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本日　５月９日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「私の履歴書」

西森　　大 会員

次週　５月16日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「青少年奉仕委員会よりの報告」

青少年奉仕委員会 別役　重具 会員

第2375回　例会報告／平成30年４月24日　天候　雨　８ＲＣ合同夜間例会

◇ロータリーソング
  「君が代」
  「奉仕の理想」
  「手に手つないで」
◇高村会長挨拶
　皆さま、こんばんは。今日は高知市内７ク
ラブ及び仁淀ＲＣを合わせて８クラブ合同夜
間例会です。今回は高知クラブが当番になっ
ていますので、ひと言ご挨拶申し上げます。
　８ＲＣの会員の数を合計すると約450人に
なります。今回はその中から260名の方にご
参加いただいています。お忙しい中、またお
足元が悪い中、ご参加いただき誠にありがと
うございます。また、本日は第2670地区ガバ
ナー　柳澤光秋様、パストガバナー　掛水俊
彦様、地区代表幹事　久松啓一様、高知第一
分区ガバナー補佐　大島　仁様、高知第二分
区ガバナー補佐　掛水洋一郎様、長期交換学
生　レイチェル・リントン様、ローテックス
　茂森碧那様にもお客様としてご参加いただ
いています。本日はご参加いただき誠にあり
がとうございます。
　ロータリークラブは皆さまご存知のよう
に、社会奉仕、職業奉仕、青少年奉仕などの
奉仕活動を行っておりますが、この奉仕活動
をいろんな意味で円滑に行うには、会員相互
の信頼関係が必要だと思います。今日、この
場がお互いの信頼関係をますます増す場にな
るようになると信じております。
　本年度もあと２ヵ月を残すのみとなりまし

た。今年のＲＩのテーマは「ロータリー　変
化をもたらす」、柳澤ガバナーの方針は「ク
ラブの特性を生かそう」でした。それぞれの
クラブではテーマに則りさまざまな活動をさ
れ、一定の成果を出しておられることと思い
ます。
　今回のこの場も、それぞれのクラブの特性
を知ってもらう一助になると思い、余興とし
てクラブ対抗かくし芸大会を呼びかけさせて
いただきました。呼びかけが遅くなり、ご迷
惑をおかけしましたが、各クラブの特性を生
かした内容のものをご用意いただいているよ
うです。これは、各クラブが対決する、ある
いは対立するというような意味ではなくて、
それぞれのクラブの隠された一面を見ていた
だき、親密さをより増すきっかけになってい
ただければという思いで企画したものです。
　今日は、皆さまがますます親睦の輪を広
げ、楽しい夜になることを祈念しまして、そ
してそれがそれぞれのクラブ、あるいはロー
タリーそのものの発展につながることを祈念
いたしまして、簡単ではありますが挨拶に代
えさせていただきます。今日はどうもありが
とうございました。
◇物故会員に黙祷
　高知東ＲＣ　安岡　大典 様（享年82歳）
　高知西ＲＣ　高橋　浩介 様（享年61歳）
◇ご来賓紹介
　ガバナー　　　　柳澤光秋様
　パストガバナー　掛水俊彦様

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

　地区代表幹事　久松啓一様
　高知第一分区ガバナー補佐　大島　仁様
　高知第二分区ガバナー補佐　掛水洋一郎様
　長期交換学生　レイチェル・リントン様
　ローテックス　茂森碧那様
◇参加クラブ紹介
　高知南ＲＣ　　前田賀彦副会長はじめ45名
　高知東ＲＣ　　石川　健会長はじめ27名
　高知西ＲＣ　　松田康司会長はじめ34名　
　高知北ＲＣ　　正木堅一会長はじめ25名
　高知中央ＲＣ　下元大介会長はじめ28名
　仁淀ＲＣ　　　西川健二会長はじめ19名
　高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　　品原一夫会長はじめ21名
　高知ＲＣ　　　高村禎二会長はじめ62名

◇長期交換学生
　レイチェル・リントン様挨拶
　皆さん、こんばんは。レイチェル・リント
ンです。高知の姉妹都市、カリフォルニアの
フレズノから来ました。
　今月29日で高知に来て８ヵ月になります。
私の日本語は上手になりましたけど、今は緊
張しています。日本のいろいろな所に行きま
した。土佐女子の修学旅行で北海道と東京へ
行きました。今までで北海道は一番、最高で
した。
　２番目のホストファミリーの森さんと東京
にまた行きました。ディズニーランドと原宿、
東京の有名な所です。
　高知にいるときは、私の生活で一番楽しい
ときです。皆さん、本当にありがとうござい
ます。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

◇ローテックス　茂森碧那様挨拶
　皆さん、こんばんは。高知地区からアメリ
カのカリフォルニア州に１年間留学させてい
ただいた茂森碧那です。今日はよろしくお願
いいたします。
　アメリカでは、バイセリアという町に住ん
でいました。留学生生活で一番大切で、良か
ったと思えたことは、たくさんの素晴らしい
人々に出会えたことかなと思います。ホスト
ファミリーやロータリアンの方々、他の国か
ら来ていた留学生と関係を築けたことが私の
一番の宝物になったのかなと、振り返って思
うことです。
　本当は高校３年生ですが、１年留学したこ
とで今は高校２年生として土佐女子高校で過
ごしています。部活でも、来週月曜日にある

定期演奏会に向けてとても忙しく、毎日がす
ごく充実しています。
　アメリカでの１年間の経験で、私の夢も影
響を受けて少しいい方向へ進んでいけそうな
気がしています。
　私の１年間は本当に素晴らしいものでした。
皆さんのサポートと優しい心のお陰です。本
当に感謝します。これからもローテックスと
して未来の留学生のサポートやいろいろな活
動ができたらいいなと考えていますので、よ
ろしくお願いいたします。
◇出席率報告
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■高知東ＲＣ当面の日程
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
６月６日㈬　委員会活動実績報告、定例理事会
６月13日㈬　委員会活動実績報告
６月20日㈬　ガバナー補佐訪問
６月27日㈬　最終夜間例会
　　　　　　（ザ クラウンパレス）

■例会変更のお知らせ
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

高知南ＲＣ　　６月７日㈭　日時計例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　６月12日㈫　17日㈰職場例会に変更
高知西ＲＣ　　６月15日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　６月18日㈪　夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　６月19日㈫　夜間例会
高知中央ＲＣ　６月21日㈭　夜間例会
高知西ＲＣ　　６月22日㈮　最終夜間例会
高知北ＲＣ　　６月25日㈪　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　６月26日㈫　あじさい夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　６月26日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　６月28日㈭　年度末夜間例会
高知中央ＲＣ　６月28日㈭　ロータリー休日

事務局・河野さん
「ベニスのワンコ Vol.4」

事務局・河野さん
「ベニスのワンコ Vol.4」

長期交換留学生レイチェル・ジャネット・リントンさん
日航ホテルにて引き継ぎ会、4時30分より石川家に着きました。
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第2375回　例会報告／平成30年４月24日　天候　雨　８ＲＣ合同夜間例会

◇ロータリーソング
  「君が代」
  「奉仕の理想」
  「手に手つないで」
◇高村会長挨拶
　皆さま、こんばんは。今日は高知市内７ク
ラブ及び仁淀ＲＣを合わせて８クラブ合同夜
間例会です。今回は高知クラブが当番になっ
ていますので、ひと言ご挨拶申し上げます。
　８ＲＣの会員の数を合計すると約450人に
なります。今回はその中から260名の方にご
参加いただいています。お忙しい中、またお
足元が悪い中、ご参加いただき誠にありがと
うございます。また、本日は第2670地区ガバ
ナー　柳澤光秋様、パストガバナー　掛水俊
彦様、地区代表幹事　久松啓一様、高知第一
分区ガバナー補佐　大島　仁様、高知第二分
区ガバナー補佐　掛水洋一郎様、長期交換学
生　レイチェル・リントン様、ローテックス
　茂森碧那様にもお客様としてご参加いただ
いています。本日はご参加いただき誠にあり
がとうございます。
　ロータリークラブは皆さまご存知のよう
に、社会奉仕、職業奉仕、青少年奉仕などの
奉仕活動を行っておりますが、この奉仕活動
をいろんな意味で円滑に行うには、会員相互
の信頼関係が必要だと思います。今日、この
場がお互いの信頼関係をますます増す場にな
るようになると信じております。
　本年度もあと２ヵ月を残すのみとなりまし

た。今年のＲＩのテーマは「ロータリー　変
化をもたらす」、柳澤ガバナーの方針は「ク
ラブの特性を生かそう」でした。それぞれの
クラブではテーマに則りさまざまな活動をさ
れ、一定の成果を出しておられることと思い
ます。
　今回のこの場も、それぞれのクラブの特性
を知ってもらう一助になると思い、余興とし
てクラブ対抗かくし芸大会を呼びかけさせて
いただきました。呼びかけが遅くなり、ご迷
惑をおかけしましたが、各クラブの特性を生
かした内容のものをご用意いただいているよ
うです。これは、各クラブが対決する、ある
いは対立するというような意味ではなくて、
それぞれのクラブの隠された一面を見ていた
だき、親密さをより増すきっかけになってい
ただければという思いで企画したものです。
　今日は、皆さまがますます親睦の輪を広
げ、楽しい夜になることを祈念しまして、そ
してそれがそれぞれのクラブ、あるいはロー
タリーそのものの発展につながることを祈念
いたしまして、簡単ではありますが挨拶に代
えさせていただきます。今日はどうもありが
とうございました。
◇物故会員に黙祷
　高知東ＲＣ　安岡　大典 様（享年82歳）
　高知西ＲＣ　高橋　浩介 様（享年61歳）
◇ご来賓紹介
　ガバナー　　　　柳澤光秋様
　パストガバナー　掛水俊彦様

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

　地区代表幹事　久松啓一様
　高知第一分区ガバナー補佐　大島　仁様
　高知第二分区ガバナー補佐　掛水洋一郎様
　長期交換学生　レイチェル・リントン様
　ローテックス　茂森碧那様
◇参加クラブ紹介
　高知南ＲＣ　　前田賀彦副会長はじめ45名
　高知東ＲＣ　　石川　健会長はじめ27名
　高知西ＲＣ　　松田康司会長はじめ34名　
　高知北ＲＣ　　正木堅一会長はじめ25名
　高知中央ＲＣ　下元大介会長はじめ28名
　仁淀ＲＣ　　　西川健二会長はじめ19名
　高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　　品原一夫会長はじめ21名
　高知ＲＣ　　　高村禎二会長はじめ62名

◇長期交換学生
　レイチェル・リントン様挨拶
　皆さん、こんばんは。レイチェル・リント
ンです。高知の姉妹都市、カリフォルニアの
フレズノから来ました。
　今月29日で高知に来て８ヵ月になります。
私の日本語は上手になりましたけど、今は緊
張しています。日本のいろいろな所に行きま
した。土佐女子の修学旅行で北海道と東京へ
行きました。今までで北海道は一番、最高で
した。
　２番目のホストファミリーの森さんと東京
にまた行きました。ディズニーランドと原宿、
東京の有名な所です。
　高知にいるときは、私の生活で一番楽しい
ときです。皆さん、本当にありがとうござい
ます。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

◇ローテックス　茂森碧那様挨拶
　皆さん、こんばんは。高知地区からアメリ
カのカリフォルニア州に１年間留学させてい
ただいた茂森碧那です。今日はよろしくお願
いいたします。
　アメリカでは、バイセリアという町に住ん
でいました。留学生生活で一番大切で、良か
ったと思えたことは、たくさんの素晴らしい
人々に出会えたことかなと思います。ホスト
ファミリーやロータリアンの方々、他の国か
ら来ていた留学生と関係を築けたことが私の
一番の宝物になったのかなと、振り返って思
うことです。
　本当は高校３年生ですが、１年留学したこ
とで今は高校２年生として土佐女子高校で過
ごしています。部活でも、来週月曜日にある

定期演奏会に向けてとても忙しく、毎日がす
ごく充実しています。
　アメリカでの１年間の経験で、私の夢も影
響を受けて少しいい方向へ進んでいけそうな
気がしています。
　私の１年間は本当に素晴らしいものでした。
皆さんのサポートと優しい心のお陰です。本
当に感謝します。これからもローテックスと
して未来の留学生のサポートやいろいろな活
動ができたらいいなと考えていますので、よ
ろしくお願いいたします。
◇出席率報告

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ

1,512,790円

17,320円

1,530,110円

15,545円

840円

16,385円

1,528,335円

18,160円

1,546,495円

チビニコ 合　計

４月18日
今期の累計

４月24日

４月11日

総数
－9 56
－7 56
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欠席
5
0

メイク
アップ HC出席率

48.21％

67.86％

出席率
89.36％

100％

15
11

■高知東ＲＣ当面の日程
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
６月６日㈬　委員会活動実績報告、定例理事会
６月13日㈬　委員会活動実績報告
６月20日㈬　ガバナー補佐訪問
６月27日㈬　最終夜間例会
　　　　　　（ザ クラウンパレス）

■例会変更のお知らせ
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

高知南ＲＣ　　６月７日㈭　日時計例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　６月12日㈫　17日㈰職場例会に変更
高知西ＲＣ　　６月15日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　６月18日㈪　夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　６月19日㈫　夜間例会
高知中央ＲＣ　６月21日㈭　夜間例会
高知西ＲＣ　　６月22日㈮　最終夜間例会
高知北ＲＣ　　６月25日㈪　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　６月26日㈫　あじさい夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　６月26日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　６月28日㈭　年度末夜間例会
高知中央ＲＣ　６月28日㈭　ロータリー休日

事務局・河野さん
「ベニスのワンコ Vol.4」

事務局・河野さん
「ベニスのワンコ Vol.4」

長期交換留学生レイチェル・ジャネット・リントンさん
日航ホテルにて引き継ぎ会、4時30分より石川家に着きました。
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本日　５月９日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「私の履歴書」

西森　　大 会員

次週　５月16日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「青少年奉仕委員会よりの報告」

青少年奉仕委員会 別役　重具 会員

第2375回　例会報告／平成30年４月24日　天候　雨　８ＲＣ合同夜間例会

◇ロータリーソング
  「君が代」
  「奉仕の理想」
  「手に手つないで」
◇高村会長挨拶
　皆さま、こんばんは。今日は高知市内７ク
ラブ及び仁淀ＲＣを合わせて８クラブ合同夜
間例会です。今回は高知クラブが当番になっ
ていますので、ひと言ご挨拶申し上げます。
　８ＲＣの会員の数を合計すると約450人に
なります。今回はその中から260名の方にご
参加いただいています。お忙しい中、またお
足元が悪い中、ご参加いただき誠にありがと
うございます。また、本日は第2670地区ガバ
ナー　柳澤光秋様、パストガバナー　掛水俊
彦様、地区代表幹事　久松啓一様、高知第一
分区ガバナー補佐　大島　仁様、高知第二分
区ガバナー補佐　掛水洋一郎様、長期交換学
生　レイチェル・リントン様、ローテックス
　茂森碧那様にもお客様としてご参加いただ
いています。本日はご参加いただき誠にあり
がとうございます。
　ロータリークラブは皆さまご存知のよう
に、社会奉仕、職業奉仕、青少年奉仕などの
奉仕活動を行っておりますが、この奉仕活動
をいろんな意味で円滑に行うには、会員相互
の信頼関係が必要だと思います。今日、この
場がお互いの信頼関係をますます増す場にな
るようになると信じております。
　本年度もあと２ヵ月を残すのみとなりまし

た。今年のＲＩのテーマは「ロータリー　変
化をもたらす」、柳澤ガバナーの方針は「ク
ラブの特性を生かそう」でした。それぞれの
クラブではテーマに則りさまざまな活動をさ
れ、一定の成果を出しておられることと思い
ます。
　今回のこの場も、それぞれのクラブの特性
を知ってもらう一助になると思い、余興とし
てクラブ対抗かくし芸大会を呼びかけさせて
いただきました。呼びかけが遅くなり、ご迷
惑をおかけしましたが、各クラブの特性を生
かした内容のものをご用意いただいているよ
うです。これは、各クラブが対決する、ある
いは対立するというような意味ではなくて、
それぞれのクラブの隠された一面を見ていた
だき、親密さをより増すきっかけになってい
ただければという思いで企画したものです。
　今日は、皆さまがますます親睦の輪を広
げ、楽しい夜になることを祈念しまして、そ
してそれがそれぞれのクラブ、あるいはロー
タリーそのものの発展につながることを祈念
いたしまして、簡単ではありますが挨拶に代
えさせていただきます。今日はどうもありが
とうございました。
◇物故会員に黙祷
　高知東ＲＣ　安岡　大典 様（享年82歳）
　高知西ＲＣ　高橋　浩介 様（享年61歳）
◇ご来賓紹介
　ガバナー　　　　柳澤光秋様
　パストガバナー　掛水俊彦様

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

　地区代表幹事　久松啓一様
　高知第一分区ガバナー補佐　大島　仁様
　高知第二分区ガバナー補佐　掛水洋一郎様
　長期交換学生　レイチェル・リントン様
　ローテックス　茂森碧那様
◇参加クラブ紹介
　高知南ＲＣ　　前田賀彦副会長はじめ45名
　高知東ＲＣ　　石川　健会長はじめ27名
　高知西ＲＣ　　松田康司会長はじめ34名　
　高知北ＲＣ　　正木堅一会長はじめ25名
　高知中央ＲＣ　下元大介会長はじめ28名
　仁淀ＲＣ　　　西川健二会長はじめ19名
　高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　　品原一夫会長はじめ21名
　高知ＲＣ　　　高村禎二会長はじめ62名

◇長期交換学生
　レイチェル・リントン様挨拶
　皆さん、こんばんは。レイチェル・リント
ンです。高知の姉妹都市、カリフォルニアの
フレズノから来ました。
　今月29日で高知に来て８ヵ月になります。
私の日本語は上手になりましたけど、今は緊
張しています。日本のいろいろな所に行きま
した。土佐女子の修学旅行で北海道と東京へ
行きました。今までで北海道は一番、最高で
した。
　２番目のホストファミリーの森さんと東京
にまた行きました。ディズニーランドと原宿、
東京の有名な所です。
　高知にいるときは、私の生活で一番楽しい
ときです。皆さん、本当にありがとうござい
ます。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

◇ローテックス　茂森碧那様挨拶
　皆さん、こんばんは。高知地区からアメリ
カのカリフォルニア州に１年間留学させてい
ただいた茂森碧那です。今日はよろしくお願
いいたします。
　アメリカでは、バイセリアという町に住ん
でいました。留学生生活で一番大切で、良か
ったと思えたことは、たくさんの素晴らしい
人々に出会えたことかなと思います。ホスト
ファミリーやロータリアンの方々、他の国か
ら来ていた留学生と関係を築けたことが私の
一番の宝物になったのかなと、振り返って思
うことです。
　本当は高校３年生ですが、１年留学したこ
とで今は高校２年生として土佐女子高校で過
ごしています。部活でも、来週月曜日にある

定期演奏会に向けてとても忙しく、毎日がす
ごく充実しています。
　アメリカでの１年間の経験で、私の夢も影
響を受けて少しいい方向へ進んでいけそうな
気がしています。
　私の１年間は本当に素晴らしいものでした。
皆さんのサポートと優しい心のお陰です。本
当に感謝します。これからもローテックスと
して未来の留学生のサポートやいろいろな活
動ができたらいいなと考えていますので、よ
ろしくお願いいたします。
◇出席率報告

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ

1,512,790円

17,320円

1,530,110円

15,545円

840円

16,385円

1,528,335円

18,160円

1,546,495円

チビニコ 合　計

４月18日
今期の累計

４月24日

４月11日

総数
－9 56
－7 56

出席
27
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48.21％
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■高知東ＲＣ当面の日程
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
６月６日㈬　委員会活動実績報告、定例理事会
６月13日㈬　委員会活動実績報告
６月20日㈬　ガバナー補佐訪問
６月27日㈬　最終夜間例会
　　　　　　（ザ クラウンパレス）

■例会変更のお知らせ
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

高知南ＲＣ　　６月７日㈭　日時計例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　６月12日㈫　17日㈰職場例会に変更
高知西ＲＣ　　６月15日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　６月18日㈪　夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　６月19日㈫　夜間例会
高知中央ＲＣ　６月21日㈭　夜間例会
高知西ＲＣ　　６月22日㈮　最終夜間例会
高知北ＲＣ　　６月25日㈪　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　６月26日㈫　あじさい夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　６月26日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　６月28日㈭　年度末夜間例会
高知中央ＲＣ　６月28日㈭　ロータリー休日

事務局・河野さん
「ベニスのワンコ Vol.4」

事務局・河野さん
「ベニスのワンコ Vol.4」

長期交換留学生レイチェル・ジャネット・リントンさん
日航ホテルにて引き継ぎ会、4時30分より石川家に着きました。


