会、観梅会にお招き
いただきありがとうございます。私はロータ
リー歴はまだ６年ほどですが、毎年楽しみに
出席させていただいています。今年はとても
寒い厳しい冬だったと思います。ここ10年ぐ
らいで一番寒いなと自分は感じていますが、
梅の花は寒い冬、厳しい冬を耐え忍んできれ
いな花を咲かせると聞いていますので、今年
の梅は例年よりもきれいではないかと楽しみ
にしてまいりました。
　話は逸れますが、私は今44歳。子どもはま
だ３歳、女の子の双子で、毎朝保育園に送っ
て行きます。朝寒いのでコートを着るように
言うのですが、コートが重くて邪魔なのか、
動き回りたいのか、嫌がって寒くないと言う
のを無理矢理、着せます。今日、この会があ
るため、娘達を母に預けました。すると、44
歳の私が母から、「今日は寒いので、コート
をちゃんと着ていかないかんで」と言われま
した。子どもに言ってることを同じように、
自分が母から言われて、年は重ねても親心と
いうのはずっと変わらないんだなと思いまし
た。

　香長ＲＣは昨年度40周年を迎え、東ＲＣに
も全員登録で祝っていただきました。今年は
41年目、次の10周年に向かう最初の年とし
て、新たなスタートをしました。今年の柳澤
ガバナーの「クラブの特性を生かそう」とい
う方針に沿って、少ない会員数ながらも、地
道に香長らしい活動をしたいと思っています。
　昨年度までは会員10名。今年は１名増えて
11名。１年に１人ずつ増やして50周年には倍
の20名にしたいと思っていますので、今後と
もよろしくお願いいたします。
　今日、このような東ＲＣとの交流、親睦を
深められますことを感謝いたしまして、私か
らのご挨拶とさせていただきます。ありがと
うございます。
◇東ＲＣ・石川会長挨拶
　皆さん、こんばんは。本日は香長ＲＣさん、
水曜会の皆さん、ご家族の皆さん、香長ＲＣ
の事務局の方、ようこそいらっしゃいました。
ありがとうございます。
　昨年11月の地区大会には、香長ＲＣは全員
出席をしていただき、誠にありがとうござい
ました。また、2017－18年度のガバナー補佐
も、大島さんに務めていただきありがとうご
ざいます。
　香長ＲＣと高知東ＲＣは親子の関係で1977
年５月に、香長ＲＣさんが設立されました。
2004年２月、東クラブ元会長の大久保さんと、
本日ご出席の香長ＲＣ幹事の前田さんが、合
同の観梅会をしようと始め、今回が節目の15
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回目です。今後とも、合同観梅夜間例会が続
きますように、よろしくお願いいたします。
　「ロータリーの友」２月号に、ビルマ（現・
ミャンマー）のインパール作戦に関わって、
命が助かって帰ってきたあと、成功してビル
マの奨学会を設立した今泉清詞さんの、2017
年５月、新狭山ＲＣでの講演が載っています。
ビルマがイギリスの植民地で非常に苦労をし
ているとき、日本が助けてくれたことを、そ
の後、何十年経っても感謝してくれていると
いうような内容です。ぜひ、ご一読いただけ
ればと思います。
　本日の余興は「はし拳」です。転勤族の皆
さんが、高知ではし拳をしたことが思い出に
なりますように、よろしくお願いします。で
は、時間の限り楽しみましょう。
◇お　客　様（敬称略）
 ● 香長ＲＣ
　鈴江　章宏　　池田　隆志　　中村　浩平
　長野　雄一　　大島　　仁　　植田　誠司
　浜田　正彦　　蔭野　仁子
 ● 名誉会員
　山﨑　敏朗
 ● 水曜会
　石川　博子　　沖　伸歩子　　猿田　静子
　寺村みゆき　　寺尾　幸子　　土居　紀代
　西森　美和
 ● ピアノ
　小笠原貴美子

◇会員祝日（敬称略）
◎高知東ＲＣ
 ● 会員誕生日
　山﨑　敏朗　　福岡満喜子　　中平真理子
 ● 配偶者誕生日
　鬼田　綾子　　田内夕起子　　佐野　節子
　西森　冬弦　　沖　伸歩子　　前田　　紀
 ● 家庭記念日
　大川内孝典　　寺村　　勉　　浦田　健治
　島村　信一　　永　光男　　松岡　英雄
 ● 入会記念日
　中平真理子
◎香長ＲＣ
 ● 家庭記念日
　池田　隆志
◇会員増強委員会より
　本年の目標が増強４名です。最初は順調に
２名入会されましたが、安岡会員が亡くなら
れ、内田会員が退会され、現在プラスマイナ
ス０です。皆さまのアンケートによると、何
人かのお名前が挙がっているとのことです
が、あと４ヵ月と20日。何とか目標の４名が
達成出来るように、皆さまのご協力をよろし
くお願いします。
　水曜会の皆さんにも、どうかお気に留めて
いただき、自薦・他薦、よろしくお願いしま
す。
◇幹　事　報　告
・東クラブ、来週の例会はロータリー休日で

す。間違いのないようにお願いします。
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◇出席率報告

 ● 山﨑敏朗　めでたくもあり、めでたくもな
し。
 ● 土居祐三　先週はインフルエンザで欠席、
失礼しました。皆勤賞ならず。
 ● 沖　卓史　家内誕生日祝いありがとうござ
います。本日は同席していますので、詳しい
ことは書けません。

 ● 松岡英雄　家庭記念日お礼。
 ● 寺村　勉　結婚記念祝いありがとうござい
ます。37年目です。みゆきさん、これからも
よろしくお願いします。
 ● 島村信一　すっかり忘れていました。思い
出させていただきありがとうございます。
 ● 前田　博　家内誕生祝いお礼申し上げます。
例年、京都への小旅行、３月に孫のひとみと
一緒に３人で出かける予定です。
 ● 佐野博三　妻の誕生日にプレゼントをいた
だきありがとうございました。
 ● 中平真理子　今年一番早い誕生プレゼント
ありがとうございました。　　
◇遅刻　２件

● ニコニコ箱 ●
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２月７日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
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
３月７日㈬　定例理事会
情報集会
　３月13日㈫～15日㈭18：30～（城西館）
　３月14日㈬13：30～（ザ クラウンパレス）
３月21日㈬　休会（春分の日）
３月28日㈬　花見夜間例会（城西館）
　　　　　　役員会

■例会変更のお知らせ
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
高知ロイヤルＲＣ　
　　　　　　　３月６日㈫　香長ＲＣとの合同夜間例会
香長ＲＣ　　　３月６日㈫　夜間例会
高知中央ＲＣ　３月８日㈭　職場例会
香長ＲＣ　　　３月13日㈫　3/25物部川河川敷清掃作業に変更
高知北ＲＣ　　３月19日㈪　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　３月20日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　３月20日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　３月22日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　３月23日㈮　職場例会
高知北ＲＣ　　３月26日㈪　花見家族合同夜間例会
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　３月27日㈫　3/29花見例会に振替
香長ＲＣ　　　３月27日㈫　花見例会
高知南ＲＣ　　３月29日㈭　花見例会
高知中央ＲＣ　３月29日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　３月30日㈮　ロータリー休日
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２月28日㈬　役員会
３月７日㈬　定例理事会
情報集会
　３月13日㈫～15日㈭18：30～（城西館）
　３月14日㈬13：30～（ザ クラウンパレス）
３月21日㈬　休会（春分の日）
３月28日㈬　花見夜間例会（城西館）
　　　　　　役員会

■例会変更のお知らせ
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
高知ロイヤルＲＣ　
　　　　　　　３月６日㈫　香長ＲＣとの合同夜間例会
香長ＲＣ　　　３月６日㈫　夜間例会
高知中央ＲＣ　３月８日㈭　職場例会
香長ＲＣ　　　３月13日㈫　3/25物部川河川敷清掃作業に変更
高知北ＲＣ　　３月19日㈪　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　３月20日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　３月20日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　３月22日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　３月23日㈮　職場例会
高知北ＲＣ　　３月26日㈪　花見家族合同夜間例会
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　３月27日㈫　3/29花見例会に振替
香長ＲＣ　　　３月27日㈫　花見例会
高知南ＲＣ　　３月29日㈭　花見例会
高知中央ＲＣ　３月29日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　３月30日㈮　ロータリー休日
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元 高知県立牧野植物園 教育普及課長
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本日　２月21日㈬ 12：30  高知県立牧野植物園

　　　職　場　例　会
里見　和彦 氏

次週　２月28日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「ワイン作りを通して目指すこと」

井上ワイナリー株式会社 代表取締役 井上　孝志 氏

第2366回　例会報告／平成30年２月７日　天候　晴　観梅夜間例会

◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」　
◇香長ＲＣ・鈴江会長挨拶
　皆さん、こんばんは。香長ＲＣの本年度の
会長を務めております鈴江でございます。ど
うぞよろしくお願いします。
　本日は、恒例の合同例会、観梅会にお招き
いただきありがとうございます。私はロータ
リー歴はまだ６年ほどですが、毎年楽しみに
出席させていただいています。今年はとても
寒い厳しい冬だったと思います。ここ10年ぐ
らいで一番寒いなと自分は感じていますが、
梅の花は寒い冬、厳しい冬を耐え忍んできれ
いな花を咲かせると聞いていますので、今年
の梅は例年よりもきれいではないかと楽しみ
にしてまいりました。
　話は逸れますが、私は今44歳。子どもはま
だ３歳、女の子の双子で、毎朝保育園に送っ
て行きます。朝寒いのでコートを着るように
言うのですが、コートが重くて邪魔なのか、
動き回りたいのか、嫌がって寒くないと言う
のを無理矢理、着せます。今日、この会があ
るため、娘達を母に預けました。すると、44
歳の私が母から、「今日は寒いので、コート
をちゃんと着ていかないかんで」と言われま
した。子どもに言ってることを同じように、
自分が母から言われて、年は重ねても親心と
いうのはずっと変わらないんだなと思いまし
た。

　香長ＲＣは昨年度40周年を迎え、東ＲＣに
も全員登録で祝っていただきました。今年は
41年目、次の10周年に向かう最初の年とし
て、新たなスタートをしました。今年の柳澤
ガバナーの「クラブの特性を生かそう」とい
う方針に沿って、少ない会員数ながらも、地
道に香長らしい活動をしたいと思っています。
　昨年度までは会員10名。今年は１名増えて
11名。１年に１人ずつ増やして50周年には倍
の20名にしたいと思っていますので、今後と
もよろしくお願いいたします。
　今日、このような東ＲＣとの交流、親睦を
深められますことを感謝いたしまして、私か
らのご挨拶とさせていただきます。ありがと
うございます。
◇東ＲＣ・石川会長挨拶
　皆さん、こんばんは。本日は香長ＲＣさん、
水曜会の皆さん、ご家族の皆さん、香長ＲＣ
の事務局の方、ようこそいらっしゃいました。
ありがとうございます。
　昨年11月の地区大会には、香長ＲＣは全員
出席をしていただき、誠にありがとうござい
ました。また、2017－18年度のガバナー補佐
も、大島さんに務めていただきありがとうご
ざいます。
　香長ＲＣと高知東ＲＣは親子の関係で1977
年５月に、香長ＲＣさんが設立されました。
2004年２月、東クラブ元会長の大久保さんと、
本日ご出席の香長ＲＣ幹事の前田さんが、合
同の観梅会をしようと始め、今回が節目の15
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●会長／石川　健　●幹事／土居祐三　●雑誌会報委員／髙橋卓弥・宇津木達也・西森良文
●例会日／毎週水曜日12：30PM～1：30PM　●例会場／ザ クラウンパレス新阪急高知　（088）873－1111
●事務所／高知新聞放送会館１階　〒780－8572　高知市本町3－2－15　　　　直通（088）824－8660

　ホームページアドレス（PC・携帯共通）http://www.kochi-east-rc.com
　メールアドレス　事務局／hcrc@coffee.ocn.ne.jp　広報ＩＴ委員会／info@kochi-east-rc.com

回目です。今後とも、合同観梅夜間例会が続
きますように、よろしくお願いいたします。
　「ロータリーの友」２月号に、ビルマ（現・
ミャンマー）のインパール作戦に関わって、
命が助かって帰ってきたあと、成功してビル
マの奨学会を設立した今泉清詞さんの、2017
年５月、新狭山ＲＣでの講演が載っています。
ビルマがイギリスの植民地で非常に苦労をし
ているとき、日本が助けてくれたことを、そ
の後、何十年経っても感謝してくれていると
いうような内容です。ぜひ、ご一読いただけ
ればと思います。
　本日の余興は「はし拳」です。転勤族の皆
さんが、高知ではし拳をしたことが思い出に
なりますように、よろしくお願いします。で
は、時間の限り楽しみましょう。
◇お　客　様（敬称略）
 ● 香長ＲＣ
　鈴江　章宏　　池田　隆志　　中村　浩平
　長野　雄一　　大島　　仁　　植田　誠司
　浜田　正彦　　蔭野　仁子
 ● 名誉会員
　山﨑　敏朗
 ● 水曜会
　石川　博子　　沖　伸歩子　　猿田　静子
　寺村みゆき　　寺尾　幸子　　土居　紀代
　西森　美和
 ● ピアノ
　小笠原貴美子

◇会員祝日（敬称略）
◎高知東ＲＣ
 ● 会員誕生日
　山﨑　敏朗　　福岡満喜子　　中平真理子
 ● 配偶者誕生日
　鬼田　綾子　　田内夕起子　　佐野　節子
　西森　冬弦　　沖　伸歩子　　前田　　紀
 ● 家庭記念日
　大川内孝典　　寺村　　勉　　浦田　健治
　島村　信一　　永　光男　　松岡　英雄
 ● 入会記念日
　中平真理子
◎香長ＲＣ
 ● 家庭記念日
　池田　隆志
◇会員増強委員会より
　本年の目標が増強４名です。最初は順調に
２名入会されましたが、安岡会員が亡くなら
れ、内田会員が退会され、現在プラスマイナ
ス０です。皆さまのアンケートによると、何
人かのお名前が挙がっているとのことです
が、あと４ヵ月と20日。何とか目標の４名が
達成出来るように、皆さまのご協力をよろし
くお願いします。
　水曜会の皆さんにも、どうかお気に留めて
いただき、自薦・他薦、よろしくお願いしま
す。
◇幹　事　報　告
・東クラブ、来週の例会はロータリー休日で

す。間違いのないようにお願いします。
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◇出席率報告

 ● 山﨑敏朗　めでたくもあり、めでたくもな
し。
 ● 土居祐三　先週はインフルエンザで欠席、
失礼しました。皆勤賞ならず。
 ● 沖　卓史　家内誕生日祝いありがとうござ
います。本日は同席していますので、詳しい
ことは書けません。

 ● 松岡英雄　家庭記念日お礼。
 ● 寺村　勉　結婚記念祝いありがとうござい
ます。37年目です。みゆきさん、これからも
よろしくお願いします。
 ● 島村信一　すっかり忘れていました。思い
出させていただきありがとうございます。
 ● 前田　博　家内誕生祝いお礼申し上げます。
例年、京都への小旅行、３月に孫のひとみと
一緒に３人で出かける予定です。
 ● 佐野博三　妻の誕生日にプレゼントをいた
だきありがとうございました。
 ● 中平真理子　今年一番早い誕生プレゼント
ありがとうございました。　　
◇遅刻　２件

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ

1,193,590円

25,000円

1,218,590円

13,951円

0円

13,951円

1,207,541円

25,000円

1,232,541円

チビニコ 合　計

２月７日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
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
３月７日㈬　定例理事会
情報集会
　３月13日㈫～15日㈭18：30～（城西館）
　３月14日㈬13：30～（ザ クラウンパレス）
３月21日㈬　休会（春分の日）
３月28日㈬　花見夜間例会（城西館）
　　　　　　役員会

■例会変更のお知らせ
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
高知ロイヤルＲＣ　
　　　　　　　３月６日㈫　香長ＲＣとの合同夜間例会
香長ＲＣ　　　３月６日㈫　夜間例会
高知中央ＲＣ　３月８日㈭　職場例会
香長ＲＣ　　　３月13日㈫　3/25物部川河川敷清掃作業に変更
高知北ＲＣ　　３月19日㈪　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　３月20日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　３月20日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　３月22日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　３月23日㈮　職場例会
高知北ＲＣ　　３月26日㈪　花見家族合同夜間例会
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　３月27日㈫　3/29花見例会に振替
香長ＲＣ　　　３月27日㈫　花見例会
高知南ＲＣ　　３月29日㈭　花見例会
高知中央ＲＣ　３月29日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　３月30日㈮　ロータリー休日
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本日　２月21日㈬ 12：30  高知県立牧野植物園

　　　職　場　例　会
里見　和彦 氏

次週　２月28日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「ワイン作りを通して目指すこと」

井上ワイナリー株式会社 代表取締役 井上　孝志 氏

第2366回　例会報告／平成30年２月７日　天候　晴　観梅夜間例会

◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」　
◇香長ＲＣ・鈴江会長挨拶
　皆さん、こんばんは。香長ＲＣの本年度の
会長を務めております鈴江でございます。ど
うぞよろしくお願いします。
　本日は、恒例の合同例会、観梅会にお招き
いただきありがとうございます。私はロータ
リー歴はまだ６年ほどですが、毎年楽しみに
出席させていただいています。今年はとても
寒い厳しい冬だったと思います。ここ10年ぐ
らいで一番寒いなと自分は感じていますが、
梅の花は寒い冬、厳しい冬を耐え忍んできれ
いな花を咲かせると聞いていますので、今年
の梅は例年よりもきれいではないかと楽しみ
にしてまいりました。
　話は逸れますが、私は今44歳。子どもはま
だ３歳、女の子の双子で、毎朝保育園に送っ
て行きます。朝寒いのでコートを着るように
言うのですが、コートが重くて邪魔なのか、
動き回りたいのか、嫌がって寒くないと言う
のを無理矢理、着せます。今日、この会があ
るため、娘達を母に預けました。すると、44
歳の私が母から、「今日は寒いので、コート
をちゃんと着ていかないかんで」と言われま
した。子どもに言ってることを同じように、
自分が母から言われて、年は重ねても親心と
いうのはずっと変わらないんだなと思いまし
た。

　香長ＲＣは昨年度40周年を迎え、東ＲＣに
も全員登録で祝っていただきました。今年は
41年目、次の10周年に向かう最初の年とし
て、新たなスタートをしました。今年の柳澤
ガバナーの「クラブの特性を生かそう」とい
う方針に沿って、少ない会員数ながらも、地
道に香長らしい活動をしたいと思っています。
　昨年度までは会員10名。今年は１名増えて
11名。１年に１人ずつ増やして50周年には倍
の20名にしたいと思っていますので、今後と
もよろしくお願いいたします。
　今日、このような東ＲＣとの交流、親睦を
深められますことを感謝いたしまして、私か
らのご挨拶とさせていただきます。ありがと
うございます。
◇東ＲＣ・石川会長挨拶
　皆さん、こんばんは。本日は香長ＲＣさん、
水曜会の皆さん、ご家族の皆さん、香長ＲＣ
の事務局の方、ようこそいらっしゃいました。
ありがとうございます。
　昨年11月の地区大会には、香長ＲＣは全員
出席をしていただき、誠にありがとうござい
ました。また、2017－18年度のガバナー補佐
も、大島さんに務めていただきありがとうご
ざいます。
　香長ＲＣと高知東ＲＣは親子の関係で1977
年５月に、香長ＲＣさんが設立されました。
2004年２月、東クラブ元会長の大久保さんと、
本日ご出席の香長ＲＣ幹事の前田さんが、合
同の観梅会をしようと始め、今回が節目の15
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回目です。今後とも、合同観梅夜間例会が続
きますように、よろしくお願いいたします。
　「ロータリーの友」２月号に、ビルマ（現・
ミャンマー）のインパール作戦に関わって、
命が助かって帰ってきたあと、成功してビル
マの奨学会を設立した今泉清詞さんの、2017
年５月、新狭山ＲＣでの講演が載っています。
ビルマがイギリスの植民地で非常に苦労をし
ているとき、日本が助けてくれたことを、そ
の後、何十年経っても感謝してくれていると
いうような内容です。ぜひ、ご一読いただけ
ればと思います。
　本日の余興は「はし拳」です。転勤族の皆
さんが、高知ではし拳をしたことが思い出に
なりますように、よろしくお願いします。で
は、時間の限り楽しみましょう。
◇お　客　様（敬称略）
 ● 香長ＲＣ
　鈴江　章宏　　池田　隆志　　中村　浩平
　長野　雄一　　大島　　仁　　植田　誠司
　浜田　正彦　　蔭野　仁子
 ● 名誉会員
　山﨑　敏朗
 ● 水曜会
　石川　博子　　沖　伸歩子　　猿田　静子
　寺村みゆき　　寺尾　幸子　　土居　紀代
　西森　美和
 ● ピアノ
　小笠原貴美子

◇会員祝日（敬称略）
◎高知東ＲＣ
 ● 会員誕生日
　山﨑　敏朗　　福岡満喜子　　中平真理子
 ● 配偶者誕生日
　鬼田　綾子　　田内夕起子　　佐野　節子
　西森　冬弦　　沖　伸歩子　　前田　　紀
 ● 家庭記念日
　大川内孝典　　寺村　　勉　　浦田　健治
　島村　信一　　永　光男　　松岡　英雄
 ● 入会記念日
　中平真理子
◎香長ＲＣ
 ● 家庭記念日
　池田　隆志
◇会員増強委員会より
　本年の目標が増強４名です。最初は順調に
２名入会されましたが、安岡会員が亡くなら
れ、内田会員が退会され、現在プラスマイナ
ス０です。皆さまのアンケートによると、何
人かのお名前が挙がっているとのことです
が、あと４ヵ月と20日。何とか目標の４名が
達成出来るように、皆さまのご協力をよろし
くお願いします。
　水曜会の皆さんにも、どうかお気に留めて
いただき、自薦・他薦、よろしくお願いしま
す。
◇幹　事　報　告
・東クラブ、来週の例会はロータリー休日で

す。間違いのないようにお願いします。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

◇出席率報告

 ● 山﨑敏朗　めでたくもあり、めでたくもな
し。
 ● 土居祐三　先週はインフルエンザで欠席、
失礼しました。皆勤賞ならず。
 ● 沖　卓史　家内誕生日祝いありがとうござ
います。本日は同席していますので、詳しい
ことは書けません。

 ● 松岡英雄　家庭記念日お礼。
 ● 寺村　勉　結婚記念祝いありがとうござい
ます。37年目です。みゆきさん、これからも
よろしくお願いします。
 ● 島村信一　すっかり忘れていました。思い
出させていただきありがとうございます。
 ● 前田　博　家内誕生祝いお礼申し上げます。
例年、京都への小旅行、３月に孫のひとみと
一緒に３人で出かける予定です。
 ● 佐野博三　妻の誕生日にプレゼントをいた
だきありがとうございました。
 ● 中平真理子　今年一番早い誕生プレゼント
ありがとうございました。　　
◇遅刻　２件

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ

1,193,590円

25,000円

1,218,590円

13,951円

0円

13,951円

1,207,541円

25,000円

1,232,541円

チビニコ 合　計

２月７日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
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
３月７日㈬　定例理事会
情報集会
　３月13日㈫～15日㈭18：30～（城西館）
　３月14日㈬13：30～（ザ クラウンパレス）
３月21日㈬　休会（春分の日）
３月28日㈬　花見夜間例会（城西館）
　　　　　　役員会

■例会変更のお知らせ
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
高知ロイヤルＲＣ　
　　　　　　　３月６日㈫　香長ＲＣとの合同夜間例会
香長ＲＣ　　　３月６日㈫　夜間例会
高知中央ＲＣ　３月８日㈭　職場例会
香長ＲＣ　　　３月13日㈫　3/25物部川河川敷清掃作業に変更
高知北ＲＣ　　３月19日㈪　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　３月20日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　３月20日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　３月22日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　３月23日㈮　職場例会
高知北ＲＣ　　３月26日㈪　花見家族合同夜間例会
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　３月27日㈫　3/29花見例会に振替
香長ＲＣ　　　３月27日㈫　花見例会
高知南ＲＣ　　３月29日㈭　花見例会
高知中央ＲＣ　３月29日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　３月30日㈮　ロータリー休日

２月７日

１月24日

総数
－4 57
－6 57

出席
36
38

欠席
4
0

メイク
アップ HC出席率

63.16％

66.67％

出席率
92.45％

100％

13
13

事務局・河野さん「ベニスのワンコ」事務局・河野さん「ベニスのワンコ」

高知第Ⅰ・第Ⅱ分区　ＩＭ
2018年１月27日㈯　於：中村プリンスホテル

元 高知県立牧野植物園 教育普及課長
里見デザイン室 所長


