
◇出席率報告

 ● 山村稔晴（高知西ＲＣ）日ごろは息子がお
世話になっております。今日はお願い事でお
手数をおかけしました。ありがとうございま
す。
 ● 寺尾正生　50周年記念講演・式典・祝賀会
が大成功で終わりますように。
 ● 松本隆之　台風など吹き飛ばす勢いで50周
年事業、頑張りましょう！誕生日祝いのお礼
を兼ねまして。
 ● 寺村　勉　いよいよになりました。50周年
記念式典、祝賀会、10月８日、集合は13時50
分３Ｆです。皆さん、よろしくお願いします。
今日は全体会議ありがとうございました。
 ● 柳澤光秋　慰労会ありがとうございました。
バナー渡せなかった随行員の皆さまには、今
日渡すか、レターボックスに入れます。
 ● 久松啓一　ガバナー事務所を９月28日に完
全に閉鎖しました。先週はありがとうござい
ました。家庭記念日祝い品のお礼とともに。
 ● 石川　健　誕生日を祝っていただきありが
とうございます。働きはじめて50年経ちまし
た。まだまだ現役で頑張ります。妻からは死
ぬまで働きよとハッパをかけられています。
トホホ。
 ● 浦田健治　誕生祝いありがとうございまし
た。66歳になりました。
 ● 土居祐三　誕生日＋家庭記念日お礼です。
「誕生日が来るのが毎年いやだ」とおっしゃ
る諸先輩方の気持ちがちょっと理解できる歳
になってしまいました。
 ● 野町和也　誕生祝いのお礼。台風で順延し
ました記念事業ですが、12月22日㈯に開催い
たします。よろしくお願いします。
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本日　10月24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」

武吉　佳月 会員

次週　10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
　　　 「学生生活」

米山奨学生 オユン スプドエルデネ さん

第2395回　例会報告／平成30年10月３日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんにちは。
週末から今週初めの台風
は、あわや直撃かと思わ
れましたが、なぜか逸れ
て、高知はそんなに大き
な災害もなく過ぎました。

　来る10月８日、創立50周年の式典、記念講
演、祝賀会という大きな催し物が控えていま
す。実行委員の皆さま、本当に努力していた
だきご苦労だったと思います。東ＲＣ全員参
加で、調和の中に融合というものを持って、
次の節目の年を迎えるにあたっての素晴らし
い１日となりますように。また、ご来場いた
だいた皆さまに気持ち良く過ごしていただけ
るような８日にしたいと思っています。全員
一丸となってのご協力よろしくお願いします。
◇来訪ロータリアン
　高知西ＲＣ　　山村稔晴 氏
　高知ＲＣ　　　西山彰一 氏

◇10月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　浦田　健治
　土居　祐三
　岡﨑　勇樹
　野町　和也
　松本　隆之　　鬼頭　愼一　　石川　　健
 ● 配偶者誕生日
　小比賀博美　　寺尾　幸子　　岡本多美子
 ● 家庭記念日
　沖　　卓史　　別役　修平　　近森　範久
　中西　克行　　土居　祐三　　久松　啓一
　北村　　裕　　前田　　博　　窪田満里子
　関　　淑公　　西村　美香
 ● 入会記念日
　永野　健生　　鬼田　知明　　西内　俊介
　西山　忠利　　溝渕　源樹　　山崎　敏朗
　北村　　裕
◇天皇行幸啓の奉迎について
　今年10月27日、28日、天皇、皇后両陛下の
御行啓が高知県であります。目的は、宇佐の
海を中心として「第38回全国豊かな海づくり
大会　～高知家大会～」にご臨席されるため
です。現在、天皇、皇后両陛下の行啓をお迎
えする準備を、尾﨑知事をはじめ、国会議
員、県会議員、業界団体を中心に進めていま
すが、警備や小旗や冊子作成のために、どう
しても400～500万の費用が必要です。冊子の
最後には、ご協賛をしてくださった方の一覧
表を載せます。
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10月３日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
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）
11月７日㈬　定例理事会
11月28日㈬　第４回クラブ協議会
　　　　　　役員会
12月５日㈬　五大奉仕中間発表・年次総会
　　　　　　定例理事会
12月19日㈬　忘年夜間例会（ラ・ヴィータ）
　　　　　　役員会
12月26日㈬　ロータリー休日

■例会変更のお知らせ
高知ＲＣ　　　10月９日㈫　夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　10月９日㈫　定款第８条第１節により休会
香長ＲＣ　　　10月９日㈫　10月8日高知東RC周年記念行事へ振替
高知中央ＲＣ　10月11日㈭　定款第８条第１節により休会
高知北ＲＣ　　10月15日㈪　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　10月25日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　10月26日㈮　地区大会に振替
高知北ＲＣ　　10月29日㈪　地区大会に振替
高知ＲＣ　　　10月30日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　10月30日㈫　地区大会に振替
香長ＲＣ　　　10月30日㈫　2000回記念夜間例会
高知南ＲＣ　　11月８日㈭　11月３日㈯周年式典に振替
高知西ＲＣ　　11月９日㈮　４ＲＣ合同夜間例会に振替
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　11月13日㈫　４ＲＣ合同夜間例会に振替
高知北ＲＣ　　11月19日㈪　定款第８条第１節により休会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　11月20日㈫　定款第８条第１節により休会
高知中央ＲＣ　11月22日㈭　定款第８条第１節により休会
高知南ＲＣ　　11月22日㈭　ロータリー休日

　１口5,000円ですが、２口１万を標準とし
ています。甚だ厚かましいお願いですが、ど
うか、皆さんのご協力をよろしくお願いしま
す。
◇幹　事　報　告
・８日の50周年記念事業の関係で、10日の例

会は振り替え、17日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。
・本日例会終了度、理事会を行います。
・柳澤ガバナー年度の地区概況をレターボッ

クスに入れています。
・長期交換留学生、吉岡さんの９月分の報告

書を回覧します。
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 ● 岡﨑勇樹　誕生祝いありがとうございます。
45歳になりました！これからもがんばります！
 ● 前田　博　家庭記念ありがとうございます。
 ● 中西克行　家庭記念日は入籍日です。17回
目を無事迎えました。記念品ありがとうござ
います。
 ● 近森範久　結婚21年目の記念品ありがとう
ございます。記念日には夫婦での旅行を企画
し、妻への日ごろの感謝を伝えたいと思いま
す。
 ● 西村美香　結婚記念のお祝いありがとうご
ざいます。７周年を夫婦仲良くお祝いしたい
と思います。
 ● 北村　裕　入会祝い、結婚祝いありがとう
ございます。２ついただき、大きすぎて持ち
きれません。
 ● 溝渕源樹　入会記念のお礼。創立時からの
会友は西山さんの２人となりました。
 ● 永野健生　40周年事業の準備の最中に入会
しました。10年経つのですね。入会記念あり
がとうございます。
 ● 鬼田知明　入会祝いのお礼。入会５年にな
ります。本年もよろしくお願いいたします。
 ● 西内俊介　鬼田さんと一緒に入会させてい
ただいて６年？　来年も無事この10月を迎え
られればと思います。
 ● 小比賀和弘　家内のお誕生日のプレゼント
を頂きありがとうございます。
 ● 岡本裕史　妻の誕生祝いありがとうござい
ました。ほとんど誕生祝いしたことがないの
で、ビックリされるかと思います。
 ● 西森良文　武吉さん、西内さん、岡本（淳）

さん、中西さん、土居さん、岡さん、鬼田さ
ん、山村さん、松本さん、お忙しい中、先日
は祝賀会料理試食会に参加いただき、貴重な
ご意見ありがとうございました。ガバナー事
務所、慰労会の２次会のおつりと併せて
 ● 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。
◇遅刻・早退　１件

・テーマ　「未来に育む」
・会　場　ザ クラウンパレス新阪急高知
・概　要　10月８日、13時50分・集合、新阪急
　　　　　　　　　　14時　　・記念撮影（ネクタイ着用）
　　　　　　　　　　15時　　・講演
　　　　　　　　　　16時30分・記念式典
　　　　　　　　　　18時15分・祝賀会
　９月30日に予定していた記念事業は、台風のため12月22日延期
　記念誌発行　

◇高知東ＲＣ50周年記念事業全体会

　組織は既にお知らせしていますが、再度確
認をお願いします。当日は、式典・講演会委
員会、祝賀会委員会はそれぞれ動き等々、お
願いします。
式典・講演会委員会…プログラムの検討・運
営。50年の歩み（スライド）、物故会員の紹
介、会場レイアウト、装飾、看板、進行表、
台本、講師の検討・折衝、予算作成。
祝賀会委員会…プログラム、進行、料理内容
の検討、アトラクション、会場レイアウト等
記念事業委員会…記念事業の検討、親子クラ
ブへの記念品、チャーターメンバー・歴代会
長への記念品等
記念誌…発刊、来年２月末。データ収集、パ
スト会長座談会、式典当日の記録等
総務委員会…来賓・案内者のリスト、案内状
の発送、集計、受け付け、接待、案内等
実行委員長…総括、理事会への対応、他クラ
ブへの広報
副実行委員長…運営統括

　50周年検討パスト会長会を昨年９月27日が
スタート。テーマは、今まで、20周年は「奉
仕の理想に向かって新たな出発」30周年「未
来にかける」40周年「未来につなぐ」と、
「未来」をテーマに開催してきました。そこ
で、今回、私たちが50周年を迎えるにあた
り、さらに50年を100年にしていくための
テーマとして「未来に育む」としました。
　育てるという視点で考えると、社会奉仕と
いう観点からは、社会奉仕活動をしながら地
域の人々とともに地域を育みながら、地域と
ともに生きていくことが大切です。職業奉仕
の観点からは、企業のコンプライアンスは確
かに大切ですが、企業の社会的責任、ＣＳＲ
の部分を育てていく、育んでいくことも、
我々ロータリークラブの責任かもしれませ
ん。東クラブの活性化、クラブ奉仕を考えた
ときにも、会員一人一人がクラブを育ててい
くという気持ちが大切ではないかと考えます。
　このテーマをもとに、全ての事業が進んで
いきます。
　例えば、記念事業委員会は、子どもたちが

成長の糧となる体験の機会を提供しようとい
うことで考えた。さらには、成長過程の学生
がそれに交わることにより、次に自分たちが
子どもを育てていく立場になったとき、役割

を再度認識して欲しい。それを具現化するの
が事業内容で、12月22日、「みんなで育むコ
ンサート」を実施。10時半と13時30分に開催
します。
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● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
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チビニコ 合　計

10月３日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
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）
11月７日㈬　定例理事会
11月28日㈬　第４回クラブ協議会
　　　　　　役員会
12月５日㈬　五大奉仕中間発表・年次総会
　　　　　　定例理事会
12月19日㈬　忘年夜間例会（ラ・ヴィータ）
　　　　　　役員会
12月26日㈬　ロータリー休日

■例会変更のお知らせ
高知ＲＣ　　　10月９日㈫　夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　10月９日㈫　定款第８条第１節により休会
香長ＲＣ　　　10月９日㈫　10月8日高知東RC周年記念行事へ振替
高知中央ＲＣ　10月11日㈭　定款第８条第１節により休会
高知北ＲＣ　　10月15日㈪　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　10月25日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　10月26日㈮　地区大会に振替
高知北ＲＣ　　10月29日㈪　地区大会に振替
高知ＲＣ　　　10月30日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　10月30日㈫　地区大会に振替
香長ＲＣ　　　10月30日㈫　2000回記念夜間例会
高知南ＲＣ　　11月８日㈭　11月３日㈯周年式典に振替
高知西ＲＣ　　11月９日㈮　４ＲＣ合同夜間例会に振替
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　11月13日㈫　４ＲＣ合同夜間例会に振替
高知北ＲＣ　　11月19日㈪　定款第８条第１節により休会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　11月20日㈫　定款第８条第１節により休会
高知中央ＲＣ　11月22日㈭　定款第８条第１節により休会
高知南ＲＣ　　11月22日㈭　ロータリー休日

　１口5,000円ですが、２口１万を標準とし
ています。甚だ厚かましいお願いですが、ど
うか、皆さんのご協力をよろしくお願いしま
す。
◇幹　事　報　告
・８日の50周年記念事業の関係で、10日の例

会は振り替え、17日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。
・本日例会終了度、理事会を行います。
・柳澤ガバナー年度の地区概況をレターボッ

クスに入れています。
・長期交換留学生、吉岡さんの９月分の報告

書を回覧します。
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 ● 岡﨑勇樹　誕生祝いありがとうございます。
45歳になりました！これからもがんばります！
 ● 前田　博　家庭記念ありがとうございます。
 ● 中西克行　家庭記念日は入籍日です。17回
目を無事迎えました。記念品ありがとうござ
います。
 ● 近森範久　結婚21年目の記念品ありがとう
ございます。記念日には夫婦での旅行を企画
し、妻への日ごろの感謝を伝えたいと思いま
す。
 ● 西村美香　結婚記念のお祝いありがとうご
ざいます。７周年を夫婦仲良くお祝いしたい
と思います。
 ● 北村　裕　入会祝い、結婚祝いありがとう
ございます。２ついただき、大きすぎて持ち
きれません。
 ● 溝渕源樹　入会記念のお礼。創立時からの
会友は西山さんの２人となりました。
 ● 永野健生　40周年事業の準備の最中に入会
しました。10年経つのですね。入会記念あり
がとうございます。
 ● 鬼田知明　入会祝いのお礼。入会５年にな
ります。本年もよろしくお願いいたします。
 ● 西内俊介　鬼田さんと一緒に入会させてい
ただいて６年？　来年も無事この10月を迎え
られればと思います。
 ● 小比賀和弘　家内のお誕生日のプレゼント
を頂きありがとうございます。
 ● 岡本裕史　妻の誕生祝いありがとうござい
ました。ほとんど誕生祝いしたことがないの
で、ビックリされるかと思います。
 ● 西森良文　武吉さん、西内さん、岡本（淳）

さん、中西さん、土居さん、岡さん、鬼田さ
ん、山村さん、松本さん、お忙しい中、先日
は祝賀会料理試食会に参加いただき、貴重な
ご意見ありがとうございました。ガバナー事
務所、慰労会の２次会のおつりと併せて
 ● 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。
◇遅刻・早退　１件

・テーマ　「未来に育む」
・会　場　ザ クラウンパレス新阪急高知
・概　要　10月８日、13時50分・集合、新阪急
　　　　　　　　　　14時　　・記念撮影（ネクタイ着用）
　　　　　　　　　　15時　　・講演
　　　　　　　　　　16時30分・記念式典
　　　　　　　　　　18時15分・祝賀会
　９月30日に予定していた記念事業は、台風のため12月22日延期
　記念誌発行　

◇高知東ＲＣ50周年記念事業全体会

　組織は既にお知らせしていますが、再度確
認をお願いします。当日は、式典・講演会委
員会、祝賀会委員会はそれぞれ動き等々、お
願いします。
式典・講演会委員会…プログラムの検討・運
営。50年の歩み（スライド）、物故会員の紹
介、会場レイアウト、装飾、看板、進行表、
台本、講師の検討・折衝、予算作成。
祝賀会委員会…プログラム、進行、料理内容
の検討、アトラクション、会場レイアウト等
記念事業委員会…記念事業の検討、親子クラ
ブへの記念品、チャーターメンバー・歴代会
長への記念品等
記念誌…発刊、来年２月末。データ収集、パ
スト会長座談会、式典当日の記録等
総務委員会…来賓・案内者のリスト、案内状
の発送、集計、受け付け、接待、案内等
実行委員長…総括、理事会への対応、他クラ
ブへの広報
副実行委員長…運営統括

　50周年検討パスト会長会を昨年９月27日が
スタート。テーマは、今まで、20周年は「奉
仕の理想に向かって新たな出発」30周年「未
来にかける」40周年「未来につなぐ」と、
「未来」をテーマに開催してきました。そこ
で、今回、私たちが50周年を迎えるにあた
り、さらに50年を100年にしていくための
テーマとして「未来に育む」としました。
　育てるという視点で考えると、社会奉仕と
いう観点からは、社会奉仕活動をしながら地
域の人々とともに地域を育みながら、地域と
ともに生きていくことが大切です。職業奉仕
の観点からは、企業のコンプライアンスは確
かに大切ですが、企業の社会的責任、ＣＳＲ
の部分を育てていく、育んでいくことも、
我々ロータリークラブの責任かもしれませ
ん。東クラブの活性化、クラブ奉仕を考えた
ときにも、会員一人一人がクラブを育ててい
くという気持ちが大切ではないかと考えます。
　このテーマをもとに、全ての事業が進んで
いきます。
　例えば、記念事業委員会は、子どもたちが

成長の糧となる体験の機会を提供しようとい
うことで考えた。さらには、成長過程の学生
がそれに交わることにより、次に自分たちが
子どもを育てていく立場になったとき、役割

を再度認識して欲しい。それを具現化するの
が事業内容で、12月22日、「みんなで育むコ
ンサート」を実施。10時半と13時30分に開催
します。



◇出席率報告

 ● 山村稔晴（高知西ＲＣ）日ごろは息子がお
世話になっております。今日はお願い事でお
手数をおかけしました。ありがとうございま
す。
 ● 寺尾正生　50周年記念講演・式典・祝賀会
が大成功で終わりますように。
 ● 松本隆之　台風など吹き飛ばす勢いで50周
年事業、頑張りましょう！誕生日祝いのお礼
を兼ねまして。
 ● 寺村　勉　いよいよになりました。50周年
記念式典、祝賀会、10月８日、集合は13時50
分３Ｆです。皆さん、よろしくお願いします。
今日は全体会議ありがとうございました。
 ● 柳澤光秋　慰労会ありがとうございました。
バナー渡せなかった随行員の皆さまには、今
日渡すか、レターボックスに入れます。
 ● 久松啓一　ガバナー事務所を９月28日に完
全に閉鎖しました。先週はありがとうござい
ました。家庭記念日祝い品のお礼とともに。
 ● 石川　健　誕生日を祝っていただきありが
とうございます。働きはじめて50年経ちまし
た。まだまだ現役で頑張ります。妻からは死
ぬまで働きよとハッパをかけられています。
トホホ。
 ● 浦田健治　誕生祝いありがとうございまし
た。66歳になりました。
 ● 土居祐三　誕生日＋家庭記念日お礼です。
「誕生日が来るのが毎年いやだ」とおっしゃ
る諸先輩方の気持ちがちょっと理解できる歳
になってしまいました。
 ● 野町和也　誕生祝いのお礼。台風で順延し
ました記念事業ですが、12月22日㈯に開催い
たします。よろしくお願いします。

高知東ロータリークラブ週報
第2349号
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本日　10月24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」

武吉　佳月 会員

次週　10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
　　　 「学生生活」

米山奨学生 オユン スプドエルデネ さん

第2395回　例会報告／平成30年10月３日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんにちは。
週末から今週初めの台風
は、あわや直撃かと思わ
れましたが、なぜか逸れ
て、高知はそんなに大き
な災害もなく過ぎました。

　来る10月８日、創立50周年の式典、記念講
演、祝賀会という大きな催し物が控えていま
す。実行委員の皆さま、本当に努力していた
だきご苦労だったと思います。東ＲＣ全員参
加で、調和の中に融合というものを持って、
次の節目の年を迎えるにあたっての素晴らし
い１日となりますように。また、ご来場いた
だいた皆さまに気持ち良く過ごしていただけ
るような８日にしたいと思っています。全員
一丸となってのご協力よろしくお願いします。
◇来訪ロータリアン
　高知西ＲＣ　　山村稔晴 氏
　高知ＲＣ　　　西山彰一 氏

◇10月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　浦田　健治
　土居　祐三
　岡﨑　勇樹
　野町　和也
　松本　隆之　　鬼頭　愼一　　石川　　健
 ● 配偶者誕生日
　小比賀博美　　寺尾　幸子　　岡本多美子
 ● 家庭記念日
　沖　　卓史　　別役　修平　　近森　範久
　中西　克行　　土居　祐三　　久松　啓一
　北村　　裕　　前田　　博　　窪田満里子
　関　　淑公　　西村　美香
 ● 入会記念日
　永野　健生　　鬼田　知明　　西内　俊介
　西山　忠利　　溝渕　源樹　　山崎　敏朗
　北村　　裕
◇天皇行幸啓の奉迎について
　今年10月27日、28日、天皇、皇后両陛下の
御行啓が高知県であります。目的は、宇佐の
海を中心として「第38回全国豊かな海づくり
大会　～高知家大会～」にご臨席されるため
です。現在、天皇、皇后両陛下の行啓をお迎
えする準備を、尾﨑知事をはじめ、国会議
員、県会議員、業界団体を中心に進めていま
すが、警備や小旗や冊子作成のために、どう
しても400～500万の費用が必要です。冊子の
最後には、ご協賛をしてくださった方の一覧
表を載せます。
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10月３日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
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）
11月７日㈬　定例理事会
11月28日㈬　第４回クラブ協議会
　　　　　　役員会
12月５日㈬　五大奉仕中間発表・年次総会
　　　　　　定例理事会
12月19日㈬　忘年夜間例会（ラ・ヴィータ）
　　　　　　役員会
12月26日㈬　ロータリー休日

■例会変更のお知らせ
高知ＲＣ　　　10月９日㈫　夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　10月９日㈫　定款第８条第１節により休会
香長ＲＣ　　　10月９日㈫　10月8日高知東RC周年記念行事へ振替
高知中央ＲＣ　10月11日㈭　定款第８条第１節により休会
高知北ＲＣ　　10月15日㈪　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　10月25日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　10月26日㈮　地区大会に振替
高知北ＲＣ　　10月29日㈪　地区大会に振替
高知ＲＣ　　　10月30日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　10月30日㈫　地区大会に振替
香長ＲＣ　　　10月30日㈫　2000回記念夜間例会
高知南ＲＣ　　11月８日㈭　11月３日㈯周年式典に振替
高知西ＲＣ　　11月９日㈮　４ＲＣ合同夜間例会に振替
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　11月13日㈫　４ＲＣ合同夜間例会に振替
高知北ＲＣ　　11月19日㈪　定款第８条第１節により休会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　11月20日㈫　定款第８条第１節により休会
高知中央ＲＣ　11月22日㈭　定款第８条第１節により休会
高知南ＲＣ　　11月22日㈭　ロータリー休日
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ています。甚だ厚かましいお願いですが、ど
うか、皆さんのご協力をよろしくお願いしま
す。
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・８日の50周年記念事業の関係で、10日の例
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・本日例会終了度、理事会を行います。
・柳澤ガバナー年度の地区概況をレターボッ

クスに入れています。
・長期交換留学生、吉岡さんの９月分の報告

書を回覧します。

10月３日

９月19日

総数
－5 55
－7 57

出席
42
43

欠席
4
0

メイク
アップ HC出席率

76.36％

75.44％

出席率
92.00％

100％

4
7

 ● 岡﨑勇樹　誕生祝いありがとうございます。
45歳になりました！これからもがんばります！
 ● 前田　博　家庭記念ありがとうございます。
 ● 中西克行　家庭記念日は入籍日です。17回
目を無事迎えました。記念品ありがとうござ
います。
 ● 近森範久　結婚21年目の記念品ありがとう
ございます。記念日には夫婦での旅行を企画
し、妻への日ごろの感謝を伝えたいと思いま
す。
 ● 西村美香　結婚記念のお祝いありがとうご
ざいます。７周年を夫婦仲良くお祝いしたい
と思います。
 ● 北村　裕　入会祝い、結婚祝いありがとう
ございます。２ついただき、大きすぎて持ち
きれません。
 ● 溝渕源樹　入会記念のお礼。創立時からの
会友は西山さんの２人となりました。
 ● 永野健生　40周年事業の準備の最中に入会
しました。10年経つのですね。入会記念あり
がとうございます。
 ● 鬼田知明　入会祝いのお礼。入会５年にな
ります。本年もよろしくお願いいたします。
 ● 西内俊介　鬼田さんと一緒に入会させてい
ただいて６年？　来年も無事この10月を迎え
られればと思います。
 ● 小比賀和弘　家内のお誕生日のプレゼント
を頂きありがとうございます。
 ● 岡本裕史　妻の誕生祝いありがとうござい
ました。ほとんど誕生祝いしたことがないの
で、ビックリされるかと思います。
 ● 西森良文　武吉さん、西内さん、岡本（淳）

さん、中西さん、土居さん、岡さん、鬼田さ
ん、山村さん、松本さん、お忙しい中、先日
は祝賀会料理試食会に参加いただき、貴重な
ご意見ありがとうございました。ガバナー事
務所、慰労会の２次会のおつりと併せて
 ● 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。
◇遅刻・早退　１件

・テーマ　「未来に育む」
・会　場　ザ クラウンパレス新阪急高知
・概　要　10月８日、13時50分・集合、新阪急
　　　　　　　　　　14時　　・記念撮影（ネクタイ着用）
　　　　　　　　　　15時　　・講演
　　　　　　　　　　16時30分・記念式典
　　　　　　　　　　18時15分・祝賀会
　９月30日に予定していた記念事業は、台風のため12月22日延期
　記念誌発行　

◇高知東ＲＣ50周年記念事業全体会

　組織は既にお知らせしていますが、再度確
認をお願いします。当日は、式典・講演会委
員会、祝賀会委員会はそれぞれ動き等々、お
願いします。
式典・講演会委員会…プログラムの検討・運
営。50年の歩み（スライド）、物故会員の紹
介、会場レイアウト、装飾、看板、進行表、
台本、講師の検討・折衝、予算作成。
祝賀会委員会…プログラム、進行、料理内容
の検討、アトラクション、会場レイアウト等
記念事業委員会…記念事業の検討、親子クラ
ブへの記念品、チャーターメンバー・歴代会
長への記念品等
記念誌…発刊、来年２月末。データ収集、パ
スト会長座談会、式典当日の記録等
総務委員会…来賓・案内者のリスト、案内状
の発送、集計、受け付け、接待、案内等
実行委員長…総括、理事会への対応、他クラ
ブへの広報
副実行委員長…運営統括

　50周年検討パスト会長会を昨年９月27日が
スタート。テーマは、今まで、20周年は「奉
仕の理想に向かって新たな出発」30周年「未
来にかける」40周年「未来につなぐ」と、
「未来」をテーマに開催してきました。そこ
で、今回、私たちが50周年を迎えるにあた
り、さらに50年を100年にしていくための
テーマとして「未来に育む」としました。
　育てるという視点で考えると、社会奉仕と
いう観点からは、社会奉仕活動をしながら地
域の人々とともに地域を育みながら、地域と
ともに生きていくことが大切です。職業奉仕
の観点からは、企業のコンプライアンスは確
かに大切ですが、企業の社会的責任、ＣＳＲ
の部分を育てていく、育んでいくことも、
我々ロータリークラブの責任かもしれませ
ん。東クラブの活性化、クラブ奉仕を考えた
ときにも、会員一人一人がクラブを育ててい
くという気持ちが大切ではないかと考えます。
　このテーマをもとに、全ての事業が進んで
いきます。
　例えば、記念事業委員会は、子どもたちが

成長の糧となる体験の機会を提供しようとい
うことで考えた。さらには、成長過程の学生
がそれに交わることにより、次に自分たちが
子どもを育てていく立場になったとき、役割

を再度認識して欲しい。それを具現化するの
が事業内容で、12月22日、「みんなで育むコ
ンサート」を実施。10時半と13時30分に開催
します。



◇出席率報告

 ● 山村稔晴（高知西ＲＣ）日ごろは息子がお
世話になっております。今日はお願い事でお
手数をおかけしました。ありがとうございま
す。
 ● 寺尾正生　50周年記念講演・式典・祝賀会
が大成功で終わりますように。
 ● 松本隆之　台風など吹き飛ばす勢いで50周
年事業、頑張りましょう！誕生日祝いのお礼
を兼ねまして。
 ● 寺村　勉　いよいよになりました。50周年
記念式典、祝賀会、10月８日、集合は13時50
分３Ｆです。皆さん、よろしくお願いします。
今日は全体会議ありがとうございました。
 ● 柳澤光秋　慰労会ありがとうございました。
バナー渡せなかった随行員の皆さまには、今
日渡すか、レターボックスに入れます。
 ● 久松啓一　ガバナー事務所を９月28日に完
全に閉鎖しました。先週はありがとうござい
ました。家庭記念日祝い品のお礼とともに。
 ● 石川　健　誕生日を祝っていただきありが
とうございます。働きはじめて50年経ちまし
た。まだまだ現役で頑張ります。妻からは死
ぬまで働きよとハッパをかけられています。
トホホ。
 ● 浦田健治　誕生祝いありがとうございまし
た。66歳になりました。
 ● 土居祐三　誕生日＋家庭記念日お礼です。
「誕生日が来るのが毎年いやだ」とおっしゃ
る諸先輩方の気持ちがちょっと理解できる歳
になってしまいました。
 ● 野町和也　誕生祝いのお礼。台風で順延し
ました記念事業ですが、12月22日㈯に開催い
たします。よろしくお願いします。
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本日　10月24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」

武吉　佳月 会員

次週　10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
　　　 「学生生活」

米山奨学生 オユン スプドエルデネ さん

第2395回　例会報告／平成30年10月３日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんにちは。
週末から今週初めの台風
は、あわや直撃かと思わ
れましたが、なぜか逸れ
て、高知はそんなに大き
な災害もなく過ぎました。

　来る10月８日、創立50周年の式典、記念講
演、祝賀会という大きな催し物が控えていま
す。実行委員の皆さま、本当に努力していた
だきご苦労だったと思います。東ＲＣ全員参
加で、調和の中に融合というものを持って、
次の節目の年を迎えるにあたっての素晴らし
い１日となりますように。また、ご来場いた
だいた皆さまに気持ち良く過ごしていただけ
るような８日にしたいと思っています。全員
一丸となってのご協力よろしくお願いします。
◇来訪ロータリアン
　高知西ＲＣ　　山村稔晴 氏
　高知ＲＣ　　　西山彰一 氏

◇10月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　浦田　健治
　土居　祐三
　岡﨑　勇樹
　野町　和也
　松本　隆之　　鬼頭　愼一　　石川　　健
 ● 配偶者誕生日
　小比賀博美　　寺尾　幸子　　岡本多美子
 ● 家庭記念日
　沖　　卓史　　別役　修平　　近森　範久
　中西　克行　　土居　祐三　　久松　啓一
　北村　　裕　　前田　　博　　窪田満里子
　関　　淑公　　西村　美香
 ● 入会記念日
　永野　健生　　鬼田　知明　　西内　俊介
　西山　忠利　　溝渕　源樹　　山崎　敏朗
　北村　　裕
◇天皇行幸啓の奉迎について
　今年10月27日、28日、天皇、皇后両陛下の
御行啓が高知県であります。目的は、宇佐の
海を中心として「第38回全国豊かな海づくり
大会　～高知家大会～」にご臨席されるため
です。現在、天皇、皇后両陛下の行啓をお迎
えする準備を、尾﨑知事をはじめ、国会議
員、県会議員、業界団体を中心に進めていま
すが、警備や小旗や冊子作成のために、どう
しても400～500万の費用が必要です。冊子の
最後には、ご協賛をしてくださった方の一覧
表を載せます。
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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
388,560円

81,750円

470,310円

3,846円

391円

4,237円

392,406円

82,141円

474,547円

チビニコ 合　計

10月３日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
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）
11月７日㈬　定例理事会
11月28日㈬　第４回クラブ協議会
　　　　　　役員会
12月５日㈬　五大奉仕中間発表・年次総会
　　　　　　定例理事会
12月19日㈬　忘年夜間例会（ラ・ヴィータ）
　　　　　　役員会
12月26日㈬　ロータリー休日

■例会変更のお知らせ
高知ＲＣ　　　10月９日㈫　夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　10月９日㈫　定款第８条第１節により休会
香長ＲＣ　　　10月９日㈫　10月8日高知東RC周年記念行事へ振替
高知中央ＲＣ　10月11日㈭　定款第８条第１節により休会
高知北ＲＣ　　10月15日㈪　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　10月25日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　10月26日㈮　地区大会に振替
高知北ＲＣ　　10月29日㈪　地区大会に振替
高知ＲＣ　　　10月30日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　10月30日㈫　地区大会に振替
香長ＲＣ　　　10月30日㈫　2000回記念夜間例会
高知南ＲＣ　　11月８日㈭　11月３日㈯周年式典に振替
高知西ＲＣ　　11月９日㈮　４ＲＣ合同夜間例会に振替
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　11月13日㈫　４ＲＣ合同夜間例会に振替
高知北ＲＣ　　11月19日㈪　定款第８条第１節により休会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　11月20日㈫　定款第８条第１節により休会
高知中央ＲＣ　11月22日㈭　定款第８条第１節により休会
高知南ＲＣ　　11月22日㈭　ロータリー休日

　１口5,000円ですが、２口１万を標準とし
ています。甚だ厚かましいお願いですが、ど
うか、皆さんのご協力をよろしくお願いしま
す。
◇幹　事　報　告
・８日の50周年記念事業の関係で、10日の例

会は振り替え、17日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。
・本日例会終了度、理事会を行います。
・柳澤ガバナー年度の地区概況をレターボッ

クスに入れています。
・長期交換留学生、吉岡さんの９月分の報告

書を回覧します。

10月３日

９月19日

総数
－5 55
－7 57

出席
42
43

欠席
4
0

メイク
アップ HC出席率

76.36％

75.44％

出席率
92.00％

100％

4
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 ● 岡﨑勇樹　誕生祝いありがとうございます。
45歳になりました！これからもがんばります！
 ● 前田　博　家庭記念ありがとうございます。
 ● 中西克行　家庭記念日は入籍日です。17回
目を無事迎えました。記念品ありがとうござ
います。
 ● 近森範久　結婚21年目の記念品ありがとう
ございます。記念日には夫婦での旅行を企画
し、妻への日ごろの感謝を伝えたいと思いま
す。
 ● 西村美香　結婚記念のお祝いありがとうご
ざいます。７周年を夫婦仲良くお祝いしたい
と思います。
 ● 北村　裕　入会祝い、結婚祝いありがとう
ございます。２ついただき、大きすぎて持ち
きれません。
 ● 溝渕源樹　入会記念のお礼。創立時からの
会友は西山さんの２人となりました。
 ● 永野健生　40周年事業の準備の最中に入会
しました。10年経つのですね。入会記念あり
がとうございます。
 ● 鬼田知明　入会祝いのお礼。入会５年にな
ります。本年もよろしくお願いいたします。
 ● 西内俊介　鬼田さんと一緒に入会させてい
ただいて６年？　来年も無事この10月を迎え
られればと思います。
 ● 小比賀和弘　家内のお誕生日のプレゼント
を頂きありがとうございます。
 ● 岡本裕史　妻の誕生祝いありがとうござい
ました。ほとんど誕生祝いしたことがないの
で、ビックリされるかと思います。
 ● 西森良文　武吉さん、西内さん、岡本（淳）

さん、中西さん、土居さん、岡さん、鬼田さ
ん、山村さん、松本さん、お忙しい中、先日
は祝賀会料理試食会に参加いただき、貴重な
ご意見ありがとうございました。ガバナー事
務所、慰労会の２次会のおつりと併せて
 ● 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。
◇遅刻・早退　１件

・テーマ　「未来に育む」
・会　場　ザ クラウンパレス新阪急高知
・概　要　10月８日、13時50分・集合、新阪急
　　　　　　　　　　14時　　・記念撮影（ネクタイ着用）
　　　　　　　　　　15時　　・講演
　　　　　　　　　　16時30分・記念式典
　　　　　　　　　　18時15分・祝賀会
　９月30日に予定していた記念事業は、台風のため12月22日延期
　記念誌発行　

◇高知東ＲＣ50周年記念事業全体会

　組織は既にお知らせしていますが、再度確
認をお願いします。当日は、式典・講演会委
員会、祝賀会委員会はそれぞれ動き等々、お
願いします。
式典・講演会委員会…プログラムの検討・運
営。50年の歩み（スライド）、物故会員の紹
介、会場レイアウト、装飾、看板、進行表、
台本、講師の検討・折衝、予算作成。
祝賀会委員会…プログラム、進行、料理内容
の検討、アトラクション、会場レイアウト等
記念事業委員会…記念事業の検討、親子クラ
ブへの記念品、チャーターメンバー・歴代会
長への記念品等
記念誌…発刊、来年２月末。データ収集、パ
スト会長座談会、式典当日の記録等
総務委員会…来賓・案内者のリスト、案内状
の発送、集計、受け付け、接待、案内等
実行委員長…総括、理事会への対応、他クラ
ブへの広報
副実行委員長…運営統括

　50周年検討パスト会長会を昨年９月27日が
スタート。テーマは、今まで、20周年は「奉
仕の理想に向かって新たな出発」30周年「未
来にかける」40周年「未来につなぐ」と、
「未来」をテーマに開催してきました。そこ
で、今回、私たちが50周年を迎えるにあた
り、さらに50年を100年にしていくための
テーマとして「未来に育む」としました。
　育てるという視点で考えると、社会奉仕と
いう観点からは、社会奉仕活動をしながら地
域の人々とともに地域を育みながら、地域と
ともに生きていくことが大切です。職業奉仕
の観点からは、企業のコンプライアンスは確
かに大切ですが、企業の社会的責任、ＣＳＲ
の部分を育てていく、育んでいくことも、
我々ロータリークラブの責任かもしれませ
ん。東クラブの活性化、クラブ奉仕を考えた
ときにも、会員一人一人がクラブを育ててい
くという気持ちが大切ではないかと考えます。
　このテーマをもとに、全ての事業が進んで
いきます。
　例えば、記念事業委員会は、子どもたちが

成長の糧となる体験の機会を提供しようとい
うことで考えた。さらには、成長過程の学生
がそれに交わることにより、次に自分たちが
子どもを育てていく立場になったとき、役割

を再度認識して欲しい。それを具現化するの
が事業内容で、12月22日、「みんなで育むコ
ンサート」を実施。10時半と13時30分に開催
します。


