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本日　７月17日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　各　　委　　員　　会　　発　　表

次週　７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」

野志　征生 会員

第2428回　例会報告／令和元年７月10日　天候　雨

◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
先週の７日㈰、浦戸湾七
河川一斉清掃、鏡川の掃
除に社会奉仕委員会の西
内委員長はじめ委員会の
方々にお世話になり、大

勢の皆さまに参加していただきありがとうご
ざいました。お陰様で鏡川もとてもとてもき
れいになりました。岡さんは30分以上、ほと
んど一人で草を刈ってくださって、その草を
みんなで集める作業をしました。
　しかし、皆さまもご存知のように、久万川
でお父さんと清掃に参加していた３歳の子ど
もさんが亡くなったという、大変痛ましい事
故が起きてしまいました。当日は天気も良く、
当クラブでもお子さんやお孫さんを連れて参
加された方がおられたし、恐らく他の場所で
もご家族での参加が多かったと思います。そ
れだけに、今回のことは大きな衝撃でした。
ご家族の気持ちを考えると、こういうお話を
することすら憚られると思いますが、ただた
だ皆さまとともに、心からご冥福をお祈りし
たいと思います。
　本日、今年度のクラブ計画書ができました
ので、お配りしました。表紙は、飛鳥の永野
さんにご無理を申し上げ、榧の木の実をつけ
た葉を載せています。

　今週、来週と委員会発表です。１年間、ク
ラブ運営をしていただく各委員長さん、よろ
しくお願いします。また、今日から短期の留
学生をお迎えし、窪田さんの会社の社員であ
る中澤さんが、受け入れをしてくださってい
ます。今晩、得月樓でウェルカムパーティも
行われますので、楽しい時間を過ごしていた
だければと思います。
◇会　長　報　告
・８ＲＣ会長幹事会の報告

１．長期交換留学生の保険について、今ま
でロータリークラブだけの賠償保険を今
期からホストファミリーにも付ける

２．ローターアクトクラブの決算報告
◇幹　事　報　告
・理事会において、今年度のメイキャップの

事業が決まりました。その内、下記の６行
事は年度末までメイキャップが効きます
が、それ以外は２週間です。
　地区大会、地区研修協議会、ＩＭ、国際
大会、浦戸湾七河川一斉清掃、年末パト
ロール

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

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

●会長／前川美智子　●幹事／岡本淳一　●雑誌会報委員／島村信一・浦田健治・早瀬源慶
●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

◎ＳＡＡ（発表：西森良文）
活動計画
１．例会の座席の配置

　様々な組み合わせ
を考え、配置を多く
変 え て 新 鮮 な 親 睦
ムードづくりを心が

ける。
２．例会食事

　ホテルと連携して、会員にゆっくり楽
しんでいただけるよう配慮する。

３．ロータリーソング
　ソングリーダーは親睦委員会に依頼。

４．ゲストスピーカー
　幹事、プログラム委員会、親睦委員会
と連絡を密にし、ゲストスピーカーの案
内、卓話を盛り上げるムードづくりに心
を配り、ゲストスピーカーには卓話時間
を守っていただくよう打ち合わせ、時間
がきたらＫＩＳＳカードを掲げる。

５．ビジター
　ビジターを歓迎し、よい印象を与える
ようにする。

６．会員祝日記念
　会員誕生日、配偶者誕生日、家庭記念
日、入会記念日に、喜んでいただける記
念品を用意する。

７．ニコニコ箱・チビニコ箱
　会員の自主性を尊重しつつ、気持ちよ
く拠出していただけるような雰囲気づく
りに配慮する。

・ビジターが来られた場合は、できるだけ両
隣の席について、声掛けをお願いします。

・卓話中は私語をなくし、気持ちのいい例会
となるようご協力をお願いします。

◎職業奉仕委員会（発表：水上　元）
　今期の前川会長の方針
である「学び合おう」に
従い、職業奉仕の理念に
ついても、しっかり学び
合っていきたいと思いま
す。

主要な活動
１．「四つのテスト」の推進…毎月第１例会

で唱和する。
２．新会員に「四つのテスト」の綱領とロー

タリアンの職業奉仕、四つの反省を配付す
る。

３．職業奉仕月間（１月22日）には、プログ
ラム委員会と協力して、会員の職場での例
会を開催する（五台山の護国神社を予定）。

４．職業奉仕月間には、プログラム委員会と
協力して、会員もしくは地区委員等に卓話
を依頼し、職業奉仕について理解を深める
よう努力する。

◎社会奉仕委員会（発表：西内俊介）
活動計画
１．浦戸湾・七河川一斉

清掃は７月７日に行い
ました。

２．９月ごろ、地域の社
会奉仕を実践されてい

る方に卓話をお願いする（９月18日、関東
高知県人会会長の予定）。

３．地域発展及び青少年健全育成のため、12
月に市内繁華街のパトロールを行う。 

４．１月の水曜会の大丸前新春バザーの支援
をする。 

５．奉仕プロジェクト研究会に参加する。 
６．四国八十八カ所について、例年通り支援

をする。
◎青少年奉仕委員会（発表：土居祐三）

活動計画
１．RYLAセミナー…例

年同様、２名の受講生
を派遣予定。

２．ローターアクトクラ
ブ…提唱クラブとし

て、高知西ローターアクトクラブを積極的
に支援したいと考えています。

３．インターアクトクラブ…土佐高（高知南）
と明徳高（仁淀）があります。何らかの支
援の方向性を検討します。

◎ロータリー財団委員会（発表：近森範久）
１．地区補助金について

　地区補助金を活用し、南海大地震に備
え、高知中央公園北口バス亭前にお城下
の「津波避難ビル・避難所マップ」を作

成・設置する計画
２．ロータリー財団への

寄付について
　今年度も会費と一
緒に前後期各60ドル。
年次寄付は120ドル。

　ポールハリスフェロー等々の認証会員
の増加を目指す。

３．ロータリー財団月間
　11月に、財団への理解を深める卓話を
行う。

◎米山奨学会（発表：別役重具）
活動計画
・普通寄付金…先年より、

寄付を１人6,000円に増
額。

・特別寄付金…５人で１
組の講をつくり、１人

年間２万円、５年で満了し、毎年功労者を
出していきます。

・奨学生の卓話実施…10月の第１週に奨学生
の卓話を予定

◎親睦委員会（発表：岡﨑勇樹）
活動計画
１．例会協力
２．夜間例会…年４回家

族例会として開催
３．８ロータリー合同夜

間例会…今期は東ＲＣ
が主催

３．野外レクレーション…日帰りバスツアー
を計画

４．趣味の集い…ゴルフ大会、麻雀大会
５．東酔会の後援
６．水曜会の活動を後援
７．歓迎会と送別会

◎出席委員会（発表：佐野博三）
　当クラブの伝統である
100％出席を守っていた
だくよう努めます。
活動計画
・ホームクラブへの出席

を優先してください
・ホームクラブ欠席の場合は、メイキャップ

をお願いする
・地区大会、ＩＭ、国際大会などへの参加を

奨励
・例会への出欠をあらかじめ記載していただ

き、極力食事の無駄をなくすようにする
・例会終了時に出席率を報告し、会員の出席

に対する関心を高める
・年度末には、皆勤出席者に敬意を表し表彰

する
・出席免除に関しては、2007年度規定審議会

での決定事項に従う
◎ロータリー奉仕プロジェクト研究会

（発表：西森やよい）
　ロータリー財団地区補
助金事業における、高知
東ＲＣからの提案事業の
検討を通じて、ロータリ
アンとしての奉仕の意

義・目的について理解を深めることを目標と
する研究会です。
　財団委員会、各奉仕委員会はもちろん、会
員全体で話し合い、ロータリーにふさわしい
事業を発掘・企画・実行に導く研究会となる
よう意見交換会を実施します。また、研究会
で提案された案や、過去の奉仕事業を貴重な
データベースとして位置づけ、会員間で継承
していく役割も担っていきたいと考えていま
す。
（第１回・４月24日に開催済み、20名参加。
第２回・７月17日、20名参加予定）

◇出席率報告

 ● 前川美智子　本日７月10日は“納豆の日”
だそうです。身体によく、糖尿食として健康
食品ナンバー１。ビフィズス菌は２日ももた
ないけど、納豆菌は１週間も生きてるようで
す。苦手な私も毎朝６～８粒食べてます。皆
勤賞のお礼もあわせて。７月７日、浦戸湾七
河川、鏡川清掃は、社会奉仕委員会さんお世
話になりました。お天気になり、ご家族、親
子、お孫さんを連れて、多くの皆さまにご参
加していただきありがとうございました。西
森（良）さん、集合写真には間に合いません
でしたが、ご参加くださりありがとうござい

ました。おいしいおにぎりが食べれましたね。
びっくり。６月の結婚記念日のお祝いをいた
だきました。７月は何のお祝いだろうと不思
議でした。　　
 ● 岡本淳一　皆勤賞ありがとうございます。
発表委員長の皆さま、お疲れ様でした。１年
間よろしくお願いします。
 ● 松本隆之　昨夜、スーパーで自転車をドミ
ノ倒しにしてしまったところ、そばにおられ
たご婦人方が一緒に元に戻してくださいまし
た。心がほっこりしました。
 ● 島村信一　七河川一斉清掃、起きたら８時
でした。ドタキャンでごめんなさい！
 ● 西森良文　本日は委員会発表をさせていた
だきました。１年間よろしくお願いします。
 ● 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。
◇遅刻・早退　２件

７月10日

６月26日

総数
－4 54
－1 54

出席
39
44

欠席
5
0

メイク
アップ HC出席率

72.22％

81.48％

出席率
90.00％

100％

6
9

◇委員会活動計画発表・１

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

■高知東ＲＣ当面の日程
７月31日㈬　役員会
８月７日㈬　定例理事会
８月14日㈬　休会（お盆休み）
８月21日㈬　ガバナー補佐訪問
　　　　　　第３回クラブ協議会
８月28日㈬　時間変更例会
　　　　　　役員会
９月４日㈬　ガバナー公式訪問
９月11日㈬　定例理事会
９月17日㈫～19日㈭ 18：30（得月樓）
　情報集会
９月18日㈬ 13：30（ザ クラウンパレス）
　情報集会
９月25日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
高知中央ＲＣ　７月25日㈭　出航夜間例会
高知北ＲＣ　　７月29日㈪　夜間例会
香長ＲＣ　　　７月30日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　８月１日㈭　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　８月13日㈫　休会（お盆休み）
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　８月13日㈫　休会（お盆休み）
香長ＲＣ　　　８月13日㈫　休会（お盆休み）
高知南ＲＣ　　８月15日㈭　休会（お盆休み）
高知中央ＲＣ　８月15日㈭　休会（お盆休み）
高知西ＲＣ　　８月16日㈮　休会（お盆休み）
高知北ＲＣ　　８月19日㈪　創立記念夜間例会
高知南ＲＣ　　８月29日㈭　夜間例会
高知中央ＲＣ　８月29日㈭　夜間例会

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
164,526円

14,250円

178,776円

530円

123円

653円

165,056円

14,373円

179,429円

チビニコ 合　計

７月10日
今期の累計

短期交換留学生ウェルカムパーティ

2019年７月７日㈰　於：鏡川

七河川一斉清掃

2019年７月10日㈬　於：得月樓

　当クラブでは2019－2020年度から例会場を下記の日程で変更することになりましたのでご案内致し
ます。

例会場変更日：2019年　８月19日、９月９日、30日、10月７日、21日、11月11日、18日、12月２日
　　　　　　　2020年　１月20日、２月10日、３月９日、16日、23日、４月13日、27日、
　　　　　　　 　　５月18日、25日、６月15日、29日
　　　　　　　※19：00点鐘　　
例会場変更場所：ホテル サンシャイン徳島
　　　　　　　　〒770－0824　徳島市南出来島町２丁目９
　　　　　　　　　　　　　　　TEL 088－622－2333　FAX 088－622－2314
※尚、上記日程以外は、前年度同様、徳島眉山ロータリークラブ事務局で行います。
　連絡、発送物も、今まで通り下記にてお願い申し上げます。

【連絡先】徳島眉山ロータリークラブ事務局
　　　　　〒771－0117　徳島市川内町鶴島375－１　TEL 088－665－8117　FAX 088－665－3919
　　　　　　　　　　　　E-mail：info@toku-bizan-rotary.com

徳島眉山ロータリークラブ　一部例会場変更のご案内
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　ソングリーダーは親睦委員会に依頼。

４．ゲストスピーカー
　幹事、プログラム委員会、親睦委員会
と連絡を密にし、ゲストスピーカーの案
内、卓話を盛り上げるムードづくりに心
を配り、ゲストスピーカーには卓話時間
を守っていただくよう打ち合わせ、時間
がきたらＫＩＳＳカードを掲げる。

５．ビジター
　ビジターを歓迎し、よい印象を与える
ようにする。

６．会員祝日記念
　会員誕生日、配偶者誕生日、家庭記念
日、入会記念日に、喜んでいただける記
念品を用意する。

７．ニコニコ箱・チビニコ箱
　会員の自主性を尊重しつつ、気持ちよ
く拠出していただけるような雰囲気づく
りに配慮する。

・ビジターが来られた場合は、できるだけ両
隣の席について、声掛けをお願いします。

・卓話中は私語をなくし、気持ちのいい例会
となるようご協力をお願いします。

◎職業奉仕委員会（発表：水上　元）
　今期の前川会長の方針
である「学び合おう」に
従い、職業奉仕の理念に
ついても、しっかり学び
合っていきたいと思いま
す。

主要な活動
１．「四つのテスト」の推進…毎月第１例会

で唱和する。
２．新会員に「四つのテスト」の綱領とロー

タリアンの職業奉仕、四つの反省を配付す
る。

３．職業奉仕月間（１月22日）には、プログ
ラム委員会と協力して、会員の職場での例
会を開催する（五台山の護国神社を予定）。

４．職業奉仕月間には、プログラム委員会と
協力して、会員もしくは地区委員等に卓話
を依頼し、職業奉仕について理解を深める
よう努力する。

◎社会奉仕委員会（発表：西内俊介）
活動計画
１．浦戸湾・七河川一斉

清掃は７月７日に行い
ました。

２．９月ごろ、地域の社
会奉仕を実践されてい

る方に卓話をお願いする（９月18日、関東
高知県人会会長の予定）。

３．地域発展及び青少年健全育成のため、12
月に市内繁華街のパトロールを行う。 

４．１月の水曜会の大丸前新春バザーの支援
をする。 

５．奉仕プロジェクト研究会に参加する。 
６．四国八十八カ所について、例年通り支援

をする。
◎青少年奉仕委員会（発表：土居祐三）

活動計画
１．RYLAセミナー…例

年同様、２名の受講生
を派遣予定。

２．ローターアクトクラ
ブ…提唱クラブとし

て、高知西ローターアクトクラブを積極的
に支援したいと考えています。

３．インターアクトクラブ…土佐高（高知南）
と明徳高（仁淀）があります。何らかの支
援の方向性を検討します。

◎ロータリー財団委員会（発表：近森範久）
１．地区補助金について

　地区補助金を活用し、南海大地震に備
え、高知中央公園北口バス亭前にお城下
の「津波避難ビル・避難所マップ」を作

成・設置する計画
２．ロータリー財団への

寄付について
　今年度も会費と一
緒に前後期各60ドル。
年次寄付は120ドル。

　ポールハリスフェロー等々の認証会員
の増加を目指す。

３．ロータリー財団月間
　11月に、財団への理解を深める卓話を
行う。

◎米山奨学会（発表：別役重具）
活動計画
・普通寄付金…先年より、

寄付を１人6,000円に増
額。

・特別寄付金…５人で１
組の講をつくり、１人

年間２万円、５年で満了し、毎年功労者を
出していきます。

・奨学生の卓話実施…10月の第１週に奨学生
の卓話を予定

◎親睦委員会（発表：岡﨑勇樹）
活動計画
１．例会協力
２．夜間例会…年４回家

族例会として開催
３．８ロータリー合同夜

間例会…今期は東ＲＣ
が主催

３．野外レクレーション…日帰りバスツアー
を計画

４．趣味の集い…ゴルフ大会、麻雀大会
５．東酔会の後援
６．水曜会の活動を後援
７．歓迎会と送別会

◎出席委員会（発表：佐野博三）
　当クラブの伝統である
100％出席を守っていた
だくよう努めます。
活動計画
・ホームクラブへの出席

を優先してください
・ホームクラブ欠席の場合は、メイキャップ

をお願いする
・地区大会、ＩＭ、国際大会などへの参加を

奨励
・例会への出欠をあらかじめ記載していただ

き、極力食事の無駄をなくすようにする
・例会終了時に出席率を報告し、会員の出席

に対する関心を高める
・年度末には、皆勤出席者に敬意を表し表彰

する
・出席免除に関しては、2007年度規定審議会

での決定事項に従う
◎ロータリー奉仕プロジェクト研究会

（発表：西森やよい）
　ロータリー財団地区補
助金事業における、高知
東ＲＣからの提案事業の
検討を通じて、ロータリ
アンとしての奉仕の意

義・目的について理解を深めることを目標と
する研究会です。
　財団委員会、各奉仕委員会はもちろん、会
員全体で話し合い、ロータリーにふさわしい
事業を発掘・企画・実行に導く研究会となる
よう意見交換会を実施します。また、研究会
で提案された案や、過去の奉仕事業を貴重な
データベースとして位置づけ、会員間で継承
していく役割も担っていきたいと考えていま
す。
（第１回・４月24日に開催済み、20名参加。
第２回・７月17日、20名参加予定）

◇出席率報告

 ● 前川美智子　本日７月10日は“納豆の日”
だそうです。身体によく、糖尿食として健康
食品ナンバー１。ビフィズス菌は２日ももた
ないけど、納豆菌は１週間も生きてるようで
す。苦手な私も毎朝６～８粒食べてます。皆
勤賞のお礼もあわせて。７月７日、浦戸湾七
河川、鏡川清掃は、社会奉仕委員会さんお世
話になりました。お天気になり、ご家族、親
子、お孫さんを連れて、多くの皆さまにご参
加していただきありがとうございました。西
森（良）さん、集合写真には間に合いません
でしたが、ご参加くださりありがとうござい

ました。おいしいおにぎりが食べれましたね。
びっくり。６月の結婚記念日のお祝いをいた
だきました。７月は何のお祝いだろうと不思
議でした。　　
 ● 岡本淳一　皆勤賞ありがとうございます。
発表委員長の皆さま、お疲れ様でした。１年
間よろしくお願いします。
 ● 松本隆之　昨夜、スーパーで自転車をドミ
ノ倒しにしてしまったところ、そばにおられ
たご婦人方が一緒に元に戻してくださいまし
た。心がほっこりしました。
 ● 島村信一　七河川一斉清掃、起きたら８時
でした。ドタキャンでごめんなさい！
 ● 西森良文　本日は委員会発表をさせていた
だきました。１年間よろしくお願いします。
 ● 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。
◇遅刻・早退　２件

７月10日

６月26日

総数
－4 54
－1 54

出席
39
44

欠席
5
0

メイク
アップ HC出席率

72.22％

81.48％

出席率
90.00％

100％

6
9

◇委員会活動計画発表・１
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■高知東ＲＣ当面の日程
７月31日㈬　役員会
８月７日㈬　定例理事会
８月14日㈬　休会（お盆休み）
８月21日㈬　ガバナー補佐訪問
　　　　　　第３回クラブ協議会
８月28日㈬　時間変更例会
　　　　　　役員会
９月４日㈬　ガバナー公式訪問
９月11日㈬　定例理事会
９月17日㈫～19日㈭ 18：30（得月樓）
　情報集会
９月18日㈬ 13：30（ザ クラウンパレス）
　情報集会
９月25日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
高知中央ＲＣ　７月25日㈭　出航夜間例会
高知北ＲＣ　　７月29日㈪　夜間例会
香長ＲＣ　　　７月30日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　８月１日㈭　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　８月13日㈫　休会（お盆休み）
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　８月13日㈫　休会（お盆休み）
香長ＲＣ　　　８月13日㈫　休会（お盆休み）
高知南ＲＣ　　８月15日㈭　休会（お盆休み）
高知中央ＲＣ　８月15日㈭　休会（お盆休み）
高知西ＲＣ　　８月16日㈮　休会（お盆休み）
高知北ＲＣ　　８月19日㈪　創立記念夜間例会
高知南ＲＣ　　８月29日㈭　夜間例会
高知中央ＲＣ　８月29日㈭　夜間例会

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
164,526円

14,250円

178,776円

530円

123円

653円

165,056円

14,373円

179,429円

チビニコ 合　計

７月10日
今期の累計

短期交換留学生ウェルカムパーティ

2019年７月７日㈰　於：鏡川

七河川一斉清掃

2019年７月10日㈬　於：得月樓

　当クラブでは2019－2020年度から例会場を下記の日程で変更することになりましたのでご案内致し
ます。

例会場変更日：2019年　８月19日、９月９日、30日、10月７日、21日、11月11日、18日、12月２日
　　　　　　　2020年　１月20日、２月10日、３月９日、16日、23日、４月13日、27日、
　　　　　　　 　　５月18日、25日、６月15日、29日
　　　　　　　※19：00点鐘　　
例会場変更場所：ホテル サンシャイン徳島
　　　　　　　　〒770－0824　徳島市南出来島町２丁目９
　　　　　　　　　　　　　　　TEL 088－622－2333　FAX 088－622－2314
※尚、上記日程以外は、前年度同様、徳島眉山ロータリークラブ事務局で行います。
　連絡、発送物も、今まで通り下記にてお願い申し上げます。

【連絡先】徳島眉山ロータリークラブ事務局
　　　　　〒771－0117　徳島市川内町鶴島375－１　TEL 088－665－8117　FAX 088－665－3919
　　　　　　　　　　　　E-mail：info@toku-bizan-rotary.com

徳島眉山ロータリークラブ　一部例会場変更のご案内
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本日　７月17日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　各　　委　　員　　会　　発　　表

次週　７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」

野志　征生 会員

第2428回　例会報告／令和元年７月10日　天候　雨

◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
先週の７日㈰、浦戸湾七
河川一斉清掃、鏡川の掃
除に社会奉仕委員会の西
内委員長はじめ委員会の
方々にお世話になり、大

勢の皆さまに参加していただきありがとうご
ざいました。お陰様で鏡川もとてもとてもき
れいになりました。岡さんは30分以上、ほと
んど一人で草を刈ってくださって、その草を
みんなで集める作業をしました。
　しかし、皆さまもご存知のように、久万川
でお父さんと清掃に参加していた３歳の子ど
もさんが亡くなったという、大変痛ましい事
故が起きてしまいました。当日は天気も良く、
当クラブでもお子さんやお孫さんを連れて参
加された方がおられたし、恐らく他の場所で
もご家族での参加が多かったと思います。そ
れだけに、今回のことは大きな衝撃でした。
ご家族の気持ちを考えると、こういうお話を
することすら憚られると思いますが、ただた
だ皆さまとともに、心からご冥福をお祈りし
たいと思います。
　本日、今年度のクラブ計画書ができました
ので、お配りしました。表紙は、飛鳥の永野
さんにご無理を申し上げ、榧の木の実をつけ
た葉を載せています。

　今週、来週と委員会発表です。１年間、ク
ラブ運営をしていただく各委員長さん、よろ
しくお願いします。また、今日から短期の留
学生をお迎えし、窪田さんの会社の社員であ
る中澤さんが、受け入れをしてくださってい
ます。今晩、得月樓でウェルカムパーティも
行われますので、楽しい時間を過ごしていた
だければと思います。
◇会　長　報　告
・８ＲＣ会長幹事会の報告

１．長期交換留学生の保険について、今ま
でロータリークラブだけの賠償保険を今
期からホストファミリーにも付ける

２．ローターアクトクラブの決算報告
◇幹　事　報　告
・理事会において、今年度のメイキャップの

事業が決まりました。その内、下記の６行
事は年度末までメイキャップが効きます
が、それ以外は２週間です。
　地区大会、地区研修協議会、ＩＭ、国際
大会、浦戸湾七河川一斉清掃、年末パト
ロール

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

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

●会長／前川美智子　●幹事／岡本淳一　●雑誌会報委員／島村信一・浦田健治・早瀬源慶
●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

◎ＳＡＡ（発表：西森良文）
活動計画
１．例会の座席の配置

　様々な組み合わせ
を考え、配置を多く
変 え て 新 鮮 な 親 睦
ムードづくりを心が

ける。
２．例会食事

　ホテルと連携して、会員にゆっくり楽
しんでいただけるよう配慮する。

３．ロータリーソング
　ソングリーダーは親睦委員会に依頼。

４．ゲストスピーカー
　幹事、プログラム委員会、親睦委員会
と連絡を密にし、ゲストスピーカーの案
内、卓話を盛り上げるムードづくりに心
を配り、ゲストスピーカーには卓話時間
を守っていただくよう打ち合わせ、時間
がきたらＫＩＳＳカードを掲げる。

５．ビジター
　ビジターを歓迎し、よい印象を与える
ようにする。

６．会員祝日記念
　会員誕生日、配偶者誕生日、家庭記念
日、入会記念日に、喜んでいただける記
念品を用意する。

７．ニコニコ箱・チビニコ箱
　会員の自主性を尊重しつつ、気持ちよ
く拠出していただけるような雰囲気づく
りに配慮する。

・ビジターが来られた場合は、できるだけ両
隣の席について、声掛けをお願いします。

・卓話中は私語をなくし、気持ちのいい例会
となるようご協力をお願いします。

◎職業奉仕委員会（発表：水上　元）
　今期の前川会長の方針
である「学び合おう」に
従い、職業奉仕の理念に
ついても、しっかり学び
合っていきたいと思いま
す。

主要な活動
１．「四つのテスト」の推進…毎月第１例会

で唱和する。
２．新会員に「四つのテスト」の綱領とロー

タリアンの職業奉仕、四つの反省を配付す
る。

３．職業奉仕月間（１月22日）には、プログ
ラム委員会と協力して、会員の職場での例
会を開催する（五台山の護国神社を予定）。

４．職業奉仕月間には、プログラム委員会と
協力して、会員もしくは地区委員等に卓話
を依頼し、職業奉仕について理解を深める
よう努力する。

◎社会奉仕委員会（発表：西内俊介）
活動計画
１．浦戸湾・七河川一斉

清掃は７月７日に行い
ました。

２．９月ごろ、地域の社
会奉仕を実践されてい

る方に卓話をお願いする（９月18日、関東
高知県人会会長の予定）。

３．地域発展及び青少年健全育成のため、12
月に市内繁華街のパトロールを行う。 

４．１月の水曜会の大丸前新春バザーの支援
をする。 

５．奉仕プロジェクト研究会に参加する。 
６．四国八十八カ所について、例年通り支援

をする。
◎青少年奉仕委員会（発表：土居祐三）

活動計画
１．RYLAセミナー…例

年同様、２名の受講生
を派遣予定。

２．ローターアクトクラ
ブ…提唱クラブとし

て、高知西ローターアクトクラブを積極的
に支援したいと考えています。

３．インターアクトクラブ…土佐高（高知南）
と明徳高（仁淀）があります。何らかの支
援の方向性を検討します。

◎ロータリー財団委員会（発表：近森範久）
１．地区補助金について

　地区補助金を活用し、南海大地震に備
え、高知中央公園北口バス亭前にお城下
の「津波避難ビル・避難所マップ」を作

成・設置する計画
２．ロータリー財団への

寄付について
　今年度も会費と一
緒に前後期各60ドル。
年次寄付は120ドル。

　ポールハリスフェロー等々の認証会員
の増加を目指す。

３．ロータリー財団月間
　11月に、財団への理解を深める卓話を
行う。

◎米山奨学会（発表：別役重具）
活動計画
・普通寄付金…先年より、

寄付を１人6,000円に増
額。

・特別寄付金…５人で１
組の講をつくり、１人

年間２万円、５年で満了し、毎年功労者を
出していきます。

・奨学生の卓話実施…10月の第１週に奨学生
の卓話を予定

◎親睦委員会（発表：岡﨑勇樹）
活動計画
１．例会協力
２．夜間例会…年４回家

族例会として開催
３．８ロータリー合同夜

間例会…今期は東ＲＣ
が主催

３．野外レクレーション…日帰りバスツアー
を計画

４．趣味の集い…ゴルフ大会、麻雀大会
５．東酔会の後援
６．水曜会の活動を後援
７．歓迎会と送別会

◎出席委員会（発表：佐野博三）
　当クラブの伝統である
100％出席を守っていた
だくよう努めます。
活動計画
・ホームクラブへの出席

を優先してください
・ホームクラブ欠席の場合は、メイキャップ

をお願いする
・地区大会、ＩＭ、国際大会などへの参加を

奨励
・例会への出欠をあらかじめ記載していただ

き、極力食事の無駄をなくすようにする
・例会終了時に出席率を報告し、会員の出席

に対する関心を高める
・年度末には、皆勤出席者に敬意を表し表彰

する
・出席免除に関しては、2007年度規定審議会

での決定事項に従う
◎ロータリー奉仕プロジェクト研究会

（発表：西森やよい）
　ロータリー財団地区補
助金事業における、高知
東ＲＣからの提案事業の
検討を通じて、ロータリ
アンとしての奉仕の意

義・目的について理解を深めることを目標と
する研究会です。
　財団委員会、各奉仕委員会はもちろん、会
員全体で話し合い、ロータリーにふさわしい
事業を発掘・企画・実行に導く研究会となる
よう意見交換会を実施します。また、研究会
で提案された案や、過去の奉仕事業を貴重な
データベースとして位置づけ、会員間で継承
していく役割も担っていきたいと考えていま
す。
（第１回・４月24日に開催済み、20名参加。
第２回・７月17日、20名参加予定）

◇出席率報告

 ● 前川美智子　本日７月10日は“納豆の日”
だそうです。身体によく、糖尿食として健康
食品ナンバー１。ビフィズス菌は２日ももた
ないけど、納豆菌は１週間も生きてるようで
す。苦手な私も毎朝６～８粒食べてます。皆
勤賞のお礼もあわせて。７月７日、浦戸湾七
河川、鏡川清掃は、社会奉仕委員会さんお世
話になりました。お天気になり、ご家族、親
子、お孫さんを連れて、多くの皆さまにご参
加していただきありがとうございました。西
森（良）さん、集合写真には間に合いません
でしたが、ご参加くださりありがとうござい

ました。おいしいおにぎりが食べれましたね。
びっくり。６月の結婚記念日のお祝いをいた
だきました。７月は何のお祝いだろうと不思
議でした。　　
 ● 岡本淳一　皆勤賞ありがとうございます。
発表委員長の皆さま、お疲れ様でした。１年
間よろしくお願いします。
 ● 松本隆之　昨夜、スーパーで自転車をドミ
ノ倒しにしてしまったところ、そばにおられ
たご婦人方が一緒に元に戻してくださいまし
た。心がほっこりしました。
 ● 島村信一　七河川一斉清掃、起きたら８時
でした。ドタキャンでごめんなさい！
 ● 西森良文　本日は委員会発表をさせていた
だきました。１年間よろしくお願いします。
 ● 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。
◇遅刻・早退　２件

７月10日

６月26日

総数
－4 54
－1 54

出席
39
44

欠席
5
0

メイク
アップ HC出席率

72.22％

81.48％

出席率
90.00％

100％

6
9

◇委員会活動計画発表・１
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■高知東ＲＣ当面の日程
７月31日㈬　役員会
８月７日㈬　定例理事会
８月14日㈬　休会（お盆休み）
８月21日㈬　ガバナー補佐訪問
　　　　　　第３回クラブ協議会
８月28日㈬　時間変更例会
　　　　　　役員会
９月４日㈬　ガバナー公式訪問
９月11日㈬　定例理事会
９月17日㈫～19日㈭ 18：30（得月樓）
　情報集会
９月18日㈬ 13：30（ザ クラウンパレス）
　情報集会
９月25日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
高知中央ＲＣ　７月25日㈭　出航夜間例会
高知北ＲＣ　　７月29日㈪　夜間例会
香長ＲＣ　　　７月30日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　８月１日㈭　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　８月13日㈫　休会（お盆休み）
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　８月13日㈫　休会（お盆休み）
香長ＲＣ　　　８月13日㈫　休会（お盆休み）
高知南ＲＣ　　８月15日㈭　休会（お盆休み）
高知中央ＲＣ　８月15日㈭　休会（お盆休み）
高知西ＲＣ　　８月16日㈮　休会（お盆休み）
高知北ＲＣ　　８月19日㈪　創立記念夜間例会
高知南ＲＣ　　８月29日㈭　夜間例会
高知中央ＲＣ　８月29日㈭　夜間例会

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
164,526円

14,250円

178,776円

530円

123円

653円

165,056円

14,373円

179,429円

チビニコ 合　計

７月10日
今期の累計

短期交換留学生ウェルカムパーティ

2019年７月７日㈰　於：鏡川

七河川一斉清掃

2019年７月10日㈬　於：得月樓

　当クラブでは2019－2020年度から例会場を下記の日程で変更することになりましたのでご案内致し
ます。

例会場変更日：2019年　８月19日、９月９日、30日、10月７日、21日、11月11日、18日、12月２日
　　　　　　　2020年　１月20日、２月10日、３月９日、16日、23日、４月13日、27日、
　　　　　　　 　　５月18日、25日、６月15日、29日
　　　　　　　※19：00点鐘　　
例会場変更場所：ホテル サンシャイン徳島
　　　　　　　　〒770－0824　徳島市南出来島町２丁目９
　　　　　　　　　　　　　　　TEL 088－622－2333　FAX 088－622－2314
※尚、上記日程以外は、前年度同様、徳島眉山ロータリークラブ事務局で行います。
　連絡、発送物も、今まで通り下記にてお願い申し上げます。

【連絡先】徳島眉山ロータリークラブ事務局
　　　　　〒771－0117　徳島市川内町鶴島375－１　TEL 088－665－8117　FAX 088－665－3919
　　　　　　　　　　　　E-mail：info@toku-bizan-rotary.com

徳島眉山ロータリークラブ　一部例会場変更のご案内
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本日　７月17日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　各　　委　　員　　会　　発　　表

次週　７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」

野志　征生 会員

第2428回　例会報告／令和元年７月10日　天候　雨

◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
先週の７日㈰、浦戸湾七
河川一斉清掃、鏡川の掃
除に社会奉仕委員会の西
内委員長はじめ委員会の
方々にお世話になり、大

勢の皆さまに参加していただきありがとうご
ざいました。お陰様で鏡川もとてもとてもき
れいになりました。岡さんは30分以上、ほと
んど一人で草を刈ってくださって、その草を
みんなで集める作業をしました。
　しかし、皆さまもご存知のように、久万川
でお父さんと清掃に参加していた３歳の子ど
もさんが亡くなったという、大変痛ましい事
故が起きてしまいました。当日は天気も良く、
当クラブでもお子さんやお孫さんを連れて参
加された方がおられたし、恐らく他の場所で
もご家族での参加が多かったと思います。そ
れだけに、今回のことは大きな衝撃でした。
ご家族の気持ちを考えると、こういうお話を
することすら憚られると思いますが、ただた
だ皆さまとともに、心からご冥福をお祈りし
たいと思います。
　本日、今年度のクラブ計画書ができました
ので、お配りしました。表紙は、飛鳥の永野
さんにご無理を申し上げ、榧の木の実をつけ
た葉を載せています。

　今週、来週と委員会発表です。１年間、ク
ラブ運営をしていただく各委員長さん、よろ
しくお願いします。また、今日から短期の留
学生をお迎えし、窪田さんの会社の社員であ
る中澤さんが、受け入れをしてくださってい
ます。今晩、得月樓でウェルカムパーティも
行われますので、楽しい時間を過ごしていた
だければと思います。
◇会　長　報　告
・８ＲＣ会長幹事会の報告

１．長期交換留学生の保険について、今ま
でロータリークラブだけの賠償保険を今
期からホストファミリーにも付ける

２．ローターアクトクラブの決算報告
◇幹　事　報　告
・理事会において、今年度のメイキャップの

事業が決まりました。その内、下記の６行
事は年度末までメイキャップが効きます
が、それ以外は２週間です。
　地区大会、地区研修協議会、ＩＭ、国際
大会、浦戸湾七河川一斉清掃、年末パト
ロール

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

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

●会長／前川美智子　●幹事／岡本淳一　●雑誌会報委員／島村信一・浦田健治・早瀬源慶
●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

◎ＳＡＡ（発表：西森良文）
活動計画
１．例会の座席の配置

　様々な組み合わせ
を考え、配置を多く
変 え て 新 鮮 な 親 睦
ムードづくりを心が

ける。
２．例会食事

　ホテルと連携して、会員にゆっくり楽
しんでいただけるよう配慮する。

３．ロータリーソング
　ソングリーダーは親睦委員会に依頼。

４．ゲストスピーカー
　幹事、プログラム委員会、親睦委員会
と連絡を密にし、ゲストスピーカーの案
内、卓話を盛り上げるムードづくりに心
を配り、ゲストスピーカーには卓話時間
を守っていただくよう打ち合わせ、時間
がきたらＫＩＳＳカードを掲げる。

５．ビジター
　ビジターを歓迎し、よい印象を与える
ようにする。

６．会員祝日記念
　会員誕生日、配偶者誕生日、家庭記念
日、入会記念日に、喜んでいただける記
念品を用意する。

７．ニコニコ箱・チビニコ箱
　会員の自主性を尊重しつつ、気持ちよ
く拠出していただけるような雰囲気づく
りに配慮する。

・ビジターが来られた場合は、できるだけ両
隣の席について、声掛けをお願いします。

・卓話中は私語をなくし、気持ちのいい例会
となるようご協力をお願いします。

◎職業奉仕委員会（発表：水上　元）
　今期の前川会長の方針
である「学び合おう」に
従い、職業奉仕の理念に
ついても、しっかり学び
合っていきたいと思いま
す。

主要な活動
１．「四つのテスト」の推進…毎月第１例会

で唱和する。
２．新会員に「四つのテスト」の綱領とロー

タリアンの職業奉仕、四つの反省を配付す
る。

３．職業奉仕月間（１月22日）には、プログ
ラム委員会と協力して、会員の職場での例
会を開催する（五台山の護国神社を予定）。

４．職業奉仕月間には、プログラム委員会と
協力して、会員もしくは地区委員等に卓話
を依頼し、職業奉仕について理解を深める
よう努力する。

◎社会奉仕委員会（発表：西内俊介）
活動計画
１．浦戸湾・七河川一斉

清掃は７月７日に行い
ました。

２．９月ごろ、地域の社
会奉仕を実践されてい

る方に卓話をお願いする（９月18日、関東
高知県人会会長の予定）。

３．地域発展及び青少年健全育成のため、12
月に市内繁華街のパトロールを行う。 

４．１月の水曜会の大丸前新春バザーの支援
をする。 

５．奉仕プロジェクト研究会に参加する。 
６．四国八十八カ所について、例年通り支援

をする。
◎青少年奉仕委員会（発表：土居祐三）

活動計画
１．RYLAセミナー…例

年同様、２名の受講生
を派遣予定。

２．ローターアクトクラ
ブ…提唱クラブとし

て、高知西ローターアクトクラブを積極的
に支援したいと考えています。

３．インターアクトクラブ…土佐高（高知南）
と明徳高（仁淀）があります。何らかの支
援の方向性を検討します。

◎ロータリー財団委員会（発表：近森範久）
１．地区補助金について

　地区補助金を活用し、南海大地震に備
え、高知中央公園北口バス亭前にお城下
の「津波避難ビル・避難所マップ」を作

成・設置する計画
２．ロータリー財団への

寄付について
　今年度も会費と一
緒に前後期各60ドル。
年次寄付は120ドル。

　ポールハリスフェロー等々の認証会員
の増加を目指す。

３．ロータリー財団月間
　11月に、財団への理解を深める卓話を
行う。

◎米山奨学会（発表：別役重具）
活動計画
・普通寄付金…先年より、

寄付を１人6,000円に増
額。

・特別寄付金…５人で１
組の講をつくり、１人

年間２万円、５年で満了し、毎年功労者を
出していきます。

・奨学生の卓話実施…10月の第１週に奨学生
の卓話を予定

◎親睦委員会（発表：岡﨑勇樹）
活動計画
１．例会協力
２．夜間例会…年４回家

族例会として開催
３．８ロータリー合同夜

間例会…今期は東ＲＣ
が主催

３．野外レクレーション…日帰りバスツアー
を計画

４．趣味の集い…ゴルフ大会、麻雀大会
５．東酔会の後援
６．水曜会の活動を後援
７．歓迎会と送別会

◎出席委員会（発表：佐野博三）
　当クラブの伝統である
100％出席を守っていた
だくよう努めます。
活動計画
・ホームクラブへの出席

を優先してください
・ホームクラブ欠席の場合は、メイキャップ

をお願いする
・地区大会、ＩＭ、国際大会などへの参加を

奨励
・例会への出欠をあらかじめ記載していただ

き、極力食事の無駄をなくすようにする
・例会終了時に出席率を報告し、会員の出席

に対する関心を高める
・年度末には、皆勤出席者に敬意を表し表彰

する
・出席免除に関しては、2007年度規定審議会

での決定事項に従う
◎ロータリー奉仕プロジェクト研究会

（発表：西森やよい）
　ロータリー財団地区補
助金事業における、高知
東ＲＣからの提案事業の
検討を通じて、ロータリ
アンとしての奉仕の意

義・目的について理解を深めることを目標と
する研究会です。
　財団委員会、各奉仕委員会はもちろん、会
員全体で話し合い、ロータリーにふさわしい
事業を発掘・企画・実行に導く研究会となる
よう意見交換会を実施します。また、研究会
で提案された案や、過去の奉仕事業を貴重な
データベースとして位置づけ、会員間で継承
していく役割も担っていきたいと考えていま
す。
（第１回・４月24日に開催済み、20名参加。
第２回・７月17日、20名参加予定）

◇出席率報告

 ● 前川美智子　本日７月10日は“納豆の日”
だそうです。身体によく、糖尿食として健康
食品ナンバー１。ビフィズス菌は２日ももた
ないけど、納豆菌は１週間も生きてるようで
す。苦手な私も毎朝６～８粒食べてます。皆
勤賞のお礼もあわせて。７月７日、浦戸湾七
河川、鏡川清掃は、社会奉仕委員会さんお世
話になりました。お天気になり、ご家族、親
子、お孫さんを連れて、多くの皆さまにご参
加していただきありがとうございました。西
森（良）さん、集合写真には間に合いません
でしたが、ご参加くださりありがとうござい

ました。おいしいおにぎりが食べれましたね。
びっくり。６月の結婚記念日のお祝いをいた
だきました。７月は何のお祝いだろうと不思
議でした。　　
 ● 岡本淳一　皆勤賞ありがとうございます。
発表委員長の皆さま、お疲れ様でした。１年
間よろしくお願いします。
 ● 松本隆之　昨夜、スーパーで自転車をドミ
ノ倒しにしてしまったところ、そばにおられ
たご婦人方が一緒に元に戻してくださいまし
た。心がほっこりしました。
 ● 島村信一　七河川一斉清掃、起きたら８時
でした。ドタキャンでごめんなさい！
 ● 西森良文　本日は委員会発表をさせていた
だきました。１年間よろしくお願いします。
 ● 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。
◇遅刻・早退　２件

７月10日

６月26日

総数
－4 54
－1 54

出席
39
44

欠席
5
0

メイク
アップ HC出席率

72.22％

81.48％

出席率
90.00％

100％
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◇委員会活動計画発表・１

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

■高知東ＲＣ当面の日程
７月31日㈬　役員会
８月７日㈬　定例理事会
８月14日㈬　休会（お盆休み）
８月21日㈬　ガバナー補佐訪問
　　　　　　第３回クラブ協議会
８月28日㈬　時間変更例会
　　　　　　役員会
９月４日㈬　ガバナー公式訪問
９月11日㈬　定例理事会
９月17日㈫～19日㈭ 18：30（得月樓）
　情報集会
９月18日㈬ 13：30（ザ クラウンパレス）
　情報集会
９月25日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
高知中央ＲＣ　７月25日㈭　出航夜間例会
高知北ＲＣ　　７月29日㈪　夜間例会
香長ＲＣ　　　７月30日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　８月１日㈭　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　８月13日㈫　休会（お盆休み）
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　８月13日㈫　休会（お盆休み）
香長ＲＣ　　　８月13日㈫　休会（お盆休み）
高知南ＲＣ　　８月15日㈭　休会（お盆休み）
高知中央ＲＣ　８月15日㈭　休会（お盆休み）
高知西ＲＣ　　８月16日㈮　休会（お盆休み）
高知北ＲＣ　　８月19日㈪　創立記念夜間例会
高知南ＲＣ　　８月29日㈭　夜間例会
高知中央ＲＣ　８月29日㈭　夜間例会

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
164,526円

14,250円

178,776円

530円

123円

653円

165,056円

14,373円

179,429円

チビニコ 合　計

７月10日
今期の累計

短期交換留学生ウェルカムパーティ

2019年７月７日㈰　於：鏡川

七河川一斉清掃

2019年７月10日㈬　於：得月樓

　当クラブでは2019－2020年度から例会場を下記の日程で変更することになりましたのでご案内致し
ます。

例会場変更日：2019年　８月19日、９月９日、30日、10月７日、21日、11月11日、18日、12月２日
　　　　　　　2020年　１月20日、２月10日、３月９日、16日、23日、４月13日、27日、
　　　　　　　 　　５月18日、25日、６月15日、29日
　　　　　　　※19：00点鐘　　
例会場変更場所：ホテル サンシャイン徳島
　　　　　　　　〒770－0824　徳島市南出来島町２丁目９
　　　　　　　　　　　　　　　TEL 088－622－2333　FAX 088－622－2314
※尚、上記日程以外は、前年度同様、徳島眉山ロータリークラブ事務局で行います。
　連絡、発送物も、今まで通り下記にてお願い申し上げます。

【連絡先】徳島眉山ロータリークラブ事務局
　　　　　〒771－0117　徳島市川内町鶴島375－１　TEL 088－665－8117　FAX 088－665－3919
　　　　　　　　　　　　E-mail：info@toku-bizan-rotary.com

徳島眉山ロータリークラブ　一部例会場変更のご案内
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本日　７月17日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　各　　委　　員　　会　　発　　表

次週　７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」

野志　征生 会員

第2428回　例会報告／令和元年７月10日　天候　雨

◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
先週の７日㈰、浦戸湾七
河川一斉清掃、鏡川の掃
除に社会奉仕委員会の西
内委員長はじめ委員会の
方々にお世話になり、大

勢の皆さまに参加していただきありがとうご
ざいました。お陰様で鏡川もとてもとてもき
れいになりました。岡さんは30分以上、ほと
んど一人で草を刈ってくださって、その草を
みんなで集める作業をしました。
　しかし、皆さまもご存知のように、久万川
でお父さんと清掃に参加していた３歳の子ど
もさんが亡くなったという、大変痛ましい事
故が起きてしまいました。当日は天気も良く、
当クラブでもお子さんやお孫さんを連れて参
加された方がおられたし、恐らく他の場所で
もご家族での参加が多かったと思います。そ
れだけに、今回のことは大きな衝撃でした。
ご家族の気持ちを考えると、こういうお話を
することすら憚られると思いますが、ただた
だ皆さまとともに、心からご冥福をお祈りし
たいと思います。
　本日、今年度のクラブ計画書ができました
ので、お配りしました。表紙は、飛鳥の永野
さんにご無理を申し上げ、榧の木の実をつけ
た葉を載せています。

　今週、来週と委員会発表です。１年間、ク
ラブ運営をしていただく各委員長さん、よろ
しくお願いします。また、今日から短期の留
学生をお迎えし、窪田さんの会社の社員であ
る中澤さんが、受け入れをしてくださってい
ます。今晩、得月樓でウェルカムパーティも
行われますので、楽しい時間を過ごしていた
だければと思います。
◇会　長　報　告
・８ＲＣ会長幹事会の報告

１．長期交換留学生の保険について、今ま
でロータリークラブだけの賠償保険を今
期からホストファミリーにも付ける

２．ローターアクトクラブの決算報告
◇幹　事　報　告
・理事会において、今年度のメイキャップの

事業が決まりました。その内、下記の６行
事は年度末までメイキャップが効きます
が、それ以外は２週間です。
　地区大会、地区研修協議会、ＩＭ、国際
大会、浦戸湾七河川一斉清掃、年末パト
ロール

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

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

●会長／前川美智子　●幹事／岡本淳一　●雑誌会報委員／島村信一・浦田健治・早瀬源慶
●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

◎ＳＡＡ（発表：西森良文）
活動計画
１．例会の座席の配置

　様々な組み合わせ
を考え、配置を多く
変 え て 新 鮮 な 親 睦
ムードづくりを心が

ける。
２．例会食事

　ホテルと連携して、会員にゆっくり楽
しんでいただけるよう配慮する。

３．ロータリーソング
　ソングリーダーは親睦委員会に依頼。

４．ゲストスピーカー
　幹事、プログラム委員会、親睦委員会
と連絡を密にし、ゲストスピーカーの案
内、卓話を盛り上げるムードづくりに心
を配り、ゲストスピーカーには卓話時間
を守っていただくよう打ち合わせ、時間
がきたらＫＩＳＳカードを掲げる。

５．ビジター
　ビジターを歓迎し、よい印象を与える
ようにする。

６．会員祝日記念
　会員誕生日、配偶者誕生日、家庭記念
日、入会記念日に、喜んでいただける記
念品を用意する。

７．ニコニコ箱・チビニコ箱
　会員の自主性を尊重しつつ、気持ちよ
く拠出していただけるような雰囲気づく
りに配慮する。

・ビジターが来られた場合は、できるだけ両
隣の席について、声掛けをお願いします。

・卓話中は私語をなくし、気持ちのいい例会
となるようご協力をお願いします。

◎職業奉仕委員会（発表：水上　元）
　今期の前川会長の方針
である「学び合おう」に
従い、職業奉仕の理念に
ついても、しっかり学び
合っていきたいと思いま
す。

主要な活動
１．「四つのテスト」の推進…毎月第１例会

で唱和する。
２．新会員に「四つのテスト」の綱領とロー

タリアンの職業奉仕、四つの反省を配付す
る。

３．職業奉仕月間（１月22日）には、プログ
ラム委員会と協力して、会員の職場での例
会を開催する（五台山の護国神社を予定）。

４．職業奉仕月間には、プログラム委員会と
協力して、会員もしくは地区委員等に卓話
を依頼し、職業奉仕について理解を深める
よう努力する。

◎社会奉仕委員会（発表：西内俊介）
活動計画
１．浦戸湾・七河川一斉

清掃は７月７日に行い
ました。

２．９月ごろ、地域の社
会奉仕を実践されてい

る方に卓話をお願いする（９月18日、関東
高知県人会会長の予定）。

３．地域発展及び青少年健全育成のため、12
月に市内繁華街のパトロールを行う。 

４．１月の水曜会の大丸前新春バザーの支援
をする。 

５．奉仕プロジェクト研究会に参加する。 
６．四国八十八カ所について、例年通り支援

をする。
◎青少年奉仕委員会（発表：土居祐三）

活動計画
１．RYLAセミナー…例

年同様、２名の受講生
を派遣予定。

２．ローターアクトクラ
ブ…提唱クラブとし

て、高知西ローターアクトクラブを積極的
に支援したいと考えています。

３．インターアクトクラブ…土佐高（高知南）
と明徳高（仁淀）があります。何らかの支
援の方向性を検討します。

◎ロータリー財団委員会（発表：近森範久）
１．地区補助金について

　地区補助金を活用し、南海大地震に備
え、高知中央公園北口バス亭前にお城下
の「津波避難ビル・避難所マップ」を作

成・設置する計画
２．ロータリー財団への

寄付について
　今年度も会費と一
緒に前後期各60ドル。
年次寄付は120ドル。

　ポールハリスフェロー等々の認証会員
の増加を目指す。

３．ロータリー財団月間
　11月に、財団への理解を深める卓話を
行う。

◎米山奨学会（発表：別役重具）
活動計画
・普通寄付金…先年より、

寄付を１人6,000円に増
額。

・特別寄付金…５人で１
組の講をつくり、１人

年間２万円、５年で満了し、毎年功労者を
出していきます。

・奨学生の卓話実施…10月の第１週に奨学生
の卓話を予定

◎親睦委員会（発表：岡﨑勇樹）
活動計画
１．例会協力
２．夜間例会…年４回家

族例会として開催
３．８ロータリー合同夜

間例会…今期は東ＲＣ
が主催

３．野外レクレーション…日帰りバスツアー
を計画

４．趣味の集い…ゴルフ大会、麻雀大会
５．東酔会の後援
６．水曜会の活動を後援
７．歓迎会と送別会

◎出席委員会（発表：佐野博三）
　当クラブの伝統である
100％出席を守っていた
だくよう努めます。
活動計画
・ホームクラブへの出席

を優先してください
・ホームクラブ欠席の場合は、メイキャップ

をお願いする
・地区大会、ＩＭ、国際大会などへの参加を

奨励
・例会への出欠をあらかじめ記載していただ

き、極力食事の無駄をなくすようにする
・例会終了時に出席率を報告し、会員の出席

に対する関心を高める
・年度末には、皆勤出席者に敬意を表し表彰

する
・出席免除に関しては、2007年度規定審議会

での決定事項に従う
◎ロータリー奉仕プロジェクト研究会

（発表：西森やよい）
　ロータリー財団地区補
助金事業における、高知
東ＲＣからの提案事業の
検討を通じて、ロータリ
アンとしての奉仕の意

義・目的について理解を深めることを目標と
する研究会です。
　財団委員会、各奉仕委員会はもちろん、会
員全体で話し合い、ロータリーにふさわしい
事業を発掘・企画・実行に導く研究会となる
よう意見交換会を実施します。また、研究会
で提案された案や、過去の奉仕事業を貴重な
データベースとして位置づけ、会員間で継承
していく役割も担っていきたいと考えていま
す。
（第１回・４月24日に開催済み、20名参加。
第２回・７月17日、20名参加予定）

◇出席率報告

 ● 前川美智子　本日７月10日は“納豆の日”
だそうです。身体によく、糖尿食として健康
食品ナンバー１。ビフィズス菌は２日ももた
ないけど、納豆菌は１週間も生きてるようで
す。苦手な私も毎朝６～８粒食べてます。皆
勤賞のお礼もあわせて。７月７日、浦戸湾七
河川、鏡川清掃は、社会奉仕委員会さんお世
話になりました。お天気になり、ご家族、親
子、お孫さんを連れて、多くの皆さまにご参
加していただきありがとうございました。西
森（良）さん、集合写真には間に合いません
でしたが、ご参加くださりありがとうござい

ました。おいしいおにぎりが食べれましたね。
びっくり。６月の結婚記念日のお祝いをいた
だきました。７月は何のお祝いだろうと不思
議でした。　　
 ● 岡本淳一　皆勤賞ありがとうございます。
発表委員長の皆さま、お疲れ様でした。１年
間よろしくお願いします。
 ● 松本隆之　昨夜、スーパーで自転車をドミ
ノ倒しにしてしまったところ、そばにおられ
たご婦人方が一緒に元に戻してくださいまし
た。心がほっこりしました。
 ● 島村信一　七河川一斉清掃、起きたら８時
でした。ドタキャンでごめんなさい！
 ● 西森良文　本日は委員会発表をさせていた
だきました。１年間よろしくお願いします。
 ● 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。
◇遅刻・早退　２件

７月10日

６月26日

総数
－4 54
－1 54

出席
39
44

欠席
5
0

メイク
アップ HC出席率

72.22％

81.48％

出席率
90.00％

100％
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◇委員会活動計画発表・１

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

■高知東ＲＣ当面の日程
７月31日㈬　役員会
８月７日㈬　定例理事会
８月14日㈬　休会（お盆休み）
８月21日㈬　ガバナー補佐訪問
　　　　　　第３回クラブ協議会
８月28日㈬　時間変更例会
　　　　　　役員会
９月４日㈬　ガバナー公式訪問
９月11日㈬　定例理事会
９月17日㈫～19日㈭ 18：30（得月樓）
　情報集会
９月18日㈬ 13：30（ザ クラウンパレス）
　情報集会
９月25日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
高知中央ＲＣ　７月25日㈭　出航夜間例会
高知北ＲＣ　　７月29日㈪　夜間例会
香長ＲＣ　　　７月30日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　８月１日㈭　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　８月13日㈫　休会（お盆休み）
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　８月13日㈫　休会（お盆休み）
香長ＲＣ　　　８月13日㈫　休会（お盆休み）
高知南ＲＣ　　８月15日㈭　休会（お盆休み）
高知中央ＲＣ　８月15日㈭　休会（お盆休み）
高知西ＲＣ　　８月16日㈮　休会（お盆休み）
高知北ＲＣ　　８月19日㈪　創立記念夜間例会
高知南ＲＣ　　８月29日㈭　夜間例会
高知中央ＲＣ　８月29日㈭　夜間例会

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
164,526円

14,250円

178,776円

530円

123円

653円

165,056円

14,373円

179,429円

チビニコ 合　計

７月10日
今期の累計

短期交換留学生ウェルカムパーティ

2019年７月７日㈰　於：鏡川

七河川一斉清掃

2019年７月10日㈬　於：得月樓

　当クラブでは2019－2020年度から例会場を下記の日程で変更することになりましたのでご案内致し
ます。

例会場変更日：2019年　８月19日、９月９日、30日、10月７日、21日、11月11日、18日、12月２日
　　　　　　　2020年　１月20日、２月10日、３月９日、16日、23日、４月13日、27日、
　　　　　　　 　　５月18日、25日、６月15日、29日
　　　　　　　※19：00点鐘　　
例会場変更場所：ホテル サンシャイン徳島
　　　　　　　　〒770－0824　徳島市南出来島町２丁目９
　　　　　　　　　　　　　　　TEL 088－622－2333　FAX 088－622－2314
※尚、上記日程以外は、前年度同様、徳島眉山ロータリークラブ事務局で行います。
　連絡、発送物も、今まで通り下記にてお願い申し上げます。

【連絡先】徳島眉山ロータリークラブ事務局
　　　　　〒771－0117　徳島市川内町鶴島375－１　TEL 088－665－8117　FAX 088－665－3919
　　　　　　　　　　　　E-mail：info@toku-bizan-rotary.com

徳島眉山ロータリークラブ　一部例会場変更のご案内
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本日　７月17日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　各　　委　　員　　会　　発　　表

次週　７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」

野志　征生 会員

第2428回　例会報告／令和元年７月10日　天候　雨

◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
先週の７日㈰、浦戸湾七
河川一斉清掃、鏡川の掃
除に社会奉仕委員会の西
内委員長はじめ委員会の
方々にお世話になり、大

勢の皆さまに参加していただきありがとうご
ざいました。お陰様で鏡川もとてもとてもき
れいになりました。岡さんは30分以上、ほと
んど一人で草を刈ってくださって、その草を
みんなで集める作業をしました。
　しかし、皆さまもご存知のように、久万川
でお父さんと清掃に参加していた３歳の子ど
もさんが亡くなったという、大変痛ましい事
故が起きてしまいました。当日は天気も良く、
当クラブでもお子さんやお孫さんを連れて参
加された方がおられたし、恐らく他の場所で
もご家族での参加が多かったと思います。そ
れだけに、今回のことは大きな衝撃でした。
ご家族の気持ちを考えると、こういうお話を
することすら憚られると思いますが、ただた
だ皆さまとともに、心からご冥福をお祈りし
たいと思います。
　本日、今年度のクラブ計画書ができました
ので、お配りしました。表紙は、飛鳥の永野
さんにご無理を申し上げ、榧の木の実をつけ
た葉を載せています。

　今週、来週と委員会発表です。１年間、ク
ラブ運営をしていただく各委員長さん、よろ
しくお願いします。また、今日から短期の留
学生をお迎えし、窪田さんの会社の社員であ
る中澤さんが、受け入れをしてくださってい
ます。今晩、得月樓でウェルカムパーティも
行われますので、楽しい時間を過ごしていた
だければと思います。
◇会　長　報　告
・８ＲＣ会長幹事会の報告

１．長期交換留学生の保険について、今ま
でロータリークラブだけの賠償保険を今
期からホストファミリーにも付ける

２．ローターアクトクラブの決算報告
◇幹　事　報　告
・理事会において、今年度のメイキャップの

事業が決まりました。その内、下記の６行
事は年度末までメイキャップが効きます
が、それ以外は２週間です。
　地区大会、地区研修協議会、ＩＭ、国際
大会、浦戸湾七河川一斉清掃、年末パト
ロール

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

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

●会長／前川美智子　●幹事／岡本淳一　●雑誌会報委員／島村信一・浦田健治・早瀬源慶
●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

◎ＳＡＡ（発表：西森良文）
活動計画
１．例会の座席の配置

　様々な組み合わせ
を考え、配置を多く
変 え て 新 鮮 な 親 睦
ムードづくりを心が

ける。
２．例会食事

　ホテルと連携して、会員にゆっくり楽
しんでいただけるよう配慮する。

３．ロータリーソング
　ソングリーダーは親睦委員会に依頼。

４．ゲストスピーカー
　幹事、プログラム委員会、親睦委員会
と連絡を密にし、ゲストスピーカーの案
内、卓話を盛り上げるムードづくりに心
を配り、ゲストスピーカーには卓話時間
を守っていただくよう打ち合わせ、時間
がきたらＫＩＳＳカードを掲げる。

５．ビジター
　ビジターを歓迎し、よい印象を与える
ようにする。

６．会員祝日記念
　会員誕生日、配偶者誕生日、家庭記念
日、入会記念日に、喜んでいただける記
念品を用意する。

７．ニコニコ箱・チビニコ箱
　会員の自主性を尊重しつつ、気持ちよ
く拠出していただけるような雰囲気づく
りに配慮する。

・ビジターが来られた場合は、できるだけ両
隣の席について、声掛けをお願いします。

・卓話中は私語をなくし、気持ちのいい例会
となるようご協力をお願いします。

◎職業奉仕委員会（発表：水上　元）
　今期の前川会長の方針
である「学び合おう」に
従い、職業奉仕の理念に
ついても、しっかり学び
合っていきたいと思いま
す。

主要な活動
１．「四つのテスト」の推進…毎月第１例会

で唱和する。
２．新会員に「四つのテスト」の綱領とロー

タリアンの職業奉仕、四つの反省を配付す
る。

３．職業奉仕月間（１月22日）には、プログ
ラム委員会と協力して、会員の職場での例
会を開催する（五台山の護国神社を予定）。

４．職業奉仕月間には、プログラム委員会と
協力して、会員もしくは地区委員等に卓話
を依頼し、職業奉仕について理解を深める
よう努力する。

◎社会奉仕委員会（発表：西内俊介）
活動計画
１．浦戸湾・七河川一斉

清掃は７月７日に行い
ました。

２．９月ごろ、地域の社
会奉仕を実践されてい

る方に卓話をお願いする（９月18日、関東
高知県人会会長の予定）。

３．地域発展及び青少年健全育成のため、12
月に市内繁華街のパトロールを行う。 

４．１月の水曜会の大丸前新春バザーの支援
をする。 

５．奉仕プロジェクト研究会に参加する。 
６．四国八十八カ所について、例年通り支援

をする。
◎青少年奉仕委員会（発表：土居祐三）

活動計画
１．RYLAセミナー…例

年同様、２名の受講生
を派遣予定。

２．ローターアクトクラ
ブ…提唱クラブとし

て、高知西ローターアクトクラブを積極的
に支援したいと考えています。

３．インターアクトクラブ…土佐高（高知南）
と明徳高（仁淀）があります。何らかの支
援の方向性を検討します。

◎ロータリー財団委員会（発表：近森範久）
１．地区補助金について

　地区補助金を活用し、南海大地震に備
え、高知中央公園北口バス亭前にお城下
の「津波避難ビル・避難所マップ」を作

成・設置する計画
２．ロータリー財団への

寄付について
　今年度も会費と一
緒に前後期各60ドル。
年次寄付は120ドル。

　ポールハリスフェロー等々の認証会員
の増加を目指す。

３．ロータリー財団月間
　11月に、財団への理解を深める卓話を
行う。

◎米山奨学会（発表：別役重具）
活動計画
・普通寄付金…先年より、

寄付を１人6,000円に増
額。

・特別寄付金…５人で１
組の講をつくり、１人

年間２万円、５年で満了し、毎年功労者を
出していきます。

・奨学生の卓話実施…10月の第１週に奨学生
の卓話を予定

◎親睦委員会（発表：岡﨑勇樹）
活動計画
１．例会協力
２．夜間例会…年４回家

族例会として開催
３．８ロータリー合同夜

間例会…今期は東ＲＣ
が主催

３．野外レクレーション…日帰りバスツアー
を計画

４．趣味の集い…ゴルフ大会、麻雀大会
５．東酔会の後援
６．水曜会の活動を後援
７．歓迎会と送別会

◎出席委員会（発表：佐野博三）
　当クラブの伝統である
100％出席を守っていた
だくよう努めます。
活動計画
・ホームクラブへの出席

を優先してください
・ホームクラブ欠席の場合は、メイキャップ

をお願いする
・地区大会、ＩＭ、国際大会などへの参加を

奨励
・例会への出欠をあらかじめ記載していただ

き、極力食事の無駄をなくすようにする
・例会終了時に出席率を報告し、会員の出席

に対する関心を高める
・年度末には、皆勤出席者に敬意を表し表彰

する
・出席免除に関しては、2007年度規定審議会

での決定事項に従う
◎ロータリー奉仕プロジェクト研究会

（発表：西森やよい）
　ロータリー財団地区補
助金事業における、高知
東ＲＣからの提案事業の
検討を通じて、ロータリ
アンとしての奉仕の意

義・目的について理解を深めることを目標と
する研究会です。
　財団委員会、各奉仕委員会はもちろん、会
員全体で話し合い、ロータリーにふさわしい
事業を発掘・企画・実行に導く研究会となる
よう意見交換会を実施します。また、研究会
で提案された案や、過去の奉仕事業を貴重な
データベースとして位置づけ、会員間で継承
していく役割も担っていきたいと考えていま
す。
（第１回・４月24日に開催済み、20名参加。
第２回・７月17日、20名参加予定）

◇出席率報告

 ● 前川美智子　本日７月10日は“納豆の日”
だそうです。身体によく、糖尿食として健康
食品ナンバー１。ビフィズス菌は２日ももた
ないけど、納豆菌は１週間も生きてるようで
す。苦手な私も毎朝６～８粒食べてます。皆
勤賞のお礼もあわせて。７月７日、浦戸湾七
河川、鏡川清掃は、社会奉仕委員会さんお世
話になりました。お天気になり、ご家族、親
子、お孫さんを連れて、多くの皆さまにご参
加していただきありがとうございました。西
森（良）さん、集合写真には間に合いません
でしたが、ご参加くださりありがとうござい

ました。おいしいおにぎりが食べれましたね。
びっくり。６月の結婚記念日のお祝いをいた
だきました。７月は何のお祝いだろうと不思
議でした。　　
 ● 岡本淳一　皆勤賞ありがとうございます。
発表委員長の皆さま、お疲れ様でした。１年
間よろしくお願いします。
 ● 松本隆之　昨夜、スーパーで自転車をドミ
ノ倒しにしてしまったところ、そばにおられ
たご婦人方が一緒に元に戻してくださいまし
た。心がほっこりしました。
 ● 島村信一　七河川一斉清掃、起きたら８時
でした。ドタキャンでごめんなさい！
 ● 西森良文　本日は委員会発表をさせていた
だきました。１年間よろしくお願いします。
 ● 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。
◇遅刻・早退　２件

７月10日

６月26日

総数
－4 54
－1 54

出席
39
44

欠席
5
0

メイク
アップ HC出席率

72.22％

81.48％

出席率
90.00％

100％

6
9

◇委員会活動計画発表・１

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

■高知東ＲＣ当面の日程
７月31日㈬　役員会
８月７日㈬　定例理事会
８月14日㈬　休会（お盆休み）
８月21日㈬　ガバナー補佐訪問
　　　　　　第３回クラブ協議会
８月28日㈬　時間変更例会
　　　　　　役員会
９月４日㈬　ガバナー公式訪問
９月11日㈬　定例理事会
９月17日㈫～19日㈭ 18：30（得月樓）
　情報集会
９月18日㈬ 13：30（ザ クラウンパレス）
　情報集会
９月25日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
高知中央ＲＣ　７月25日㈭　出航夜間例会
高知北ＲＣ　　７月29日㈪　夜間例会
香長ＲＣ　　　７月30日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　８月１日㈭　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　８月13日㈫　休会（お盆休み）
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　８月13日㈫　休会（お盆休み）
香長ＲＣ　　　８月13日㈫　休会（お盆休み）
高知南ＲＣ　　８月15日㈭　休会（お盆休み）
高知中央ＲＣ　８月15日㈭　休会（お盆休み）
高知西ＲＣ　　８月16日㈮　休会（お盆休み）
高知北ＲＣ　　８月19日㈪　創立記念夜間例会
高知南ＲＣ　　８月29日㈭　夜間例会
高知中央ＲＣ　８月29日㈭　夜間例会

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
164,526円

14,250円

178,776円

530円

123円

653円

165,056円

14,373円

179,429円

チビニコ 合　計

７月10日
今期の累計

短期交換留学生ウェルカムパーティ

2019年７月７日㈰　於：鏡川

七河川一斉清掃

2019年７月10日㈬　於：得月樓

　当クラブでは2019－2020年度から例会場を下記の日程で変更することになりましたのでご案内致し
ます。

例会場変更日：2019年　８月19日、９月９日、30日、10月７日、21日、11月11日、18日、12月２日
　　　　　　　2020年　１月20日、２月10日、３月９日、16日、23日、４月13日、27日、
　　　　　　　 　　５月18日、25日、６月15日、29日
　　　　　　　※19：00点鐘　　
例会場変更場所：ホテル サンシャイン徳島
　　　　　　　　〒770－0824　徳島市南出来島町２丁目９
　　　　　　　　　　　　　　　TEL 088－622－2333　FAX 088－622－2314
※尚、上記日程以外は、前年度同様、徳島眉山ロータリークラブ事務局で行います。
　連絡、発送物も、今まで通り下記にてお願い申し上げます。

【連絡先】徳島眉山ロータリークラブ事務局
　　　　　〒771－0117　徳島市川内町鶴島375－１　TEL 088－665－8117　FAX 088－665－3919
　　　　　　　　　　　　E-mail：info@toku-bizan-rotary.com

徳島眉山ロータリークラブ　一部例会場変更のご案内


