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本日　１月９日㈬ 18：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　時 　 間 　 変 　 更 　 例 　 会

次週　１月16日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「職業奉仕はロータリーの根幹か ？ について」

職業奉仕委員会 委員長 猿田　隆夫 会員

第2404回　例会報告／平成30年12月19日　天候　晴　忘年夜間例会

◇ロータリーソング
  「きよしこの夜」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんばんは。
今年最後の忘年夜間例会
を開催します。今年度も
半期が終わりましたが、
東ＲＣでもいろんな出来
事がありました。大きな

ことでは50周年の記念事業。そして、チャー
ターメンバーの溝渕さんのご逝去等、半年が
あっという間に過ぎてしまいました。そし
て、迷？幹事の松本さんのお陰で、いつも慌
ただしい例会で、間違いのない回はなかった
ように思います。
　私は、毎年１年の目標を決めます。今まで
「デインジャラス寺尾」「セーフティ寺尾」
「ストイック寺尾」、高倉健さんが亡くなっ
た年は「寡黙な寺尾」等、十数年やってきま
したが、どれも達成せずに終わっています。
今年は「どっちも寺尾」と少し欲張ってみま
したが、結果的には「どっちつかずの寺尾」
になってしまい、ちょっと後悔しています。
　クラブの中では、大きな行事はこの半期で
ほぼ終わりましたので、来年こそ達成できる
目標として「ほぼ寺尾」でいきたいと思いま
す。よろしくお願いします。
　嫌なことは忘れて、楽しいことだけを思い
出して、今宵の例会は楽しく、東ＲＣの親睦
が図れることを心から祈念して、今年最後の

会長挨拶とさせていただきます。
◇来訪ロータリアン
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN氏
　　Mrs. BJORKSTENさん
◇お客様（敬称略）
・ご家族
　岡本　千春　　近森　東香　　寺尾　幸子
　寺村みゆき　　西内　恵子　　別役　佳代
　前田　　紀　　松野　壽子　　柳澤　順子
　松﨑　範子
・ピアノ伴奏　　小笠原貴美子
◇水曜会へ寄付（５万円）
　をお渡ししました。

◇ピアノ伴奏の小笠原
　貴美子さんにお礼を
　お渡ししました。

◇次々年度会長、竹村克彦会員挨拶
　先週の臨時総会で次々
年度の会長としてご推薦
いただき、ご承認いただ
いた竹村でございます。
先週の挨拶では、後ろ向
きなお断りする理由ばか

りを探していたというお話をさせていただき
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● ニコニコ箱 ●

先週まで
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チビニコ 合　計

12月19日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
１月19日㈯　高知第Ⅰ分区・第Ⅱ分区Ｉ.Ｍ.

（高知ロイヤルＲＣ・ホテル日航高知旭ロイヤル）
１月30日㈬　役員会
２月６日㈬　観梅夜間例会（得月樓）
　　　　　　定例理事会
２月10日㈰　PETS・DTTS

（徳島グランヴィリオホテル）
２月13日㈬　ロータリー休日
２月27日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
高知中央ＲＣ　１月10日㈭　新年還暦祝い夜間例会
高知南ＲＣ　　１月17日㈭　新年夜間例会
高知西ＲＣ　　１月18日㈮　新年夜間例会
高知北ＲＣ　　１月21日㈪　ＩＭに振替
高知ＲＣ　　　１月22日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　１月22日㈫　ＩＭに振替
高知北ＲＣ　　１月28日㈪　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　１月29日㈫　職場例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　１月29日㈫　新年夜間例会
高知西ＲＣ　　２月１日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　２月４日㈪　2/1職場例会に振替
高知中央ＲＣ　２月７日㈭　創立記念夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　２月12日㈫　観梅夜間例会
高知中央ＲＣ　２月14日㈭　建国記念日に振替
高知南ＲＣ　　２月21日㈭　夜間例会
高知西ＲＣ　　２月22日㈮　夜間例会
高知北ＲＣ　　２月25日㈪　炉辺夜間例会
高知ＲＣ　　　２月26日㈫　創立夜間例会

◇幹　事　報　告
・来年１月９日は、18時30分から当ホテルで

の時間変更例会です。なお、18時から理事
会を行いますので、理事の方はよろしくお
願いします。

◇出席率報告

 ● 松﨑郷輔　医療センターでの手術が成功し
ました。

ました。ただ、もうレールに乗りましたの
で、前に向かって歩むべきだということで、
この１週間いろいろと考えてまいりました。
　しかしながら、運営方針はどうやって練り
上げたらいいんだろう、毎回の例会の会長挨
拶、ネタが本当にあるんだろうか。いろんな
ことを考え、不安がどんどん募ってきまし
た。幸いと言いますか、準備をするまでに
は、今から１年ぐらいは期間があると思いま
す。その間にいろんな方に教えを乞い準備を
進めて、自信を持って臨みたいと、今は考え
ています。
　何よりも会員の皆さま、そして水曜会の皆
さまのご協力あっての会長であろうかと思い
ます。このクラブの会長としての顔となるわ
けですから、よそ様に恥ずかしいことのない
ように、しっかりと務めていきたいという思
いはございますので、どうぞよろしくお願い
いたします。
　簡単ではございますが、今日の私の挨拶と
させていただきます。
　それでは、私の会長のときの幹事として、
この方しかいないと絶対的な決意を持って説
得にお伺いして、受けていただきました方を
紹介させていただきます。
　西森やよい会員です。よろしくお願いしま
す。

◎次々年度幹事　西森やよい会員挨拶
　振り返りましたら、入
会して11年が経過いたし
ました。我ながら非常に
成長の遅い人間でござい
まして、この間、ゆっく
り皆さま方のご厚情に甘

えっぱなしで、のんびりと過ごしてまいりま
した。このまましばらくのんびりといくもの
と思っておりましたところ、先日、思いがけ
ず竹村さんからちょっと話があると。その時
点でも全くぴんときておらず、幹事にという
お話をいただきました。
　ただ、通常でしたら何事も多少迷う人間
で、迷うには迷ったんですが、不思議なほど
にお断りする理由が何一つ見つからず、しか
も、竹村さんのお顔を拝見して、この方に
おっしゃっていただけるのであればと、一旦
は留保させていただきましたけれど、これは
と、もう私の中で結論が出ました。
　私がこういうふうにお引き受けした結果
は、恐らく竹村次々会長はじめ皆さんに、い
ろんな意味で甘えたりご迷惑をおかけするこ
とがあって、皆さまにとって、良いことにな
るのかというところを、自分の中では心配し
ておりますけれども、精一杯勉強しながら、
また皆さま方のご厚情におすがりしながら、
務めさせていただきたいと思っています。ど
うぞよろしくお願いいたします。
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　　OLIVER BJORKSTEN氏
　　Mrs. BJORKSTENさん
◇お客様（敬称略）
・ご家族
　岡本　千春　　近森　東香　　寺尾　幸子
　寺村みゆき　　西内　恵子　　別役　佳代
　前田　　紀　　松野　壽子　　柳澤　順子
　松﨑　範子
・ピアノ伴奏　　小笠原貴美子
◇水曜会へ寄付（５万円）
　をお渡ししました。

◇ピアノ伴奏の小笠原
　貴美子さんにお礼を
　お渡ししました。

◇次々年度会長、竹村克彦会員挨拶
　先週の臨時総会で次々
年度の会長としてご推薦
いただき、ご承認いただ
いた竹村でございます。
先週の挨拶では、後ろ向
きなお断りする理由ばか

りを探していたというお話をさせていただき
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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

12月19日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
１月19日㈯　高知第Ⅰ分区・第Ⅱ分区Ｉ.Ｍ.

（高知ロイヤルＲＣ・ホテル日航高知旭ロイヤル）
１月30日㈬　役員会
２月６日㈬　観梅夜間例会（得月樓）
　　　　　　定例理事会
２月10日㈰　PETS・DTTS

（徳島グランヴィリオホテル）
２月13日㈬　ロータリー休日
２月27日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
高知中央ＲＣ　１月10日㈭　新年還暦祝い夜間例会
高知南ＲＣ　　１月17日㈭　新年夜間例会
高知西ＲＣ　　１月18日㈮　新年夜間例会
高知北ＲＣ　　１月21日㈪　ＩＭに振替
高知ＲＣ　　　１月22日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　１月22日㈫　ＩＭに振替
高知北ＲＣ　　１月28日㈪　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　１月29日㈫　職場例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　１月29日㈫　新年夜間例会
高知西ＲＣ　　２月１日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　２月４日㈪　2/1職場例会に振替
高知中央ＲＣ　２月７日㈭　創立記念夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　２月12日㈫　観梅夜間例会
高知中央ＲＣ　２月14日㈭　建国記念日に振替
高知南ＲＣ　　２月21日㈭　夜間例会
高知西ＲＣ　　２月22日㈮　夜間例会
高知北ＲＣ　　２月25日㈪　炉辺夜間例会
高知ＲＣ　　　２月26日㈫　創立夜間例会

◇幹　事　報　告
・来年１月９日は、18時30分から当ホテルで

の時間変更例会です。なお、18時から理事
会を行いますので、理事の方はよろしくお
願いします。

◇出席率報告

 ● 松﨑郷輔　医療センターでの手術が成功し
ました。

ました。ただ、もうレールに乗りましたの
で、前に向かって歩むべきだということで、
この１週間いろいろと考えてまいりました。
　しかしながら、運営方針はどうやって練り
上げたらいいんだろう、毎回の例会の会長挨
拶、ネタが本当にあるんだろうか。いろんな
ことを考え、不安がどんどん募ってきまし
た。幸いと言いますか、準備をするまでに
は、今から１年ぐらいは期間があると思いま
す。その間にいろんな方に教えを乞い準備を
進めて、自信を持って臨みたいと、今は考え
ています。
　何よりも会員の皆さま、そして水曜会の皆
さまのご協力あっての会長であろうかと思い
ます。このクラブの会長としての顔となるわ
けですから、よそ様に恥ずかしいことのない
ように、しっかりと務めていきたいという思
いはございますので、どうぞよろしくお願い
いたします。
　簡単ではございますが、今日の私の挨拶と
させていただきます。
　それでは、私の会長のときの幹事として、
この方しかいないと絶対的な決意を持って説
得にお伺いして、受けていただきました方を
紹介させていただきます。
　西森やよい会員です。よろしくお願いしま
す。

◎次々年度幹事　西森やよい会員挨拶
　振り返りましたら、入
会して11年が経過いたし
ました。我ながら非常に
成長の遅い人間でござい
まして、この間、ゆっく
り皆さま方のご厚情に甘

えっぱなしで、のんびりと過ごしてまいりま
した。このまましばらくのんびりといくもの
と思っておりましたところ、先日、思いがけ
ず竹村さんからちょっと話があると。その時
点でも全くぴんときておらず、幹事にという
お話をいただきました。
　ただ、通常でしたら何事も多少迷う人間
で、迷うには迷ったんですが、不思議なほど
にお断りする理由が何一つ見つからず、しか
も、竹村さんのお顔を拝見して、この方に
おっしゃっていただけるのであればと、一旦
は留保させていただきましたけれど、これは
と、もう私の中で結論が出ました。
　私がこういうふうにお引き受けした結果
は、恐らく竹村次々会長はじめ皆さんに、い
ろんな意味で甘えたりご迷惑をおかけするこ
とがあって、皆さまにとって、良いことにな
るのかというところを、自分の中では心配し
ておりますけれども、精一杯勉強しながら、
また皆さま方のご厚情におすがりしながら、
務めさせていただきたいと思っています。ど
うぞよろしくお願いいたします。
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