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本日　４月３日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「ロータリークラブ会計について」

会計 浦田　健治 会員

次週　４月10日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「ついに施行！ 働き方改革について」

髙橋　卓弥 会員

第2415回　例会報告／平成31年３月27日　天候　晴　花見夜間例会

◇ロータリーソング
  「さくらさくら」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんばんは。
今夜は花見例会です。昨
日は香長ＲＣさんのお花
見例会で、月見山に柳澤
先生と前川さん、中西さ
ん、私の４人で参加して

きました。あいにくと、サクラはポツポツと
しか咲いていませんでしたが、楽しくお弁当
をいただいてまいりました。今日は満開のサ
クラとお座敷にも美しいサクラが咲いていま
すので、楽しい例会になると思います。
　先週、私、欠席させていただきましたが、
情報集会が開かれました。１回目は「奉仕に
ついて」、次が「親睦について」をテーマに
して、皆さん活発にいろいろな意見を出して
いただきました。議事録を読んで感じたこと
は、やはりベースには「楽しい例会、楽しい
親睦」があると思います。皆さんは、それぞ
れの会社や団体から、いろんな経験を持って
ロータリーに入ってこられたと思います。私
は、昨日のサクラのように遅咲きで、ロータ
リーは何かということが分からず、理解する
までには非常に時間がかかると思います。
　今、多様性、個性の尊重とよく言われます
が、では、多様性を尊重してどうなるか、先
に見えるのは何なのか。個性を尊重すること
は誰でも分かるけれど、どうやって尊重する

のか、何をすればいいのかは分かりません。
その中で、ロータリーはいろんなことを教え
てもらえて、勉強になると思います。
　私は、サクラの花見というのは最近のこと
で、日本の花見というのはウメだと、偉そう
に言っていました。ウメの花見は奈良時代、
サクラを愛でる花見は平安時代から。万葉集
にはウメの歌がたくさん出てきますが、古今
和歌集にはサクラの歌が多く出てきます。日
本人にとってサクラというのは、悪いイメー
ジ、良いイメージ、種々あると思いますが、
今日は一緒に、花よりダンゴで、お酒もたく
さん飲んで、これからの奉仕と親睦を、もう
一度考えていただけたらと思います。
◇幹　事　報　告
・来週は、第１例会で理事会を行います。
・４月のロータリーレートは１ドル110円です。
◇出席率報告

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
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３月27日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
４月３日㈬　定例理事会
４月17日㈬　第５回クラブ協議会（次年度）
　　　　　　（得月樓）
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
５月１日㈬　休会（国民の休日）
５月８日㈬　定例理事会
５月15日㈬　ロータリー休日
５月22日㈬　第６回クラブ協議会・現新合同
　　　　　　（城西館）
５月29日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
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
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　４月２日㈫　創立記念夜間例会
高知南ＲＣ　　４月４日㈭　植樹例会
高知中央ＲＣ　４月４日㈭　花見夜間例会
高知ＲＣ　　　４月９日㈫　グループ夜間例会
高知北ＲＣ　　４月15日㈪　18日に８ＲＣ合同夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　４月16日㈫　18日に８ＲＣ合同夜間例会
高知南ＲＣ　　４月18日㈭　８ＲＣ合同夜間例会
高知中央ＲＣ　４月18日㈭　８ＲＣ合同夜間例会
高知西ＲＣ　　４月19日㈮　18日に８ＲＣ合同夜間例会
高知ＲＣ　　　４月23日㈫　18日に８ＲＣ合同夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　５月７日㈫　休会
高知南ＲＣ　　５月16日㈭　職場例会
高知中央ＲＣ　５月16日㈭　夜間例会
高知南ＲＣ　　５月30日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　５月31日㈮　ロータリー休日
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香長ＲＣ花見例会
2019年３月26日㈫　於：月見山
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ロータリーに入ってこられたと思います。私
は、昨日のサクラのように遅咲きで、ロータ
リーは何かということが分からず、理解する
までには非常に時間がかかると思います。
　今、多様性、個性の尊重とよく言われます
が、では、多様性を尊重してどうなるか、先
に見えるのは何なのか。個性を尊重すること
は誰でも分かるけれど、どうやって尊重する

のか、何をすればいいのかは分かりません。
その中で、ロータリーはいろんなことを教え
てもらえて、勉強になると思います。
　私は、サクラの花見というのは最近のこと
で、日本の花見というのはウメだと、偉そう
に言っていました。ウメの花見は奈良時代、
サクラを愛でる花見は平安時代から。万葉集
にはウメの歌がたくさん出てきますが、古今
和歌集にはサクラの歌が多く出てきます。日
本人にとってサクラというのは、悪いイメー
ジ、良いイメージ、種々あると思いますが、
今日は一緒に、花よりダンゴで、お酒もたく
さん飲んで、これからの奉仕と親睦を、もう
一度考えていただけたらと思います。
◇幹　事　報　告
・来週は、第１例会で理事会を行います。
・４月のロータリーレートは１ドル110円です。
◇出席率報告

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

1,057,760円

0円

1,135,110円

18,371円

0円

18,461円

1,076,131円

0円

1,153,571円

チビニコ 合　計

３月27日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
４月３日㈬　定例理事会
４月17日㈬　第５回クラブ協議会（次年度）
　　　　　　（得月樓）
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
５月１日㈬　休会（国民の休日）
５月８日㈬　定例理事会
５月15日㈬　ロータリー休日
５月22日㈬　第６回クラブ協議会・現新合同
　　　　　　（城西館）
５月29日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
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
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　４月２日㈫　創立記念夜間例会
高知南ＲＣ　　４月４日㈭　植樹例会
高知中央ＲＣ　４月４日㈭　花見夜間例会
高知ＲＣ　　　４月９日㈫　グループ夜間例会
高知北ＲＣ　　４月15日㈪　18日に８ＲＣ合同夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　４月16日㈫　18日に８ＲＣ合同夜間例会
高知南ＲＣ　　４月18日㈭　８ＲＣ合同夜間例会
高知中央ＲＣ　４月18日㈭　８ＲＣ合同夜間例会
高知西ＲＣ　　４月19日㈮　18日に８ＲＣ合同夜間例会
高知ＲＣ　　　４月23日㈫　18日に８ＲＣ合同夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　５月７日㈫　休会
高知南ＲＣ　　５月16日㈭　職場例会
高知中央ＲＣ　５月16日㈭　夜間例会
高知南ＲＣ　　５月30日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　５月31日㈮　ロータリー休日

３月27日

３月13日

総数
－5 55
－1 55

出席
29
45

欠席
5
0

メイク
アップ HC出席率

52.73％

81.82％

出席率
90.00％

100％

16
9

香長ＲＣ花見例会
2019年３月26日㈫　於：月見山


