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本日

１月８日㈬ 18：30 ザ クラウンパレス新阪急高知
時

間
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会

第2449回 例会報告／令和元年12月18日

天候

◇ロータリーソング
「四つのテスト」「手に手つないで」
◇会 長 挨 拶
皆さん、こんばんは。
いよいよ今年最後の例会
となりました。今夜は水
曜会の皆さま、ご家族の
皆さま、西森きらちゃん、
大翔君、そしてオリバー
さんご夫妻にも参加していただきありがとう
ございます。
先週は久松さんとの突然のお別れがござい
ました。皆さんにお送りいただき、親睦委員
会をはじめ多くのメンバーに通夜式・告別式
の２日間、長時間にわたり受付をしていただ
き、本当にお世話になりありがとうございま
した。心からお礼を申し上げます。ラ・ヴィ
ータのこの場におられないのは本当に残念で
すが、お酒好きだった久松さんを偲んで大い
に飲みながら、お互いにこの１年の労をねぎ
らい、さらなる友情と絆を深めていただきた
いと思います。
また、今夜の年末夜間例会は、高知東ＲＣ
の未来へつなぐお祝いの席でもあります。54
期、次々年度会長の中平真理子さんのご挨拶
と、幹事の発表とご紹介があり、お二人のス
タートの日でもあります。ロータリーはこう
して１年１年つないで未来へと拡がっていま
す。
さて、来年は子年、12支の始まりであり、

晴

１月15日㈬ 12：30 ザ クラウンパレス新阪急高知
会員スピーチ
「ロータリーの原点を求めて ～シェルドンの思考を学ぼう～」
職業奉仕委員会 浦田 健治 会員

忘年夜間例会

令和で迎える始めてのお正月です。年頭には
目標を立て、やると決めたことは毎日続けて、
願いが叶うように努力し、実践しようと思い
ます。例え小さな目標であっても成し遂げれ
ば自信になります。もう１歩、あと一押しと、
自分が掲げた目標に向かって進みたいもので
す。皆さま、お身体をいたわり、心穏やかに
新年をお迎えください。
結びになりましたが、皆さまのおかげで今
夜で今期の上半期を終えることになります。
岡本幹事をはじめ、理事の皆さま、各委員長、
会員の皆さまのご協力に心から感謝し、お礼
を申し上げます。本当にありがとうございま
した。新しい年もよろしくお願いいたします。
◇来訪ロータリアン及びお客さま
セントアンドリュースＲＣ
OLIVER BJORKSTEN氏
Mrs. BJORKSTENさん
ご家族
石川博子さん、浦田比奈子さん、
岡本千春さん、沖伸歩子さん、
猿田静子さん、近森東香さん、
西森きらちゃん、西森大翔君、
西内恵子さん、別役佳代さん、
松野壽子さん、松﨑範子さん、
永佳子さん
ピアノ伴奏
小笠原貴美子さん
◇水曜会へ寄付をお渡ししました。
◇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。
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◇次々年度会長・中平真理子会員挨拶
2021－22年度会長をお
受けすることになりまし
た中平です。私の入会は
2002年で、その年度は11
名が入会しましたが、今
残っているのは５人だけ
になってしまいました。入会のきっかけは、
高知東ＲＣの英会話教室にロータリーの英会
話教室だと知らずに潜り込んで過ごしていま
すと、女性会員を入れることになったと、お
声がかかりました。当時は谷さん、安藝さん、
國藤さん等々、ユニークで楽しいメンバーが
いっぱいでしたので、余り躊躇することなく
入会させていただきました。スポンサーは英
会話教室にいらした別役重具さんにお願いし
ました。
入会後も、当時の金本会長はじめ、本当に
諸先輩方に声を掛けていただき、楽しいロー
タリーライフを過ごすことができました。私
の今の現状は、義理を欠くほど忙しくしてい
ますけれども、できるだけこの１年でいろい
ろ整理をして、皆さまにご迷惑をかけないよ
うにしたいと思います。
幹事に関しましては、お願いした当日に大
ハプニングがあり、早速一仕事していただき
ました。西内さん、よろしくお願いいたしま
す。
水曜会の皆さまはじめ、会員の皆さま、至
らないところはたくさんあると思いますが、
次々期よろしくお願いいたします。
◇次々年度幹事・西内俊介会員挨拶
中平さんから幹事をす
るようにと言われました
西内です。中平さんに、
このような機会、
チャンス
を与えていただいたこと
を感謝いたします。そし
て、大好きな東ＲＣで幹事をさせていただく
ことを皆さまにご報告できること、また皆さ
まにご承認していただけることを感謝してい
ます。ありがとうございます。
中平さんから、空いたときはない？と連絡
がありました。自分が幹事をするイメージは
全くなかったのですが、幹事は会長が呼び出
してお願いするということを聞いていました

ので、もしかしてと中平さんの経歴を調べる
と、そろそろ会長かなという感じもあり、で
もまさかまだだよねと思いながら行きました。
最初は、英会話の忘年会の話だったのです
が、その後に、ちょっともう一つお願いがあ
るんだけどという話があって、ぴんと来まし
た。建前は喜んで引き受けましたが、本当は
結構しんどい仕事だと思います。
一仕事というのは、話が終わって中平さん
が支払いを済ませた途端、店で倒れてしまっ
たんです。中平さんは、恥ずかしいから救急
車は呼ぶなと言ったんですが、店の方が既に
呼んでいて、私は生まれて初めて乗りたかっ
た救急車に乗りました。救急車には３人乗っ
ているんです。運転手と助手席と、もう一人
の人に、どういうご関係ですかと聞かれまし
た。答えに躊躇していると「お友達です
か？」
「はい、友達です」
「どういうお友達で
すか」
「クラブの友人です」
「クラブ？」そこ
で、私も冷静になって「ロータリークラブの
先輩です」というと、そこから話がスムーズ
に進むようになりました。
私が入会した６年前の会長は前田さん、幹
事は 永さん。ですから、私の幹事のイメー
ジは 永さんでした。沖先生が会長のとき、
僕は国際奉仕委員長で、初めて理事会に出ま
した。幹事は西森良文さんで、彼の気配りは
すごいなと、それだけ幹事の仕事は大変だと
分かりました。野球に例えれば、中平さんが
ピッチャーで僕はキャッチャーだと思いま
す。目立たないように会長を補佐していきた
いと思いますが、何も分かりませんので、皆
さんからいろいろな意見をいただいて、私自
身勉強していきたいと思っています。次々年
度、よろしくお願いします。
◇幹 事 報 告
・１月８日は時間変更例会で18時半から開催
です。それに伴い、理事会は18時から行い
ますのでよろしくお願いします。
今年１年、前川さんの補佐をしてきまし
たが、皆さんからのご助言をいただきなが
ら、無事に半年間を終わることができまし
た。来年度もよろしくお願いします。
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土居祐三 今年１年お世話になりました。
引き続き来年もよろしくお願いします。前川
総数 出席 欠席
HC出席率 出席率
－1
さん、じゅんちゃん、あと半分です。竹村さ
12月18日
7
54 41
5 75.93％ 86.80％
ん、やよいさん、あと半年です。中平さん、
－1
12月４日
55 46
0
８ 83.64％ 100％
これを書いている今の時点では、まだ知らな
いことになっている中平年度の幹事さん、ま
だまだです。焦らないでください。
● 中平真理子
● 前川美智子
皆さまにお世話になることも
皆さま、１年間大変お世話に
多いと思いますが、よろしくお願いいたしま
なりありがとうございました。これから楽し
す。
いクリスマスとお正月を大切な人と有意義に
● 西内俊介
中平さんと東ロータリークラブ
お過ごしください。本日は親睦委員会の皆さ
の皆さん、このような機会を与えてくださり
ま、お世話になりありがとうございました。
● 岡本淳一
ありがとうございます。何も知りません。い
今年１年間ありがとうございま
ろいろとおっしゃってください。中平さんの
した。皆さまの温かいお力添えに感謝感謝で
足を引っ張らないよう幹事の仕事を精一杯頑
す。来年もよろしくお願いします。
● 松本隆之
張りたいと思います。
久松さん、会場のどこかにいら
●
永光男 大好きな被天津ケイチャン、さ
っしゃると思います。ご冥福を祈ります。
● 竹村克彦
ようなら。ありがとうございました。
頑張ります！
● ＳＡＡ一同
● 八田聡子
半年間ＳＡＡ無事務めること
久松さんとは３年４ヵ月という
ができました。ニコニコもお陰様で、ほぼ目
短い間でしたが、とても良くしていただき大
標どおり、皆さまのご協力をいただきまし
変お世話になりました。心よりご冥福をお祈
た。今日は思い出のラ・ヴィータで、久松さ
りします。
● 西山忠利
12月初めての例会出席。皆さま、 んをしのび、ＳＡＡ一同、ご冥福をお祈りし
ます。
良いお年を！

◇出席率報告

●

メイク
アップ

■高知東ＲＣ当面の日程
１月12日㈰ 水曜会バザー
場所：中央公園大丸前 10：00～
１月22日㈬ 職場例会
１月22日㈬ 役員会
１月29日㈬ ロータリー休日

■例会変更のお知らせ
高知南ＲＣ
１月９日㈭
高知中央ＲＣ １月９日㈭
高知ロイヤルＲＣ
１月14日㈫
高知西ＲＣ
１月17日㈮
高知ロイヤルＲＣ
１月21日㈫
高知南ＲＣ
１月30日㈭

新年夜間例会
新年夜間例会
ロータリー休日
新年夜間例会
新年夜間例会
職場例会

● ニコニコ箱 ●
ニコニコ

チビニコ

合

計

先週まで

817,212円

7,580円

824,792円

12月18日

42,000円

0円

42,000円

今期の累計

859,212円

7,580円

866,792円

●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６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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