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080月29日.2018

本日　８月29日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「短期交換留学　帰国報告」

短期交換学生 中澤　紗櫻 さん

次週　９月５日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「不審な葉書に要注意（寸劇と講演）」

高知警察署 生活安全課 生活安全主任 尾本　周平 氏
生活安全係 黒石　大介 氏

高知中央地区地域安全協会 地域安全アドバイザー 横山　香恵 氏

第2389回　例会報告／平成30年８月22日　天候　雨

◇ロータリーソング
  「われは海の子」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんばんは。
今期初めての時間変更例
会です。
　私自身が経験した「嘘
のようなほんとの話」。
　私がロータリーに入会

した当時、四つのテストを歌うとき、前に歌
詞を書いたものはありませんでした。ですか
ら、最初の２、３ヵ月は、先輩方の歌声から
「好意と友情」の部分は「恋と友情」だと
思っていました。恋と友情を育てる。手をつ
ないで歌うこともあるし、何とすごい団体だ
なと。そして、自分も恋を育てたいなと思っ
ていました。
　究極の恋愛、恋というのは何か。三島由紀
夫の「葉隠れ入門」には「忍ぶ恋」だと書か
れています。例えば、お城下ですれ違っても
打ち明けてはいけない。思って思って狂い死
にするぐらい思う。
　「恋ひ死なん　のちの煙にそれと知れ　つ
ひにもらさぬ　中（うち）の思ひは」。あな
たのことは好きで好きでたまらない。けれど
打ち明けると恋の丈が低くなるので打ち明け
ない。私が死んで荼毘にふされて煙が上がる
とき、その煙で私の思いを知ってくれ。これ
が、日本人の究極の恋愛だそうです。
　今夜は、こんなことも話題の一つにしなが

ら、楽しい夜間例会にしていただけたらと思
います。
◇会　長　報　告
・先日、香長ＲＣに、創立50周年の案内に行
　ってきました。香長ＲＣは全員登録をして

いただきました。
・高知南ＲＣの創立60周年への当クラブの出

席者が、現段階ではわずか９名です。最低
20名ぐらいは出席したいと思いますので、
ご協力をお願いします。

◇幹　事　報　告
・11月３日開催の高知南ＲＣ創立60周年記念

式典への登録・参加をお願いします。
・来週は、通常例会です。
◇ガバナーエレクト事務所開設のお知らせ
　〒770-0021 徳島市佐古一番町11－４ ２階
　TEL：088-655-2670　FAX：088-655-2672
　E-mail  office@rid2670gov.net
　URL  http://rid2670gov.net
　勤務時間　９時～16時（土日祝祭日休み）

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

●会長／寺尾正生　●幹事／松本隆之　●雑誌会報委員／中西克行・西山忠利・関　淑公
●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

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

● ニコニコ箱 ●
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８月22日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
９月５日㈬　定例理事会
情報集会
　９月11日㈫～13日㈭　18:30（得月樓）
　９月12日㈬　13:30（ザ クラウンパレス）
９月19日㈬　第３回クラブ協議会
９月26日㈬　役員会
10月３日㈬　定例理事会
10月８日㈪　創立50周年記念夜間例会
　　　　　　　　　（ザ クラウンパレス）
10月９日㈫　高知東ＲＣ創立記念日
10月10日㈬　振替のため休会
10月17日㈬　ロータリー休日
10月24日㈬　役員会
10月27日㈯・28日㈰　地区大会
　　　　　　　（新居浜市民文化センター）

■例会変更のお知らせ
高知南ＲＣ　　８月30日㈭　夜間例会
高知北ＲＣ　　９月３日㈪　月見夜間例会
高知中央ＲＣ　９月６日㈭　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　９月11日㈫　月見夜間例会
高知中央ＲＣ　９月13日㈭　月見夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　９月18日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　９月20日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　９月20日㈭　職場例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　９月25日㈫　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　９月28日㈮　創立記念夜間例会

◇出席率報告

 ● 寺尾正生　８月11日、よさこい祭りに新居
浜まで行って勉強してまいりました。
 ● 松本隆之　台風20号、皆さま、くれぐれも
お気を付けください。来週は通常通りの例会
です。　　

 ● 天野禎久　８月８日、新入会員歓迎会にご
参加いただいた皆さま、ありがとうございま
した。また、二次会では、サプライズのバー
スデーケーキありがとうございました。思い
出深い誕生日になりました。
 ● 山本庸平　８日の新入会員歓迎会、二次会
での松本幹事分のおつりです。松本幹事あり
がとうございました。
 ● 武吉佳月　先日は、私たちのために歓迎会
を開催いただきありがとうございました。私
からの感謝と皆さまからの善意のおつりで
す。今後ともよろしくお願いいたします。　
 ● 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。
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８月１日 －3 57 49 0 85.96％ 100％5

会が始まる前の「サロンイースト」風景
寺尾会長、松本幹事のご厚意でワイン＆おつまみをご準備いただきました

夜間の例会ならではのお酒が入っての歓談シーン
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本日　８月29日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「短期交換留学　帰国報告」

短期交換学生 中澤　紗櫻 さん

次週　９月５日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「不審な葉書に要注意（寸劇と講演）」

高知警察署 生活安全課 生活安全主任 尾本　周平 氏
生活安全係 黒石　大介 氏

高知中央地区地域安全協会 地域安全アドバイザー 横山　香恵 氏

第2389回　例会報告／平成30年８月22日　天候　雨

◇ロータリーソング
  「われは海の子」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんばんは。
今期初めての時間変更例
会です。
　私自身が経験した「嘘
のようなほんとの話」。
　私がロータリーに入会

した当時、四つのテストを歌うとき、前に歌
詞を書いたものはありませんでした。ですか
ら、最初の２、３ヵ月は、先輩方の歌声から
「好意と友情」の部分は「恋と友情」だと
思っていました。恋と友情を育てる。手をつ
ないで歌うこともあるし、何とすごい団体だ
なと。そして、自分も恋を育てたいなと思っ
ていました。
　究極の恋愛、恋というのは何か。三島由紀
夫の「葉隠れ入門」には「忍ぶ恋」だと書か
れています。例えば、お城下ですれ違っても
打ち明けてはいけない。思って思って狂い死
にするぐらい思う。
　「恋ひ死なん　のちの煙にそれと知れ　つ
ひにもらさぬ　中（うち）の思ひは」。あな
たのことは好きで好きでたまらない。けれど
打ち明けると恋の丈が低くなるので打ち明け
ない。私が死んで荼毘にふされて煙が上がる
とき、その煙で私の思いを知ってくれ。これ
が、日本人の究極の恋愛だそうです。
　今夜は、こんなことも話題の一つにしなが

ら、楽しい夜間例会にしていただけたらと思
います。
◇会　長　報　告
・先日、香長ＲＣに、創立50周年の案内に行
　ってきました。香長ＲＣは全員登録をして

いただきました。
・高知南ＲＣの創立60周年への当クラブの出

席者が、現段階ではわずか９名です。最低
20名ぐらいは出席したいと思いますので、
ご協力をお願いします。

◇幹　事　報　告
・11月３日開催の高知南ＲＣ創立60周年記念

式典への登録・参加をお願いします。
・来週は、通常例会です。
◇ガバナーエレクト事務所開設のお知らせ
　〒770-0021 徳島市佐古一番町11－４ ２階
　TEL：088-655-2670　FAX：088-655-2672
　E-mail  office@rid2670gov.net
　URL  http://rid2670gov.net
　勤務時間　９時～16時（土日祝祭日休み）

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

●会長／寺尾正生　●幹事／松本隆之　●雑誌会報委員／中西克行・西山忠利・関　淑公
●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
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● ニコニコ箱 ●
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チビニコ 合　計

８月22日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
９月５日㈬　定例理事会
情報集会
　９月11日㈫～13日㈭　18:30（得月樓）
　９月12日㈬　13:30（ザ クラウンパレス）
９月19日㈬　第３回クラブ協議会
９月26日㈬　役員会
10月３日㈬　定例理事会
10月８日㈪　創立50周年記念夜間例会
　　　　　　　　　（ザ クラウンパレス）
10月９日㈫　高知東ＲＣ創立記念日
10月10日㈬　振替のため休会
10月17日㈬　ロータリー休日
10月24日㈬　役員会
10月27日㈯・28日㈰　地区大会
　　　　　　　（新居浜市民文化センター）

■例会変更のお知らせ
高知南ＲＣ　　８月30日㈭　夜間例会
高知北ＲＣ　　９月３日㈪　月見夜間例会
高知中央ＲＣ　９月６日㈭　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　９月11日㈫　月見夜間例会
高知中央ＲＣ　９月13日㈭　月見夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　９月18日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　９月20日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　９月20日㈭　職場例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　９月25日㈫　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　９月28日㈮　創立記念夜間例会

◇出席率報告

 ● 寺尾正生　８月11日、よさこい祭りに新居
浜まで行って勉強してまいりました。
 ● 松本隆之　台風20号、皆さま、くれぐれも
お気を付けください。来週は通常通りの例会
です。　　

 ● 天野禎久　８月８日、新入会員歓迎会にご
参加いただいた皆さま、ありがとうございま
した。また、二次会では、サプライズのバー
スデーケーキありがとうございました。思い
出深い誕生日になりました。
 ● 山本庸平　８日の新入会員歓迎会、二次会
での松本幹事分のおつりです。松本幹事あり
がとうございました。
 ● 武吉佳月　先日は、私たちのために歓迎会
を開催いただきありがとうございました。私
からの感謝と皆さまからの善意のおつりで
す。今後ともよろしくお願いいたします。　
 ● 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。
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会が始まる前の「サロンイースト」風景
寺尾会長、松本幹事のご厚意でワイン＆おつまみをご準備いただきました

夜間の例会ならではのお酒が入っての歓談シーン
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本日　８月29日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「短期交換留学　帰国報告」

短期交換学生 中澤　紗櫻 さん

次週　９月５日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「不審な葉書に要注意（寸劇と講演）」

高知警察署 生活安全課 生活安全主任 尾本　周平 氏
生活安全係 黒石　大介 氏

高知中央地区地域安全協会 地域安全アドバイザー 横山　香恵 氏

第2389回　例会報告／平成30年８月22日　天候　雨

◇ロータリーソング
  「われは海の子」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんばんは。
今期初めての時間変更例
会です。
　私自身が経験した「嘘
のようなほんとの話」。
　私がロータリーに入会

した当時、四つのテストを歌うとき、前に歌
詞を書いたものはありませんでした。ですか
ら、最初の２、３ヵ月は、先輩方の歌声から
「好意と友情」の部分は「恋と友情」だと
思っていました。恋と友情を育てる。手をつ
ないで歌うこともあるし、何とすごい団体だ
なと。そして、自分も恋を育てたいなと思っ
ていました。
　究極の恋愛、恋というのは何か。三島由紀
夫の「葉隠れ入門」には「忍ぶ恋」だと書か
れています。例えば、お城下ですれ違っても
打ち明けてはいけない。思って思って狂い死
にするぐらい思う。
　「恋ひ死なん　のちの煙にそれと知れ　つ
ひにもらさぬ　中（うち）の思ひは」。あな
たのことは好きで好きでたまらない。けれど
打ち明けると恋の丈が低くなるので打ち明け
ない。私が死んで荼毘にふされて煙が上がる
とき、その煙で私の思いを知ってくれ。これ
が、日本人の究極の恋愛だそうです。
　今夜は、こんなことも話題の一つにしなが

ら、楽しい夜間例会にしていただけたらと思
います。
◇会　長　報　告
・先日、香長ＲＣに、創立50周年の案内に行
　ってきました。香長ＲＣは全員登録をして

いただきました。
・高知南ＲＣの創立60周年への当クラブの出

席者が、現段階ではわずか９名です。最低
20名ぐらいは出席したいと思いますので、
ご協力をお願いします。

◇幹　事　報　告
・11月３日開催の高知南ＲＣ創立60周年記念

式典への登録・参加をお願いします。
・来週は、通常例会です。
◇ガバナーエレクト事務所開設のお知らせ
　〒770-0021 徳島市佐古一番町11－４ ２階
　TEL：088-655-2670　FAX：088-655-2672
　E-mail  office@rid2670gov.net
　URL  http://rid2670gov.net
　勤務時間　９時～16時（土日祝祭日休み）

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

●会長／寺尾正生　●幹事／松本隆之　●雑誌会報委員／中西克行・西山忠利・関　淑公
●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
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８月22日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
９月５日㈬　定例理事会
情報集会
　９月11日㈫～13日㈭　18:30（得月樓）
　９月12日㈬　13:30（ザ クラウンパレス）
９月19日㈬　第３回クラブ協議会
９月26日㈬　役員会
10月３日㈬　定例理事会
10月８日㈪　創立50周年記念夜間例会
　　　　　　　　　（ザ クラウンパレス）
10月９日㈫　高知東ＲＣ創立記念日
10月10日㈬　振替のため休会
10月17日㈬　ロータリー休日
10月24日㈬　役員会
10月27日㈯・28日㈰　地区大会
　　　　　　　（新居浜市民文化センター）

■例会変更のお知らせ
高知南ＲＣ　　８月30日㈭　夜間例会
高知北ＲＣ　　９月３日㈪　月見夜間例会
高知中央ＲＣ　９月６日㈭　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　９月11日㈫　月見夜間例会
高知中央ＲＣ　９月13日㈭　月見夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　９月18日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　９月20日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　９月20日㈭　職場例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　９月25日㈫　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　９月28日㈮　創立記念夜間例会

◇出席率報告

 ● 寺尾正生　８月11日、よさこい祭りに新居
浜まで行って勉強してまいりました。
 ● 松本隆之　台風20号、皆さま、くれぐれも
お気を付けください。来週は通常通りの例会
です。　　

 ● 天野禎久　８月８日、新入会員歓迎会にご
参加いただいた皆さま、ありがとうございま
した。また、二次会では、サプライズのバー
スデーケーキありがとうございました。思い
出深い誕生日になりました。
 ● 山本庸平　８日の新入会員歓迎会、二次会
での松本幹事分のおつりです。松本幹事あり
がとうございました。
 ● 武吉佳月　先日は、私たちのために歓迎会
を開催いただきありがとうございました。私
からの感謝と皆さまからの善意のおつりで
す。今後ともよろしくお願いいたします。　
 ● 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。

８月22日

８月８日

総数
－3 57
－4 57

出席
37
43

欠席
7
0

メイク
アップ HC出席率

64.91％

75.44％

出席率
87.04％

100％

10
11

８月１日 －3 57 49 0 85.96％ 100％5

会が始まる前の「サロンイースト」風景
寺尾会長、松本幹事のご厚意でワイン＆おつまみをご準備いただきました

夜間の例会ならではのお酒が入っての歓談シーン
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本日　８月29日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「短期交換留学　帰国報告」

短期交換学生 中澤　紗櫻 さん

次週　９月５日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「不審な葉書に要注意（寸劇と講演）」

高知警察署 生活安全課 生活安全主任 尾本　周平 氏
生活安全係 黒石　大介 氏

高知中央地区地域安全協会 地域安全アドバイザー 横山　香恵 氏

第2389回　例会報告／平成30年８月22日　天候　雨

◇ロータリーソング
  「われは海の子」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんばんは。
今期初めての時間変更例
会です。
　私自身が経験した「嘘
のようなほんとの話」。
　私がロータリーに入会

した当時、四つのテストを歌うとき、前に歌
詞を書いたものはありませんでした。ですか
ら、最初の２、３ヵ月は、先輩方の歌声から
「好意と友情」の部分は「恋と友情」だと
思っていました。恋と友情を育てる。手をつ
ないで歌うこともあるし、何とすごい団体だ
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　ってきました。香長ＲＣは全員登録をして
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◇ガバナーエレクト事務所開設のお知らせ
　〒770-0021 徳島市佐古一番町11－４ ２階
　TEL：088-655-2670　FAX：088-655-2672
　E-mail  office@rid2670gov.net
　URL  http://rid2670gov.net
　勤務時間　９時～16時（土日祝祭日休み）

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

●会長／寺尾正生　●幹事／松本隆之　●雑誌会報委員／中西克行・西山忠利・関　淑公
●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

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
227,800円

17,300円

245,100円

1,826円
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2,726円

229,626円

18,200円

247,826円

チビニコ 合　計

８月22日
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10月27日㈯・28日㈰　地区大会
　　　　　　　（新居浜市民文化センター）
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高知中央ＲＣ　９月13日㈭　月見夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　９月18日㈫　ロータリー休日
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出深い誕生日になりました。
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での松本幹事分のおつりです。松本幹事あり
がとうございました。
 ● 武吉佳月　先日は、私たちのために歓迎会
を開催いただきありがとうございました。私
からの感謝と皆さまからの善意のおつりで
す。今後ともよろしくお願いいたします。　
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