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本日　４月11日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「職業奉仕とロータリーソング」

職業奉仕委員会 浦田　健治 会員

次週　４月18日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「今どきのドローン」

泉測量登記事務所  所長 泉　　清博 氏

第2372回　例会報告／平成30年４月４日　天候　曇

◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」
◇副会長挨拶
　皆さん、こんにちは。本日は石川会長が出
張のため代理を務めますが、非常に緊張して
います。
　３月３日はひな祭り、５月５日は端午の節
句、女性のお祭りと男性のお祭りの中間であ
る、今日４月４日は「トランスジェンダーの
日」。これは正式に認定されているそうです。
　トランスジェンダーについては、今いろい
ろと話題になっていますが、多様性というこ
とでお互いに認め合うことは大事なことだと
思います。ロータリーでも、多様性の中で集
まって、個と個が調和しながら会を進めてい
くことは素晴らしいことだと思います。
　もう一つ、４月４日は４と４を合わせるの
で「しあわせの日」だそうです。三大幸福論
の一つ、アランの「幸福論」の中では、人間
は幸せになる権利があるということを一貫し
て主張していますが、私がそれ以上に感動し
たのは、これだけの本を出して、世界的なベ
ストセラーになったにも関わらず、アラン自
身は高校の一教師として生涯を貫いたことで
す。本当の意味で、物にとらわれない幸せな
生き方を自ら示した人だと思います。
　私も７月に向けて、憂鬱というか不幸だと
感じていますが、７月１日からはロータリー
を通して、皆さんと一緒に幸せになっていけ

たらと思っていますのでよろしくお願いいた
します。
◇来訪ロータリアン
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
◇副幹事より
　４月10日㈫18時半より、城西館にて第１回
クラブ協議会を行います。委員長が欠席の場
合は代理出席をよろしくお願いします。
◇４月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　松﨑　郷輔　　中西　克行　　関　　淑公
　久松　啓一　　小比賀和弘　　近森　範久
　西内　俊介
 ● 配偶者誕生日
　溝渕　悦子　　大川内　律　　永　佳子
　前川　穎司　　猿田　静子　　寺村みゆき
　土居　京子　　野口　和秀
 ● 家庭記念日
　早瀬　源慶　　西内　俊介　　岡　今朝男
　西山　忠利　　近森　淳二　　永野　健生
　小比賀和弘　　森田　康子
 ● 入会記念日
　前田　　博　　山村　一正
◇幹　事　報　告
・昨年11月の地区大会の報告書とＤＶＤ（希

望者のみ）をレターボックスに入れていま
す。ご覧ください。

・本日例会終了後、理事会を行います。

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

　ガバナー事務所はまだ終わったわけではあ
りませんので、今日は中間報告をさせていた
だきます。
　ガバナー事務所は、まずガバナーノミニー
事務所、ガバナーエレクト事務所、そして現
在のガバナー事務所は、ガバナー年度である
この６月まで開設しています。
　まず、ガバナー事務所の役員人事を決める
にあたり、再三有志で話し合いを行いまし
た。結果、役員として、幹事・猿田さん、前
田さん、永さん、浦田さん、内田さん。役
員・松野さん、福岡さん、前川さん。会計
長・永野健生さん。会計・北村さんという重
厚なメンバーでスタートすることになりまし
た。しかし、私がおだてられて代表幹事を引
き受けたのが、後々まで皆さんにご迷惑をか
けることになったのではないかと思います。
　私自身がロータリーに対して熱心でなかっ
たつけが回ってきたこと。さらに雇った事務
職員２人も、それまで全くロータリーに関
わっていなかったため、ガバナー事務所自体
が素人集団の船出でした。
　２番目に、事務所探しです。役員の方々
と、市内数カ所の事務所候補を回りましたが、
なかなか適地がなくて、最終的には柳澤ガバ
ナーが経営していた柳澤外科の事務所をお借
りしました。日当たりはいいし、駐車場は広
いし、非常に便利な場所です。
　次に、求人の開始を行いました。採用者は
長い方で２年半、短い方は２年ほどという有
期雇用であり、昇給・賞与・退職金もなしで、
当初に決めた給与で現在も勤めていただいて
います。女性２名の正職員は、非常に真面目
に勤務していただき感謝申し上げます。
　地区役員の選任についても私の不勉強さか
ら、多くの前年委員長に留任していただいた
結果、ベテランの方が委員になりガバナー事

務所を支えてくださったことにお礼を申し上
げます。会計年度で言えば、第３期目を迎え
ています。地区会計についても、永野健生会
計長に随分とご心配、ご迷惑をおかけしまし
た。地区会計は本会計と12、13の特別会計が
あり、その決算をやっていかなければいけま
せん。２月の新居浜での地区協にも会計長に
出席いただき、中間決算報告をしていただき
ました。
　ガバナー事務所の閉鎖予定として、ガバナ
ー年度は６月で終わりですが、その後、冊
子、地区概況の発行がありますので、９月ご
ろまでは事務所としては続きます。ただ、女
子社員については、１名は６月20日に退職、
残り１名がガバナー事務所閉鎖まで勤務して
いただきます。
　反省点としては、段取りの重要性、内田さ
んの退会、意思疎通の難しさ、ロータリーに
対しての理解度の欠如、パソコンのデータが
飛んでしまった、地区協の看板の誤り、前年
の繰越金に食い込まない予算を組む、地区協
での米山記念奨学会の録音漏れ、記念ゴルフ
の成績誤り、自分の体調不良等々が挙げられ
ます。
主要な行事・各種会合開催
・ガバナー補佐研修会（ガバナー補佐８名）
　全員が非常に協力的で、特に会員増強委員
長を務めた東予ＲＣのガバナー補佐と香長Ｒ
Ｃの大島ガバナー補佐にはお世話をかけまし
た。
・諮問委員会（現役パストガバナー13名）
　過去の経験に基づき、貴重なご意見を頂戴
しました。特に高松南ＲＣの豊田さんには、
懇切なご指導をいただき、地区大会でＲＩ会
長代理のエイド役も務めていただきました。
・PETS、DTTS、地区協議会（昨年３月・
４月に開催）

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

　地区協の会場が分散した関係で、会員の皆
さんには大変お世話をかけました。
・会員増強セミナー（各クラブ会長、幹事、
増強委員長、約250名）
　コーディネーターを中央から２人招き、勉
強会を行い、３月現在で期首より25名の増と
なっています。
・公式訪問（74クラブ訪問）
　西森良文会員に調整していただき、また、
随行員を務めていただいた皆さんのお陰で、
半年で74クラブを事故もなく無事に回ること
ができたことに感謝します。
・地区大会
　記念ゴルフ、ＲＩ会長代理歓迎晩餐会、会
長・幹事会、基調講演（司　葉子さん）、記
念講演（ケント・ギルバートさん）等々、皆
さんのお力添えのもとに無事終了。総じて好
評だったと思います。
　プログラムは内田荘一郎さんが作成するこ
とで進んでいましたが、突然の退会により寺
村会員に急遽お願いし完成。地区大会報告書

は、本日お手元にお配りしています。
　ＲＩ会長代理は日本人をとお願いし、何と
か鹿児島の安満氏に決定しほっとしたことで
した。
・ガバナー月信作成（今まで10ヵ月間発行）
　記事の収集は非常に苦労します。それをロ
ータリアンがどれだけ読んでいるか心配です。
・地区委員会
　短期交換委員会、米山記念奨学委員会は非
常に忙しい委員会であるため、次年度、クラ
ブでバックアップが必要だと感じます。
・ガバナー事務所役員会（今まで33回開催）
　石川会長のところの職員の方に、経理業務
を安い金額でお願いしています。

　最後に、事務所にあるパソコン２台を、閉
鎖時にどなたかお買い求めいただきたい。退
職する女子社員２名を採用していただきたい。
この２点をお願いして、本日の報告を終わら
せていただきます。

■高知東ＲＣ当面の日程
４月18日㈬　役員会
４月25日㈬　例会変更→24日㈫
　　　　　　８ＲＣ合同夜間例会（三翠園）
５月２日㈬　ロータリー休日
５月９日㈬　定例理事会
５月23日㈬　第６回クラブ協議会
　　　　　　　現新合同（城西館）
５月30日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　４月17日㈫　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　４月19日㈭　ロータリー休日

高知北ＲＣ　　４月23日㈪　4/24・８ＲＣ合同夜間例会
高知ＲＣ　　　４月24日㈫　８ＲＣ合同夜間例会
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　４月24日㈫　８ＲＣ合同夜間例会
高知南ＲＣ　　４月26日㈭　4/24・８ＲＣ合同夜間例会
高知中央ＲＣ　４月26日㈭　4/24・８ＲＣ合同夜間例会
高知西ＲＣ　　４月27日㈮　4/24・８ＲＣ合同夜間例会
高知ＲＣ　　　５月１日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　５月１日㈫　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　５月７日㈪　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　５月17日㈭　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　５月21日㈪　例会場変更
高知ＲＣ　　　５月22日㈫　ロータリー休日

● ニコニコ箱 ●

先週まで
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チビニコ 合　計

４月４日
今期の累計

「ガバナー事務所の思い出、
　　　　　　　　　中間報告」

◇会員スピーチ 久松　啓一 会員

◇出席率報告

 ● 寺尾正生　石川会長の代理でごあいさつさ
せていただきました。ありがとうございまし
た。
 ● 土居祐三　嫁さんの誕生祝いありがとうご
ざいます。家にいる子供もだんだん減ってき
たんで、せいぜい嫁さんを大事にせないかん
ですねぇ。
 ● 近森範久　お誕生日記念品ありがとうござ
います。
 ● 久松啓一　誕生日祝品ありがとうございま
す。あわせてガバナー事務所の報告をさせて
いただきました。これからもよろしくお願い
いたします。
 ● 松﨑郷輔　誕生祝いありがとうございます。
82歳？になります。
 ● 関　淑公　今年最後の70台です。
 ● 水上　元　誕生日の記念品をありがとうご

ざいました。「植物園だより」を配布させて
いただきました。引き続きご支援をよろしく
お願いします。
 ● 中西克行　誕生祝いありがとうございます。
 ● 西内俊介　早いもので、また４月。去年か
ら１年経ちました。誕生日は、そんなもんか。
結婚記念日は、もうそんなに。健康で来年も
４月を迎えたいと思います。
 ● 西村美香　主人の誕生祝いありがとうござ
います。今年、本厄の主人にいいことたくさ
んありますように…。
 ● 近森淳二　35年になります。ますます家内
パワーupになっています。ありがとうござ
います。
 ● 永光男　家内誕生日お礼。一句「タンジ
ョウビ　ネンキンマデワ　トシタラズ」苦笑
い。
 ● 大川内孝典　家内の誕生日お祝いありがと
うございます。
 ● 寺村　勉　女房の誕生祝いありがとうござ
います。もう59歳なんです。あっ！発表して
良かったのでしょうか（笑）。みゆきのこと
もよろしくお願いします。
 ● 森田康子　記念品をありがとうございまし

た。
 ● 西山忠利　家庭記念日お祝いありがとうご
ざいました。会員増強、現在１名減です。残
り３ヵ月皆さまのご協力よろしくお願いいた
します。久し振りの例会出席です。
 ● 山本庸平　記念品ありがとうございました。
また先日、部下がLYRAの合宿に参加させて
いただきました。重ねてありがとうございま
す。
 ● 早瀬源慶　何の記念日か忘れていました。
お釈迦様の誕生日、４月８日です。お礼申し
ます。
 ● 岡　今朝男　忘れてました。４月12日は結
婚記念日でした。ありがとうございます。
 ● 永野健生　結婚記念日お祝いありがとうご
ざいます。あやうく忘れるところでした。
 ● 猿田隆夫　妻の誕生日すっかり忘れていま

した。
 ● 西森やよい　お陰様で、１年間の弁護士会
長の任期を無事に終えることができました。
１月から始めたダイエットもうまくいってお
り、身も心も軽くなりました。ダイエットは
まだまだ頑張ります。
 ● 福岡満喜子　地区大会のＤＶＤをありがと
うございました。当日は、用事で駆け回り、
会場内に入っていなかったのでゆっくり拝見
します。
 ● 永野正将　月初めにまさかのＳＡＡ１人…。
親睦の中西さん、お手伝いありがとうござい
ました。
 ● サロンイースト協力金として　いつもあり
がとうございます。来週もよろしくお願いし
ます。

４月４日

３月21日

総数
－3 56

出席
44

欠席
2

法定休日

メイク
アップ HC出席率

78.57％

出席率
96.23％7

永野正将会員「太郎ちゃん」永野正将会員「太郎ちゃん」



高知東ロータリークラブ週報
第2325号

040月11日.2018

本日　４月11日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「職業奉仕とロータリーソング」

職業奉仕委員会 浦田　健治 会員

次週　４月18日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「今どきのドローン」

泉測量登記事務所  所長 泉　　清博 氏

第2372回　例会報告／平成30年４月４日　天候　曇

◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」
◇副会長挨拶
　皆さん、こんにちは。本日は石川会長が出
張のため代理を務めますが、非常に緊張して
います。
　３月３日はひな祭り、５月５日は端午の節
句、女性のお祭りと男性のお祭りの中間であ
る、今日４月４日は「トランスジェンダーの
日」。これは正式に認定されているそうです。
　トランスジェンダーについては、今いろい
ろと話題になっていますが、多様性というこ
とでお互いに認め合うことは大事なことだと
思います。ロータリーでも、多様性の中で集
まって、個と個が調和しながら会を進めてい
くことは素晴らしいことだと思います。
　もう一つ、４月４日は４と４を合わせるの
で「しあわせの日」だそうです。三大幸福論
の一つ、アランの「幸福論」の中では、人間
は幸せになる権利があるということを一貫し
て主張していますが、私がそれ以上に感動し
たのは、これだけの本を出して、世界的なベ
ストセラーになったにも関わらず、アラン自
身は高校の一教師として生涯を貫いたことで
す。本当の意味で、物にとらわれない幸せな
生き方を自ら示した人だと思います。
　私も７月に向けて、憂鬱というか不幸だと
感じていますが、７月１日からはロータリー
を通して、皆さんと一緒に幸せになっていけ

たらと思っていますのでよろしくお願いいた
します。
◇来訪ロータリアン
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
◇副幹事より
　４月10日㈫18時半より、城西館にて第１回
クラブ協議会を行います。委員長が欠席の場
合は代理出席をよろしくお願いします。
◇４月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　松﨑　郷輔　　中西　克行　　関　　淑公
　久松　啓一　　小比賀和弘　　近森　範久
　西内　俊介
 ● 配偶者誕生日
　溝渕　悦子　　大川内　律　　永　佳子
　前川　穎司　　猿田　静子　　寺村みゆき
　土居　京子　　野口　和秀
 ● 家庭記念日
　早瀬　源慶　　西内　俊介　　岡　今朝男
　西山　忠利　　近森　淳二　　永野　健生
　小比賀和弘　　森田　康子
 ● 入会記念日
　前田　　博　　山村　一正
◇幹　事　報　告
・昨年11月の地区大会の報告書とＤＶＤ（希

望者のみ）をレターボックスに入れていま
す。ご覧ください。

・本日例会終了後、理事会を行います。

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

　ガバナー事務所はまだ終わったわけではあ
りませんので、今日は中間報告をさせていた
だきます。
　ガバナー事務所は、まずガバナーノミニー
事務所、ガバナーエレクト事務所、そして現
在のガバナー事務所は、ガバナー年度である
この６月まで開設しています。
　まず、ガバナー事務所の役員人事を決める
にあたり、再三有志で話し合いを行いまし
た。結果、役員として、幹事・猿田さん、前
田さん、永さん、浦田さん、内田さん。役
員・松野さん、福岡さん、前川さん。会計
長・永野健生さん。会計・北村さんという重
厚なメンバーでスタートすることになりまし
た。しかし、私がおだてられて代表幹事を引
き受けたのが、後々まで皆さんにご迷惑をか
けることになったのではないかと思います。
　私自身がロータリーに対して熱心でなかっ
たつけが回ってきたこと。さらに雇った事務
職員２人も、それまで全くロータリーに関
わっていなかったため、ガバナー事務所自体
が素人集団の船出でした。
　２番目に、事務所探しです。役員の方々
と、市内数カ所の事務所候補を回りましたが、
なかなか適地がなくて、最終的には柳澤ガバ
ナーが経営していた柳澤外科の事務所をお借
りしました。日当たりはいいし、駐車場は広
いし、非常に便利な場所です。
　次に、求人の開始を行いました。採用者は
長い方で２年半、短い方は２年ほどという有
期雇用であり、昇給・賞与・退職金もなしで、
当初に決めた給与で現在も勤めていただいて
います。女性２名の正職員は、非常に真面目
に勤務していただき感謝申し上げます。
　地区役員の選任についても私の不勉強さか
ら、多くの前年委員長に留任していただいた
結果、ベテランの方が委員になりガバナー事

務所を支えてくださったことにお礼を申し上
げます。会計年度で言えば、第３期目を迎え
ています。地区会計についても、永野健生会
計長に随分とご心配、ご迷惑をおかけしまし
た。地区会計は本会計と12、13の特別会計が
あり、その決算をやっていかなければいけま
せん。２月の新居浜での地区協にも会計長に
出席いただき、中間決算報告をしていただき
ました。
　ガバナー事務所の閉鎖予定として、ガバナ
ー年度は６月で終わりですが、その後、冊
子、地区概況の発行がありますので、９月ご
ろまでは事務所としては続きます。ただ、女
子社員については、１名は６月20日に退職、
残り１名がガバナー事務所閉鎖まで勤務して
いただきます。
　反省点としては、段取りの重要性、内田さ
んの退会、意思疎通の難しさ、ロータリーに
対しての理解度の欠如、パソコンのデータが
飛んでしまった、地区協の看板の誤り、前年
の繰越金に食い込まない予算を組む、地区協
での米山記念奨学会の録音漏れ、記念ゴルフ
の成績誤り、自分の体調不良等々が挙げられ
ます。
主要な行事・各種会合開催
・ガバナー補佐研修会（ガバナー補佐８名）
　全員が非常に協力的で、特に会員増強委員
長を務めた東予ＲＣのガバナー補佐と香長Ｒ
Ｃの大島ガバナー補佐にはお世話をかけまし
た。
・諮問委員会（現役パストガバナー13名）
　過去の経験に基づき、貴重なご意見を頂戴
しました。特に高松南ＲＣの豊田さんには、
懇切なご指導をいただき、地区大会でＲＩ会
長代理のエイド役も務めていただきました。
・PETS、DTTS、地区協議会（昨年３月・
４月に開催）
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　地区協の会場が分散した関係で、会員の皆
さんには大変お世話をかけました。
・会員増強セミナー（各クラブ会長、幹事、
増強委員長、約250名）
　コーディネーターを中央から２人招き、勉
強会を行い、３月現在で期首より25名の増と
なっています。
・公式訪問（74クラブ訪問）
　西森良文会員に調整していただき、また、
随行員を務めていただいた皆さんのお陰で、
半年で74クラブを事故もなく無事に回ること
ができたことに感謝します。
・地区大会
　記念ゴルフ、ＲＩ会長代理歓迎晩餐会、会
長・幹事会、基調講演（司　葉子さん）、記
念講演（ケント・ギルバートさん）等々、皆
さんのお力添えのもとに無事終了。総じて好
評だったと思います。
　プログラムは内田荘一郎さんが作成するこ
とで進んでいましたが、突然の退会により寺
村会員に急遽お願いし完成。地区大会報告書

は、本日お手元にお配りしています。
　ＲＩ会長代理は日本人をとお願いし、何と
か鹿児島の安満氏に決定しほっとしたことで
した。
・ガバナー月信作成（今まで10ヵ月間発行）
　記事の収集は非常に苦労します。それをロ
ータリアンがどれだけ読んでいるか心配です。
・地区委員会
　短期交換委員会、米山記念奨学委員会は非
常に忙しい委員会であるため、次年度、クラ
ブでバックアップが必要だと感じます。
・ガバナー事務所役員会（今まで33回開催）
　石川会長のところの職員の方に、経理業務
を安い金額でお願いしています。

　最後に、事務所にあるパソコン２台を、閉
鎖時にどなたかお買い求めいただきたい。退
職する女子社員２名を採用していただきたい。
この２点をお願いして、本日の報告を終わら
せていただきます。

■高知東ＲＣ当面の日程
４月18日㈬　役員会
４月25日㈬　例会変更→24日㈫
　　　　　　８ＲＣ合同夜間例会（三翠園）
５月２日㈬　ロータリー休日
５月９日㈬　定例理事会
５月23日㈬　第６回クラブ協議会
　　　　　　　現新合同（城西館）
５月30日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　４月17日㈫　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　４月19日㈭　ロータリー休日

高知北ＲＣ　　４月23日㈪　4/24・８ＲＣ合同夜間例会
高知ＲＣ　　　４月24日㈫　８ＲＣ合同夜間例会
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　４月24日㈫　８ＲＣ合同夜間例会
高知南ＲＣ　　４月26日㈭　4/24・８ＲＣ合同夜間例会
高知中央ＲＣ　４月26日㈭　4/24・８ＲＣ合同夜間例会
高知西ＲＣ　　４月27日㈮　4/24・８ＲＣ合同夜間例会
高知ＲＣ　　　５月１日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　５月１日㈫　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　５月７日㈪　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　５月17日㈭　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　５月21日㈪　例会場変更
高知ＲＣ　　　５月22日㈫　ロータリー休日

● ニコニコ箱 ●
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４月４日
今期の累計

「ガバナー事務所の思い出、
　　　　　　　　　中間報告」

◇会員スピーチ 久松　啓一 会員

◇出席率報告

 ● 寺尾正生　石川会長の代理でごあいさつさ
せていただきました。ありがとうございまし
た。
 ● 土居祐三　嫁さんの誕生祝いありがとうご
ざいます。家にいる子供もだんだん減ってき
たんで、せいぜい嫁さんを大事にせないかん
ですねぇ。
 ● 近森範久　お誕生日記念品ありがとうござ
います。
 ● 久松啓一　誕生日祝品ありがとうございま
す。あわせてガバナー事務所の報告をさせて
いただきました。これからもよろしくお願い
いたします。
 ● 松﨑郷輔　誕生祝いありがとうございます。
82歳？になります。
 ● 関　淑公　今年最後の70台です。
 ● 水上　元　誕生日の記念品をありがとうご

ざいました。「植物園だより」を配布させて
いただきました。引き続きご支援をよろしく
お願いします。
 ● 中西克行　誕生祝いありがとうございます。
 ● 西内俊介　早いもので、また４月。去年か
ら１年経ちました。誕生日は、そんなもんか。
結婚記念日は、もうそんなに。健康で来年も
４月を迎えたいと思います。
 ● 西村美香　主人の誕生祝いありがとうござ
います。今年、本厄の主人にいいことたくさ
んありますように…。
 ● 近森淳二　35年になります。ますます家内
パワーupになっています。ありがとうござ
います。
 ● 永光男　家内誕生日お礼。一句「タンジ
ョウビ　ネンキンマデワ　トシタラズ」苦笑
い。
 ● 大川内孝典　家内の誕生日お祝いありがと
うございます。
 ● 寺村　勉　女房の誕生祝いありがとうござ
います。もう59歳なんです。あっ！発表して
良かったのでしょうか（笑）。みゆきのこと
もよろしくお願いします。
 ● 森田康子　記念品をありがとうございまし

た。
 ● 西山忠利　家庭記念日お祝いありがとうご
ざいました。会員増強、現在１名減です。残
り３ヵ月皆さまのご協力よろしくお願いいた
します。久し振りの例会出席です。
 ● 山本庸平　記念品ありがとうございました。
また先日、部下がLYRAの合宿に参加させて
いただきました。重ねてありがとうございま
す。
 ● 早瀬源慶　何の記念日か忘れていました。
お釈迦様の誕生日、４月８日です。お礼申し
ます。
 ● 岡　今朝男　忘れてました。４月12日は結
婚記念日でした。ありがとうございます。
 ● 永野健生　結婚記念日お祝いありがとうご
ざいます。あやうく忘れるところでした。
 ● 猿田隆夫　妻の誕生日すっかり忘れていま

した。
 ● 西森やよい　お陰様で、１年間の弁護士会
長の任期を無事に終えることができました。
１月から始めたダイエットもうまくいってお
り、身も心も軽くなりました。ダイエットは
まだまだ頑張ります。
 ● 福岡満喜子　地区大会のＤＶＤをありがと
うございました。当日は、用事で駆け回り、
会場内に入っていなかったのでゆっくり拝見
します。
 ● 永野正将　月初めにまさかのＳＡＡ１人…。
親睦の中西さん、お手伝いありがとうござい
ました。
 ● サロンイースト協力金として　いつもあり
がとうございます。来週もよろしくお願いし
ます。

４月４日

３月21日

総数
－3 56

出席
44

欠席
2

法定休日

メイク
アップ HC出席率

78.57％

出席率
96.23％7
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本日　４月11日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「職業奉仕とロータリーソング」

職業奉仕委員会 浦田　健治 会員

次週　４月18日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「今どきのドローン」

泉測量登記事務所  所長 泉　　清博 氏

第2372回　例会報告／平成30年４月４日　天候　曇

◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」
◇副会長挨拶
　皆さん、こんにちは。本日は石川会長が出
張のため代理を務めますが、非常に緊張して
います。
　３月３日はひな祭り、５月５日は端午の節
句、女性のお祭りと男性のお祭りの中間であ
る、今日４月４日は「トランスジェンダーの
日」。これは正式に認定されているそうです。
　トランスジェンダーについては、今いろい
ろと話題になっていますが、多様性というこ
とでお互いに認め合うことは大事なことだと
思います。ロータリーでも、多様性の中で集
まって、個と個が調和しながら会を進めてい
くことは素晴らしいことだと思います。
　もう一つ、４月４日は４と４を合わせるの
で「しあわせの日」だそうです。三大幸福論
の一つ、アランの「幸福論」の中では、人間
は幸せになる権利があるということを一貫し
て主張していますが、私がそれ以上に感動し
たのは、これだけの本を出して、世界的なベ
ストセラーになったにも関わらず、アラン自
身は高校の一教師として生涯を貫いたことで
す。本当の意味で、物にとらわれない幸せな
生き方を自ら示した人だと思います。
　私も７月に向けて、憂鬱というか不幸だと
感じていますが、７月１日からはロータリー
を通して、皆さんと一緒に幸せになっていけ

たらと思っていますのでよろしくお願いいた
します。
◇来訪ロータリアン
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
◇副幹事より
　４月10日㈫18時半より、城西館にて第１回
クラブ協議会を行います。委員長が欠席の場
合は代理出席をよろしくお願いします。
◇４月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　松﨑　郷輔　　中西　克行　　関　　淑公
　久松　啓一　　小比賀和弘　　近森　範久
　西内　俊介
 ● 配偶者誕生日
　溝渕　悦子　　大川内　律　　永　佳子
　前川　穎司　　猿田　静子　　寺村みゆき
　土居　京子　　野口　和秀
 ● 家庭記念日
　早瀬　源慶　　西内　俊介　　岡　今朝男
　西山　忠利　　近森　淳二　　永野　健生
　小比賀和弘　　森田　康子
 ● 入会記念日
　前田　　博　　山村　一正
◇幹　事　報　告
・昨年11月の地区大会の報告書とＤＶＤ（希

望者のみ）をレターボックスに入れていま
す。ご覧ください。

・本日例会終了後、理事会を行います。
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にあたり、再三有志で話し合いを行いまし
た。結果、役員として、幹事・猿田さん、前
田さん、永さん、浦田さん、内田さん。役
員・松野さん、福岡さん、前川さん。会計
長・永野健生さん。会計・北村さんという重
厚なメンバーでスタートすることになりまし
た。しかし、私がおだてられて代表幹事を引
き受けたのが、後々まで皆さんにご迷惑をか
けることになったのではないかと思います。
　私自身がロータリーに対して熱心でなかっ
たつけが回ってきたこと。さらに雇った事務
職員２人も、それまで全くロータリーに関
わっていなかったため、ガバナー事務所自体
が素人集団の船出でした。
　２番目に、事務所探しです。役員の方々
と、市内数カ所の事務所候補を回りましたが、
なかなか適地がなくて、最終的には柳澤ガバ
ナーが経営していた柳澤外科の事務所をお借
りしました。日当たりはいいし、駐車場は広
いし、非常に便利な場所です。
　次に、求人の開始を行いました。採用者は
長い方で２年半、短い方は２年ほどという有
期雇用であり、昇給・賞与・退職金もなしで、
当初に決めた給与で現在も勤めていただいて
います。女性２名の正職員は、非常に真面目
に勤務していただき感謝申し上げます。
　地区役員の選任についても私の不勉強さか
ら、多くの前年委員長に留任していただいた
結果、ベテランの方が委員になりガバナー事

務所を支えてくださったことにお礼を申し上
げます。会計年度で言えば、第３期目を迎え
ています。地区会計についても、永野健生会
計長に随分とご心配、ご迷惑をおかけしまし
た。地区会計は本会計と12、13の特別会計が
あり、その決算をやっていかなければいけま
せん。２月の新居浜での地区協にも会計長に
出席いただき、中間決算報告をしていただき
ました。
　ガバナー事務所の閉鎖予定として、ガバナ
ー年度は６月で終わりですが、その後、冊
子、地区概況の発行がありますので、９月ご
ろまでは事務所としては続きます。ただ、女
子社員については、１名は６月20日に退職、
残り１名がガバナー事務所閉鎖まで勤務して
いただきます。
　反省点としては、段取りの重要性、内田さ
んの退会、意思疎通の難しさ、ロータリーに
対しての理解度の欠如、パソコンのデータが
飛んでしまった、地区協の看板の誤り、前年
の繰越金に食い込まない予算を組む、地区協
での米山記念奨学会の録音漏れ、記念ゴルフ
の成績誤り、自分の体調不良等々が挙げられ
ます。
主要な行事・各種会合開催
・ガバナー補佐研修会（ガバナー補佐８名）
　全員が非常に協力的で、特に会員増強委員
長を務めた東予ＲＣのガバナー補佐と香長Ｒ
Ｃの大島ガバナー補佐にはお世話をかけまし
た。
・諮問委員会（現役パストガバナー13名）
　過去の経験に基づき、貴重なご意見を頂戴
しました。特に高松南ＲＣの豊田さんには、
懇切なご指導をいただき、地区大会でＲＩ会
長代理のエイド役も務めていただきました。
・PETS、DTTS、地区協議会（昨年３月・
４月に開催）

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

　地区協の会場が分散した関係で、会員の皆
さんには大変お世話をかけました。
・会員増強セミナー（各クラブ会長、幹事、
増強委員長、約250名）
　コーディネーターを中央から２人招き、勉
強会を行い、３月現在で期首より25名の増と
なっています。
・公式訪問（74クラブ訪問）
　西森良文会員に調整していただき、また、
随行員を務めていただいた皆さんのお陰で、
半年で74クラブを事故もなく無事に回ること
ができたことに感謝します。
・地区大会
　記念ゴルフ、ＲＩ会長代理歓迎晩餐会、会
長・幹事会、基調講演（司　葉子さん）、記
念講演（ケント・ギルバートさん）等々、皆
さんのお力添えのもとに無事終了。総じて好
評だったと思います。
　プログラムは内田荘一郎さんが作成するこ
とで進んでいましたが、突然の退会により寺
村会員に急遽お願いし完成。地区大会報告書

は、本日お手元にお配りしています。
　ＲＩ会長代理は日本人をとお願いし、何と
か鹿児島の安満氏に決定しほっとしたことで
した。
・ガバナー月信作成（今まで10ヵ月間発行）
　記事の収集は非常に苦労します。それをロ
ータリアンがどれだけ読んでいるか心配です。
・地区委員会
　短期交換委員会、米山記念奨学委員会は非
常に忙しい委員会であるため、次年度、クラ
ブでバックアップが必要だと感じます。
・ガバナー事務所役員会（今まで33回開催）
　石川会長のところの職員の方に、経理業務
を安い金額でお願いしています。

　最後に、事務所にあるパソコン２台を、閉
鎖時にどなたかお買い求めいただきたい。退
職する女子社員２名を採用していただきたい。
この２点をお願いして、本日の報告を終わら
せていただきます。

■高知東ＲＣ当面の日程
４月18日㈬　役員会
４月25日㈬　例会変更→24日㈫
　　　　　　８ＲＣ合同夜間例会（三翠園）
５月２日㈬　ロータリー休日
５月９日㈬　定例理事会
５月23日㈬　第６回クラブ協議会
　　　　　　　現新合同（城西館）
５月30日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　４月17日㈫　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　４月19日㈭　ロータリー休日

高知北ＲＣ　　４月23日㈪　4/24・８ＲＣ合同夜間例会
高知ＲＣ　　　４月24日㈫　８ＲＣ合同夜間例会
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　４月24日㈫　８ＲＣ合同夜間例会
高知南ＲＣ　　４月26日㈭　4/24・８ＲＣ合同夜間例会
高知中央ＲＣ　４月26日㈭　4/24・８ＲＣ合同夜間例会
高知西ＲＣ　　４月27日㈮　4/24・８ＲＣ合同夜間例会
高知ＲＣ　　　５月１日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　５月１日㈫　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　５月７日㈪　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　５月17日㈭　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　５月21日㈪　例会場変更
高知ＲＣ　　　５月22日㈫　ロータリー休日

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ

1,409,840円

77,200円

1,487,040円

15,495円

0円

15,495円

1,425,335円

77,200円

1,502,535円

チビニコ 合　計

４月４日
今期の累計

「ガバナー事務所の思い出、
　　　　　　　　　中間報告」

◇会員スピーチ 久松　啓一 会員

◇出席率報告

 ● 寺尾正生　石川会長の代理でごあいさつさ
せていただきました。ありがとうございまし
た。
 ● 土居祐三　嫁さんの誕生祝いありがとうご
ざいます。家にいる子供もだんだん減ってき
たんで、せいぜい嫁さんを大事にせないかん
ですねぇ。
 ● 近森範久　お誕生日記念品ありがとうござ
います。
 ● 久松啓一　誕生日祝品ありがとうございま
す。あわせてガバナー事務所の報告をさせて
いただきました。これからもよろしくお願い
いたします。
 ● 松﨑郷輔　誕生祝いありがとうございます。
82歳？になります。
 ● 関　淑公　今年最後の70台です。
 ● 水上　元　誕生日の記念品をありがとうご

ざいました。「植物園だより」を配布させて
いただきました。引き続きご支援をよろしく
お願いします。
 ● 中西克行　誕生祝いありがとうございます。
 ● 西内俊介　早いもので、また４月。去年か
ら１年経ちました。誕生日は、そんなもんか。
結婚記念日は、もうそんなに。健康で来年も
４月を迎えたいと思います。
 ● 西村美香　主人の誕生祝いありがとうござ
います。今年、本厄の主人にいいことたくさ
んありますように…。
 ● 近森淳二　35年になります。ますます家内
パワーupになっています。ありがとうござ
います。
 ● 永光男　家内誕生日お礼。一句「タンジ
ョウビ　ネンキンマデワ　トシタラズ」苦笑
い。
 ● 大川内孝典　家内の誕生日お祝いありがと
うございます。
 ● 寺村　勉　女房の誕生祝いありがとうござ
います。もう59歳なんです。あっ！発表して
良かったのでしょうか（笑）。みゆきのこと
もよろしくお願いします。
 ● 森田康子　記念品をありがとうございまし

た。
 ● 西山忠利　家庭記念日お祝いありがとうご
ざいました。会員増強、現在１名減です。残
り３ヵ月皆さまのご協力よろしくお願いいた
します。久し振りの例会出席です。
 ● 山本庸平　記念品ありがとうございました。
また先日、部下がLYRAの合宿に参加させて
いただきました。重ねてありがとうございま
す。
 ● 早瀬源慶　何の記念日か忘れていました。
お釈迦様の誕生日、４月８日です。お礼申し
ます。
 ● 岡　今朝男　忘れてました。４月12日は結
婚記念日でした。ありがとうございます。
 ● 永野健生　結婚記念日お祝いありがとうご
ざいます。あやうく忘れるところでした。
 ● 猿田隆夫　妻の誕生日すっかり忘れていま

した。
 ● 西森やよい　お陰様で、１年間の弁護士会
長の任期を無事に終えることができました。
１月から始めたダイエットもうまくいってお
り、身も心も軽くなりました。ダイエットは
まだまだ頑張ります。
 ● 福岡満喜子　地区大会のＤＶＤをありがと
うございました。当日は、用事で駆け回り、
会場内に入っていなかったのでゆっくり拝見
します。
 ● 永野正将　月初めにまさかのＳＡＡ１人…。
親睦の中西さん、お手伝いありがとうござい
ました。
 ● サロンイースト協力金として　いつもあり
がとうございます。来週もよろしくお願いし
ます。

４月４日

３月21日

総数
－3 56

出席
44

欠席
2

法定休日

メイク
アップ HC出席率

78.57％

出席率
96.23％7

永野正将会員「太郎ちゃん」永野正将会員「太郎ちゃん」
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本日　４月11日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「職業奉仕とロータリーソング」

職業奉仕委員会 浦田　健治 会員

次週　４月18日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「今どきのドローン」

泉測量登記事務所  所長 泉　　清博 氏

第2372回　例会報告／平成30年４月４日　天候　曇

◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」
◇副会長挨拶
　皆さん、こんにちは。本日は石川会長が出
張のため代理を務めますが、非常に緊張して
います。
　３月３日はひな祭り、５月５日は端午の節
句、女性のお祭りと男性のお祭りの中間であ
る、今日４月４日は「トランスジェンダーの
日」。これは正式に認定されているそうです。
　トランスジェンダーについては、今いろい
ろと話題になっていますが、多様性というこ
とでお互いに認め合うことは大事なことだと
思います。ロータリーでも、多様性の中で集
まって、個と個が調和しながら会を進めてい
くことは素晴らしいことだと思います。
　もう一つ、４月４日は４と４を合わせるの
で「しあわせの日」だそうです。三大幸福論
の一つ、アランの「幸福論」の中では、人間
は幸せになる権利があるということを一貫し
て主張していますが、私がそれ以上に感動し
たのは、これだけの本を出して、世界的なベ
ストセラーになったにも関わらず、アラン自
身は高校の一教師として生涯を貫いたことで
す。本当の意味で、物にとらわれない幸せな
生き方を自ら示した人だと思います。
　私も７月に向けて、憂鬱というか不幸だと
感じていますが、７月１日からはロータリー
を通して、皆さんと一緒に幸せになっていけ

たらと思っていますのでよろしくお願いいた
します。
◇来訪ロータリアン
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
◇副幹事より
　４月10日㈫18時半より、城西館にて第１回
クラブ協議会を行います。委員長が欠席の場
合は代理出席をよろしくお願いします。
◇４月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　松﨑　郷輔　　中西　克行　　関　　淑公
　久松　啓一　　小比賀和弘　　近森　範久
　西内　俊介
 ● 配偶者誕生日
　溝渕　悦子　　大川内　律　　永　佳子
　前川　穎司　　猿田　静子　　寺村みゆき
　土居　京子　　野口　和秀
 ● 家庭記念日
　早瀬　源慶　　西内　俊介　　岡　今朝男
　西山　忠利　　近森　淳二　　永野　健生
　小比賀和弘　　森田　康子
 ● 入会記念日
　前田　　博　　山村　一正
◇幹　事　報　告
・昨年11月の地区大会の報告書とＤＶＤ（希

望者のみ）をレターボックスに入れていま
す。ご覧ください。

・本日例会終了後、理事会を行います。

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

　ガバナー事務所はまだ終わったわけではあ
りませんので、今日は中間報告をさせていた
だきます。
　ガバナー事務所は、まずガバナーノミニー
事務所、ガバナーエレクト事務所、そして現
在のガバナー事務所は、ガバナー年度である
この６月まで開設しています。
　まず、ガバナー事務所の役員人事を決める
にあたり、再三有志で話し合いを行いまし
た。結果、役員として、幹事・猿田さん、前
田さん、永さん、浦田さん、内田さん。役
員・松野さん、福岡さん、前川さん。会計
長・永野健生さん。会計・北村さんという重
厚なメンバーでスタートすることになりまし
た。しかし、私がおだてられて代表幹事を引
き受けたのが、後々まで皆さんにご迷惑をか
けることになったのではないかと思います。
　私自身がロータリーに対して熱心でなかっ
たつけが回ってきたこと。さらに雇った事務
職員２人も、それまで全くロータリーに関
わっていなかったため、ガバナー事務所自体
が素人集団の船出でした。
　２番目に、事務所探しです。役員の方々
と、市内数カ所の事務所候補を回りましたが、
なかなか適地がなくて、最終的には柳澤ガバ
ナーが経営していた柳澤外科の事務所をお借
りしました。日当たりはいいし、駐車場は広
いし、非常に便利な場所です。
　次に、求人の開始を行いました。採用者は
長い方で２年半、短い方は２年ほどという有
期雇用であり、昇給・賞与・退職金もなしで、
当初に決めた給与で現在も勤めていただいて
います。女性２名の正職員は、非常に真面目
に勤務していただき感謝申し上げます。
　地区役員の選任についても私の不勉強さか
ら、多くの前年委員長に留任していただいた
結果、ベテランの方が委員になりガバナー事

務所を支えてくださったことにお礼を申し上
げます。会計年度で言えば、第３期目を迎え
ています。地区会計についても、永野健生会
計長に随分とご心配、ご迷惑をおかけしまし
た。地区会計は本会計と12、13の特別会計が
あり、その決算をやっていかなければいけま
せん。２月の新居浜での地区協にも会計長に
出席いただき、中間決算報告をしていただき
ました。
　ガバナー事務所の閉鎖予定として、ガバナ
ー年度は６月で終わりですが、その後、冊
子、地区概況の発行がありますので、９月ご
ろまでは事務所としては続きます。ただ、女
子社員については、１名は６月20日に退職、
残り１名がガバナー事務所閉鎖まで勤務して
いただきます。
　反省点としては、段取りの重要性、内田さ
んの退会、意思疎通の難しさ、ロータリーに
対しての理解度の欠如、パソコンのデータが
飛んでしまった、地区協の看板の誤り、前年
の繰越金に食い込まない予算を組む、地区協
での米山記念奨学会の録音漏れ、記念ゴルフ
の成績誤り、自分の体調不良等々が挙げられ
ます。
主要な行事・各種会合開催
・ガバナー補佐研修会（ガバナー補佐８名）
　全員が非常に協力的で、特に会員増強委員
長を務めた東予ＲＣのガバナー補佐と香長Ｒ
Ｃの大島ガバナー補佐にはお世話をかけまし
た。
・諮問委員会（現役パストガバナー13名）
　過去の経験に基づき、貴重なご意見を頂戴
しました。特に高松南ＲＣの豊田さんには、
懇切なご指導をいただき、地区大会でＲＩ会
長代理のエイド役も務めていただきました。
・PETS、DTTS、地区協議会（昨年３月・
４月に開催）

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

　地区協の会場が分散した関係で、会員の皆
さんには大変お世話をかけました。
・会員増強セミナー（各クラブ会長、幹事、
増強委員長、約250名）
　コーディネーターを中央から２人招き、勉
強会を行い、３月現在で期首より25名の増と
なっています。
・公式訪問（74クラブ訪問）
　西森良文会員に調整していただき、また、
随行員を務めていただいた皆さんのお陰で、
半年で74クラブを事故もなく無事に回ること
ができたことに感謝します。
・地区大会
　記念ゴルフ、ＲＩ会長代理歓迎晩餐会、会
長・幹事会、基調講演（司　葉子さん）、記
念講演（ケント・ギルバートさん）等々、皆
さんのお力添えのもとに無事終了。総じて好
評だったと思います。
　プログラムは内田荘一郎さんが作成するこ
とで進んでいましたが、突然の退会により寺
村会員に急遽お願いし完成。地区大会報告書

は、本日お手元にお配りしています。
　ＲＩ会長代理は日本人をとお願いし、何と
か鹿児島の安満氏に決定しほっとしたことで
した。
・ガバナー月信作成（今まで10ヵ月間発行）
　記事の収集は非常に苦労します。それをロ
ータリアンがどれだけ読んでいるか心配です。
・地区委員会
　短期交換委員会、米山記念奨学委員会は非
常に忙しい委員会であるため、次年度、クラ
ブでバックアップが必要だと感じます。
・ガバナー事務所役員会（今まで33回開催）
　石川会長のところの職員の方に、経理業務
を安い金額でお願いしています。

　最後に、事務所にあるパソコン２台を、閉
鎖時にどなたかお買い求めいただきたい。退
職する女子社員２名を採用していただきたい。
この２点をお願いして、本日の報告を終わら
せていただきます。

■高知東ＲＣ当面の日程
４月18日㈬　役員会
４月25日㈬　例会変更→24日㈫
　　　　　　８ＲＣ合同夜間例会（三翠園）
５月２日㈬　ロータリー休日
５月９日㈬　定例理事会
５月23日㈬　第６回クラブ協議会
　　　　　　　現新合同（城西館）
５月30日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　４月17日㈫　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　４月19日㈭　ロータリー休日

高知北ＲＣ　　４月23日㈪　4/24・８ＲＣ合同夜間例会
高知ＲＣ　　　４月24日㈫　８ＲＣ合同夜間例会
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　４月24日㈫　８ＲＣ合同夜間例会
高知南ＲＣ　　４月26日㈭　4/24・８ＲＣ合同夜間例会
高知中央ＲＣ　４月26日㈭　4/24・８ＲＣ合同夜間例会
高知西ＲＣ　　４月27日㈮　4/24・８ＲＣ合同夜間例会
高知ＲＣ　　　５月１日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　５月１日㈫　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　５月７日㈪　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　５月17日㈭　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　５月21日㈪　例会場変更
高知ＲＣ　　　５月22日㈫　ロータリー休日

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ

1,409,840円

77,200円

1,487,040円

15,495円

0円

15,495円

1,425,335円

77,200円

1,502,535円

チビニコ 合　計

４月４日
今期の累計

「ガバナー事務所の思い出、
　　　　　　　　　中間報告」

◇会員スピーチ 久松　啓一 会員

◇出席率報告

 ● 寺尾正生　石川会長の代理でごあいさつさ
せていただきました。ありがとうございまし
た。
 ● 土居祐三　嫁さんの誕生祝いありがとうご
ざいます。家にいる子供もだんだん減ってき
たんで、せいぜい嫁さんを大事にせないかん
ですねぇ。
 ● 近森範久　お誕生日記念品ありがとうござ
います。
 ● 久松啓一　誕生日祝品ありがとうございま
す。あわせてガバナー事務所の報告をさせて
いただきました。これからもよろしくお願い
いたします。
 ● 松﨑郷輔　誕生祝いありがとうございます。
82歳？になります。
 ● 関　淑公　今年最後の70台です。
 ● 水上　元　誕生日の記念品をありがとうご

ざいました。「植物園だより」を配布させて
いただきました。引き続きご支援をよろしく
お願いします。
 ● 中西克行　誕生祝いありがとうございます。
 ● 西内俊介　早いもので、また４月。去年か
ら１年経ちました。誕生日は、そんなもんか。
結婚記念日は、もうそんなに。健康で来年も
４月を迎えたいと思います。
 ● 西村美香　主人の誕生祝いありがとうござ
います。今年、本厄の主人にいいことたくさ
んありますように…。
 ● 近森淳二　35年になります。ますます家内
パワーupになっています。ありがとうござ
います。
 ● 永光男　家内誕生日お礼。一句「タンジ
ョウビ　ネンキンマデワ　トシタラズ」苦笑
い。
 ● 大川内孝典　家内の誕生日お祝いありがと
うございます。
 ● 寺村　勉　女房の誕生祝いありがとうござ
います。もう59歳なんです。あっ！発表して
良かったのでしょうか（笑）。みゆきのこと
もよろしくお願いします。
 ● 森田康子　記念品をありがとうございまし

た。
 ● 西山忠利　家庭記念日お祝いありがとうご
ざいました。会員増強、現在１名減です。残
り３ヵ月皆さまのご協力よろしくお願いいた
します。久し振りの例会出席です。
 ● 山本庸平　記念品ありがとうございました。
また先日、部下がLYRAの合宿に参加させて
いただきました。重ねてありがとうございま
す。
 ● 早瀬源慶　何の記念日か忘れていました。
お釈迦様の誕生日、４月８日です。お礼申し
ます。
 ● 岡　今朝男　忘れてました。４月12日は結
婚記念日でした。ありがとうございます。
 ● 永野健生　結婚記念日お祝いありがとうご
ざいます。あやうく忘れるところでした。
 ● 猿田隆夫　妻の誕生日すっかり忘れていま

した。
 ● 西森やよい　お陰様で、１年間の弁護士会
長の任期を無事に終えることができました。
１月から始めたダイエットもうまくいってお
り、身も心も軽くなりました。ダイエットは
まだまだ頑張ります。
 ● 福岡満喜子　地区大会のＤＶＤをありがと
うございました。当日は、用事で駆け回り、
会場内に入っていなかったのでゆっくり拝見
します。
 ● 永野正将　月初めにまさかのＳＡＡ１人…。
親睦の中西さん、お手伝いありがとうござい
ました。
 ● サロンイースト協力金として　いつもあり
がとうございます。来週もよろしくお願いし
ます。

４月４日

３月21日

総数
－3 56

出席
44

欠席
2

法定休日

メイク
アップ HC出席率

78.57％

出席率
96.23％7

永野正将会員「太郎ちゃん」永野正将会員「太郎ちゃん」


