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本日　２月20日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「「山の暮らしの心地よさ」を商品に」

トレトレ㈱ 代表取締役 竹内　太郎 氏

次週　２月27日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「牧野植物園のいままで、いまから」

水上　　元 会員

第2409回　例会報告／平成31年２月６日　天候　雨のち晴　観梅夜間例会・香長ＲＣ合同夜間例会

◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」
◇香長ＲＣ会長挨拶

　皆さま、こんばんは。
本日は、観梅夜間例会に
ご案内いただき、本当に
ありがとうございます。
毎年、楽しみにしていま
す。このようなりっぱな

梅を肴にして懇談できることは、贅沢の極み
だと思っています。この場を設けていただい
た高知東ＲＣと得月樓の皆さまに感謝申し上
げます。
　高知東ＲＣは一昨年11月に地区大会、昨年
10月には50周年記念式典と、大きな事業を続
けて行い、本当にご苦労様でした。一方で、
我々も含めたロータリアンは貴重な交流の場
を設けていただいたことを、感謝申し上げま
す。実際、自分の勤めている大学でも、大学
とは出会いの場であり、交流の場だとよく言
われます。県内外、外国、多種多様な方が大
学に集い、学生達は学問だけではなく人と人
の交流を通して成長してまいります。そうい
った意味でも、本日このような会を催してい
ただいたことは、人と人との交流の場として、
大変意義のあることだと思います。
　本日は、梅と料理と酒で大いに楽しみたい
と思います。よろしくお願いします。

◇高知東ＲＣ会長挨拶
　皆さま、こんばんは。
昨年、この観梅会で副会
長としてお話させていた
だいてから、もう１年、
時間の立つのは早いなと
思います。これからも毎

年、香長ロータリーさんと、この梅を愛でな
がら例会ができることを祈念したいと思いま
す。
　一つ、この楽しい席に免じてですが、梅と
ウグイスならぬ寺尾と松本で進めていますが、
少し知識不足、認識不足等があって、会員の
皆さまに不快な思いや、ちょっと違うんじゃ
ないかというご意見をいただいたりしていま
す。これらを真摯に受け止め、至らぬところ
は、残る月日で何とか挽回していきたいと思
いますので、ご容赦願いたいと思います。
　本日は、楽しく過ごしたいと思いますので、
よろしくお願いいたします。

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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◇お客さま（敬称略）
　香長ＲＣ
　　中村浩平　　鈴江章宏　　大島　仁
　　植田誠司　　池田隆志　　浜田正彦
　　田村嘉平　　春田典之　各氏
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN氏
　名誉会員　　山崎敏朗
　水曜会
　　浦田比奈子　猿田　静子　寺村みゆき
　　寺尾　幸子　松﨑　範子　別役　佳代
　ピアノ伴奏　　小笠原貴美子
◇幹　事　報　告
・来週はロータリー休日です。

◇出席率報告

 ● 早瀬源慶　30日の職場例会はたくさんのご
参詣、誠にありがとうございました。お礼申
します。
 ● 浦田健治　先週初めに長男夫婦の間に、玉
のような女の子が生まれました。ついにおじ
い、おばあになりましたので、ニコニコへ。

■高知東ＲＣ当面の日程
２月27日㈬　役員会
３月６日㈬　定例理事会
情報集会
　３月12日㈫～14日㈭　18:30（城西館）
　３月13日㈬　13:30（ザ クラウンパレス）
３月27日㈬　花見夜間例会（城西館）
　　　　　　役員会
４月３日㈬　定例理事会
４月10日㈬　第５回クラブ協議会（次年度）
４月17日㈬　役員会
４月24日㈬　８ＲＣ合同夜間例会のため
　　　　　　18日㈭に変更

■例会変更のお知らせ
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
高知北ＲＣ　　３月11日㈪　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　３月14日㈭　職場例会
高知ＲＣ　　　３月19日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　３月19日㈫　花見例会に振替
高知北ＲＣ　　３月25日㈪　3/24家族合同野外例会に振替
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　３月26日㈫　お泊り例会に振替
高知南ＲＣ　　３月28日㈭　花見例会
高知西ＲＣ　　３月29日㈮　ロータリー休日
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例会場：ホテルマリンパレスさぬき
所在地：〒760－0066　香川県高松市福岡町２丁目３－４
　　　　TEL 087－851－6677　FAX 087－823－0438
例会日：毎週木曜日　18：30 点鐘　変更なし

【連絡先】高松グリーンロータリークラブ事務局
　　　　　〒760－0021　香川県高松市西の丸町10-15　西の丸ビル３Ｆ
　　　　　　　　　　　　高松ホテル旅館料理協同組合内
　　　　　　　　　　　　TEL 087－851－2661　FAX 087－851－2662
　　　　　　　　　　　　Ｅ-mail：t.green.rc@gmail.com

高松グリーンロータリークラブ　例会場変更のご案内
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　３月13日㈬　13:30（ザ クラウンパレス）
３月27日㈬　花見夜間例会（城西館）
　　　　　　役員会
４月３日㈬　定例理事会
４月10日㈬　第５回クラブ協議会（次年度）
４月17日㈬　役員会
４月24日㈬　８ＲＣ合同夜間例会のため
　　　　　　18日㈭に変更

■例会変更のお知らせ
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
高知北ＲＣ　　３月11日㈪　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　３月14日㈭　職場例会
高知ＲＣ　　　３月19日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　３月19日㈫　花見例会に振替
高知北ＲＣ　　３月25日㈪　3/24家族合同野外例会に振替
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　３月26日㈫　お泊り例会に振替
高知南ＲＣ　　３月28日㈭　花見例会
高知西ＲＣ　　３月29日㈮　ロータリー休日

２月６日

１月23日

総数
－1 54
－3 54

出席
31
41

欠席
6
0

メイク
アップ HC出席率

57.41％

75.93％

出席率
88.68％

100％

16
10

例会場：ホテルマリンパレスさぬき
所在地：〒760－0066　香川県高松市福岡町２丁目３－４
　　　　TEL 087－851－6677　FAX 087－823－0438
例会日：毎週木曜日　18：30 点鐘　変更なし

【連絡先】高松グリーンロータリークラブ事務局
　　　　　〒760－0021　香川県高松市西の丸町10-15　西の丸ビル３Ｆ
　　　　　　　　　　　　高松ホテル旅館料理協同組合内
　　　　　　　　　　　　TEL 087－851－2661　FAX 087－851－2662
　　　　　　　　　　　　Ｅ-mail：t.green.rc@gmail.com

高松グリーンロータリークラブ　例会場変更のご案内
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本日　２月20日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「「山の暮らしの心地よさ」を商品に」

トレトレ㈱ 代表取締役 竹内　太郎 氏

次週　２月27日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「牧野植物園のいままで、いまから」

水上　　元 会員

第2409回　例会報告／平成31年２月６日　天候　雨のち晴　観梅夜間例会・香長ＲＣ合同夜間例会

◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」
◇香長ＲＣ会長挨拶

　皆さま、こんばんは。
本日は、観梅夜間例会に
ご案内いただき、本当に
ありがとうございます。
毎年、楽しみにしていま
す。このようなりっぱな

梅を肴にして懇談できることは、贅沢の極み
だと思っています。この場を設けていただい
た高知東ＲＣと得月樓の皆さまに感謝申し上
げます。
　高知東ＲＣは一昨年11月に地区大会、昨年
10月には50周年記念式典と、大きな事業を続
けて行い、本当にご苦労様でした。一方で、
我々も含めたロータリアンは貴重な交流の場
を設けていただいたことを、感謝申し上げま
す。実際、自分の勤めている大学でも、大学
とは出会いの場であり、交流の場だとよく言
われます。県内外、外国、多種多様な方が大
学に集い、学生達は学問だけではなく人と人
の交流を通して成長してまいります。そうい
った意味でも、本日このような会を催してい
ただいたことは、人と人との交流の場として、
大変意義のあることだと思います。
　本日は、梅と料理と酒で大いに楽しみたい
と思います。よろしくお願いします。

◇高知東ＲＣ会長挨拶
　皆さま、こんばんは。
昨年、この観梅会で副会
長としてお話させていた
だいてから、もう１年、
時間の立つのは早いなと
思います。これからも毎

年、香長ロータリーさんと、この梅を愛でな
がら例会ができることを祈念したいと思いま
す。
　一つ、この楽しい席に免じてですが、梅と
ウグイスならぬ寺尾と松本で進めていますが、
少し知識不足、認識不足等があって、会員の
皆さまに不快な思いや、ちょっと違うんじゃ
ないかというご意見をいただいたりしていま
す。これらを真摯に受け止め、至らぬところ
は、残る月日で何とか挽回していきたいと思
いますので、ご容赦願いたいと思います。
　本日は、楽しく過ごしたいと思いますので、
よろしくお願いいたします。

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
888,760円

13,000円

901,760円

16,868円

0円

16,868円

905,628円

13,000円

918,628円

チビニコ 合　計

２月６日
今期の累計

◇お客さま（敬称略）
　香長ＲＣ
　　中村浩平　　鈴江章宏　　大島　仁
　　植田誠司　　池田隆志　　浜田正彦
　　田村嘉平　　春田典之　各氏
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN氏
　名誉会員　　山崎敏朗
　水曜会
　　浦田比奈子　猿田　静子　寺村みゆき
　　寺尾　幸子　松﨑　範子　別役　佳代
　ピアノ伴奏　　小笠原貴美子
◇幹　事　報　告
・来週はロータリー休日です。

◇出席率報告

 ● 早瀬源慶　30日の職場例会はたくさんのご
参詣、誠にありがとうございました。お礼申
します。
 ● 浦田健治　先週初めに長男夫婦の間に、玉
のような女の子が生まれました。ついにおじ
い、おばあになりましたので、ニコニコへ。

■高知東ＲＣ当面の日程
２月27日㈬　役員会
３月６日㈬　定例理事会
情報集会
　３月12日㈫～14日㈭　18:30（城西館）
　３月13日㈬　13:30（ザ クラウンパレス）
３月27日㈬　花見夜間例会（城西館）
　　　　　　役員会
４月３日㈬　定例理事会
４月10日㈬　第５回クラブ協議会（次年度）
４月17日㈬　役員会
４月24日㈬　８ＲＣ合同夜間例会のため
　　　　　　18日㈭に変更

■例会変更のお知らせ
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
高知北ＲＣ　　３月11日㈪　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　３月14日㈭　職場例会
高知ＲＣ　　　３月19日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　３月19日㈫　花見例会に振替
高知北ＲＣ　　３月25日㈪　3/24家族合同野外例会に振替
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　３月26日㈫　お泊り例会に振替
高知南ＲＣ　　３月28日㈭　花見例会
高知西ＲＣ　　３月29日㈮　ロータリー休日

２月６日

１月23日

総数
－1 54
－3 54

出席
31
41

欠席
6
0

メイク
アップ HC出席率

57.41％

75.93％

出席率
88.68％

100％

16
10

例会場：ホテルマリンパレスさぬき
所在地：〒760－0066　香川県高松市福岡町２丁目３－４
　　　　TEL 087－851－6677　FAX 087－823－0438
例会日：毎週木曜日　18：30 点鐘　変更なし

【連絡先】高松グリーンロータリークラブ事務局
　　　　　〒760－0021　香川県高松市西の丸町10-15　西の丸ビル３Ｆ
　　　　　　　　　　　　高松ホテル旅館料理協同組合内
　　　　　　　　　　　　TEL 087－851－2661　FAX 087－851－2662
　　　　　　　　　　　　Ｅ-mail：t.green.rc@gmail.com

高松グリーンロータリークラブ　例会場変更のご案内


