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本日　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

次週　１月22日㈬ 12：30  護国神社

　　　 　職　　　場　　　例　　　会

別役　重具 会員

第2450回　例会報告／令和２年１月８日　天候　曇　時間変更例会

◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんばんは。
新年明けましておめでと
うございます。令和にな
って初めてのお正月、ご
家族と楽しい時間を過ご
されたでしょうか。また、

いい初夢を見られたでしょうか。
　さて、お正月につきものの「おせち料理」。
皆さんもご存知のとおり、おせちの一つ一つ
の料理には謂われがあります。黒豆はマメに
働けるように、邪気を払い無業息災を祝う。
数の子は子孫繁栄。田作り（ごまめ）は五穀
豊穣。紅白かまぼこの赤は魔除け、白は清浄
を意味し、紅白で縁起よし。同じような意味
で、紅白なますは祝いの水引にあやかった縁
起のよいもの。レンコンも酢の物にします
が、穴が多数あることから将来の見通しがき
く。ブリは出生魚にあやかったもの等々、さ
まざまな縁起をかつぐ意味が込められていま
す。
　おせちに限らず、私たちが食べているいろ
いろな食材には祖先の願いや知恵が込められ
ています。そんな祖先から受け継いできた食
べ物に感謝しながら、日ごろの食事もおいし
く残さずいただくようにしたいものです。
　箱根駅伝もお正月の風物詩の一つです。今

年は青山学院が昨年の雪辱を果たしました
が、いつ見ても、１人１人の選手が自分に託
された区間を全力で走り、仲間を信じてタス
キをつなぐ懸命な姿に感動させられます。
　今日から下期が始まりますが、言ってみれ
ば箱根の山を下る復路のスタートを切るわけ
です。私も自分の役割を精一杯果たし、次期
竹村会長年度へのタスキをしっかりつなぎた
いと思います。上期同様、岡本幹事をはじめ
理事・各委員長の支えと皆さまのご協力をよ
ろしくお願いいたします。
　皆さん、昨日は七草がゆで胃の方も少しは
回復しておられるでしょうから、今夜は年末
年始の話題など、話に花を咲かせながらご
ゆっくりお楽しみください。
◇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
　米山記念奨学生
　　レ・ティ・フィエンさん
◇ 米 山 記 念 奨 学 生 　 レ ・

ティ・フィエンさんに奨学
金をお渡ししました。

◇青少年奉仕委員会より
　RYLAセミナーの案内が届
いています。今年は３月19日
から22日まで開催されます。
参加希望者は委員会か事務局
まで。

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

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

◇１月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　永野　健生
　大川内孝典
　広瀬　雅彦
　山村　一正
　鬼田　知明
　猿田　隆夫
　松井　洋介　　窪田満里子
 ● 配偶者誕生日
　中西　祥子　　西森　美和　　岡本　千春
 ● 家庭記念日
　岡本　裕史　　髙橋　卓弥　　松﨑　郷輔
　後藤　典行
 ● 入会記念日
　永野　正将　　佐野　博三　　永　光男
　福岡満喜子　　前川美智子　　土居　祐三
　寺村　　勉

◇表　　彰
　西山忠利会員（ロータリー在籍50年以上）
　中平真理子会員
　（ＲＩ国際会議５回以上参加）
◇幹　事　報　告
・ガバナーエレクト事務所から年賀状が届い

ています。
・首里城の火災への支援金として、会員数×

300円と今週と来週のチビニコボックスの
分を拠出します。

・先ほどの理事会において、会計係の久松さ
んが亡くなられたことにより、後任として
松野会員にお願いすることとします。

・１月のロータリーレートは１ドル110円です。
・水曜会のバザーが１月12日㈰、10時から新

京橋プラザ前で開催されます。品物の提供
ありがとうございました。お手伝いもよろ
しくお願いします。

・２月26日、猿田会員のお祝い会を行いま
す。詳細は後日ご連絡します。

◇出席率報告

 ● 前川美智子　2020年・閏年、オリンピック
開催もあり、スポーツイヤーですネ。今から
楽しみです。本年も引き続きよろしくお願い
いたします。入会記念日のお礼、福岡さんと
同時入会して19回目となります。出会いに心
から感謝します。　　　
 ● 岡本淳一　明けましておめでとうございま
す。２日に京都の伏見稲荷に初詣に行ってき
ました。初おみくじは大吉、良い１年であり
ますようにと家内の誕生祝いのお礼。
 ● 窪田満里子　明けましておめでとうござい
ます。早いもので○○歳になりました。身体
に気を付けて健康第一でやりたいと思います。
 ● 山村一正　誕生記念ありがとうございます。
レベル52になりました。
 ● 松井洋介　誕生日のお祝いありがとうござ
います。１月17日でついに50歳になります。
皆さんにいろいろ教えていただいて楽しい50
代ライフを送りたいと思います。本年もよろ
しくお願いいたします。
 ● 広瀬雅彦　46回目の誕生日を迎えました。
今年もよろしくお願いします。
 ● 中西克行　妻の誕生祝いありがとうござい
ます。
 ● 西森良文　本日の会長のお着物、新春に映
え、あでやかでした。オリバーさん、寂しく
なりますね。Pleas say“I will be back”妻の
誕生祝いありがとうございました。ＴＶで配
偶者の呼び方が正しいのはとやっており、妻
が正解とあったので、今年から変えました。
 ● 松﨑郷輔　結婚記念日。
 ● 佐野博三　入会祝いありがとうございます。
 ● 福岡満喜子　入会お祝いありがとうござい
ました。今後ともよろしくお願い申し上げま
す。年末に市役所新庁舎落成祝いの式典に水
曜会が招待され、代表で出席してきました。
祝宴では、鏡開きをさせていただきました。

 ● 永光男　入会記念お礼。明けましておめ
でとうございます。今年もよろしくお願いい
たします。
 ● 土居祐三　明けましておめでとうございま
す。今年もよろしくお願いします。入会祝い
のお礼です。何年前に入会したかは定かでは
ありませんが、そこそこになりました。
 ● 永野正将　入会祝いありがとうございます。
今後とも末永くよろしくお願いします。
 ● 西山忠利　明けましておめでとうございま
す。本年もよろしく。ロータリー50年、記念
品頂きました。ありがとう。
 ● 早瀬源慶　年賀状欠礼。
 ● 石川　健　会長、幹事、ワインとツマミの
差し入れありがとうございました。おいしく
いただきました。
 ● 西森やよい　昨年末の夜間例会では、子連
れ参加させていただきありがとうございまし
た。皆さまから「大きくなった」とお声かけ
いただきまして、母親として感無量です。こ
れからも温かくお見守りくださいますようお
願いいたします。
 ● 野志征生　明けましておめでとうございま
す。本年もよろしくお願いいたします。
 ● ＳＡＡより　新年明けましておめでとうご
ざいます。本年もよろしくお願いします。
◇遅刻・早退　１件
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■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
２月５日㈬　観梅夜間例会（得月樓）
　　　　　　定例理事会
２月15日㈯　高知第Ⅰ分区・第Ⅱ分区Ｉ.Ｍ.

（高知ＲＣ・三翠園）
２月19日㈬　ロータリー休日
２月23日㈰　PETS・DTTS

（サンポート高松）

■例会変更のお知らせ
高知南ＲＣ　　１月９日㈭　新年夜間例会
高知中央ＲＣ　１月９日㈭　新年夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　１月14日㈫　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　１月17日㈮　新年夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　１月21日㈫　新年夜間例会
高知南ＲＣ　　１月30日㈭　職場例会
高知北ＲＣ　　２月３日㈪　職場例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　２月４日㈫　観梅夜間例会
高知中央ＲＣ　２月６日㈭　創立記念夜間例会
高知中央ＲＣ　２月13日㈭　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　２月17日㈪　ＩＭに振替
高知南ＲＣ　　２月20日㈭　夜間例会
高知ＲＣ　　　２月25日㈫　夜間例会
高知西ＲＣ　　２月28日㈮　夜間例会

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
859,212円

65,500円

924,712円

7,580円

0円

7,580円

866,792円

65,500円

932,292円

チビニコ 合　計

１月８日
今期の累計
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れからも温かくお見守りくださいますようお
願いいたします。
 ● 野志征生　明けましておめでとうございま
す。本年もよろしくお願いいたします。
 ● ＳＡＡより　新年明けましておめでとうご
ざいます。本年もよろしくお願いします。
◇遅刻・早退　１件
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12月18日
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出席
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2
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100％
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■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
２月５日㈬　観梅夜間例会（得月樓）
　　　　　　定例理事会
２月15日㈯　高知第Ⅰ分区・第Ⅱ分区Ｉ.Ｍ.

（高知ＲＣ・三翠園）
２月19日㈬　ロータリー休日
２月23日㈰　PETS・DTTS

（サンポート高松）

■例会変更のお知らせ
高知南ＲＣ　　１月９日㈭　新年夜間例会
高知中央ＲＣ　１月９日㈭　新年夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　１月14日㈫　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　１月17日㈮　新年夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　１月21日㈫　新年夜間例会
高知南ＲＣ　　１月30日㈭　職場例会
高知北ＲＣ　　２月３日㈪　職場例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　２月４日㈫　観梅夜間例会
高知中央ＲＣ　２月６日㈭　創立記念夜間例会
高知中央ＲＣ　２月13日㈭　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　２月17日㈪　ＩＭに振替
高知南ＲＣ　　２月20日㈭　夜間例会
高知ＲＣ　　　２月25日㈫　夜間例会
高知西ＲＣ　　２月28日㈮　夜間例会

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
859,212円

65,500円

924,712円

7,580円

0円

7,580円

866,792円

65,500円

932,292円

チビニコ 合　計

１月８日
今期の累計
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本日　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

次週　１月22日㈬ 12：30  護国神社

　　　 　職　　　場　　　例　　　会

別役　重具 会員

第2450回　例会報告／令和２年１月８日　天候　曇　時間変更例会

◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんばんは。
新年明けましておめでと
うございます。令和にな
って初めてのお正月、ご
家族と楽しい時間を過ご
されたでしょうか。また、

いい初夢を見られたでしょうか。
　さて、お正月につきものの「おせち料理」。
皆さんもご存知のとおり、おせちの一つ一つ
の料理には謂われがあります。黒豆はマメに
働けるように、邪気を払い無業息災を祝う。
数の子は子孫繁栄。田作り（ごまめ）は五穀
豊穣。紅白かまぼこの赤は魔除け、白は清浄
を意味し、紅白で縁起よし。同じような意味
で、紅白なますは祝いの水引にあやかった縁
起のよいもの。レンコンも酢の物にします
が、穴が多数あることから将来の見通しがき
く。ブリは出生魚にあやかったもの等々、さ
まざまな縁起をかつぐ意味が込められていま
す。
　おせちに限らず、私たちが食べているいろ
いろな食材には祖先の願いや知恵が込められ
ています。そんな祖先から受け継いできた食
べ物に感謝しながら、日ごろの食事もおいし
く残さずいただくようにしたいものです。
　箱根駅伝もお正月の風物詩の一つです。今

年は青山学院が昨年の雪辱を果たしました
が、いつ見ても、１人１人の選手が自分に託
された区間を全力で走り、仲間を信じてタス
キをつなぐ懸命な姿に感動させられます。
　今日から下期が始まりますが、言ってみれ
ば箱根の山を下る復路のスタートを切るわけ
です。私も自分の役割を精一杯果たし、次期
竹村会長年度へのタスキをしっかりつなぎた
いと思います。上期同様、岡本幹事をはじめ
理事・各委員長の支えと皆さまのご協力をよ
ろしくお願いいたします。
　皆さん、昨日は七草がゆで胃の方も少しは
回復しておられるでしょうから、今夜は年末
年始の話題など、話に花を咲かせながらご
ゆっくりお楽しみください。
◇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
　米山記念奨学生
　　レ・ティ・フィエンさん
◇ 米 山 記 念 奨 学 生 　 レ ・

ティ・フィエンさんに奨学
金をお渡ししました。

◇青少年奉仕委員会より
　RYLAセミナーの案内が届
いています。今年は３月19日
から22日まで開催されます。
参加希望者は委員会か事務局
まで。

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

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

◇１月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　永野　健生
　大川内孝典
　広瀬　雅彦
　山村　一正
　鬼田　知明
　猿田　隆夫
　松井　洋介　　窪田満里子
 ● 配偶者誕生日
　中西　祥子　　西森　美和　　岡本　千春
 ● 家庭記念日
　岡本　裕史　　髙橋　卓弥　　松﨑　郷輔
　後藤　典行
 ● 入会記念日
　永野　正将　　佐野　博三　　永　光男
　福岡満喜子　　前川美智子　　土居　祐三
　寺村　　勉

◇表　　彰
　西山忠利会員（ロータリー在籍50年以上）
　中平真理子会員
　（ＲＩ国際会議５回以上参加）
◇幹　事　報　告
・ガバナーエレクト事務所から年賀状が届い

ています。
・首里城の火災への支援金として、会員数×

300円と今週と来週のチビニコボックスの
分を拠出します。

・先ほどの理事会において、会計係の久松さ
んが亡くなられたことにより、後任として
松野会員にお願いすることとします。

・１月のロータリーレートは１ドル110円です。
・水曜会のバザーが１月12日㈰、10時から新

京橋プラザ前で開催されます。品物の提供
ありがとうございました。お手伝いもよろ
しくお願いします。

・２月26日、猿田会員のお祝い会を行いま
す。詳細は後日ご連絡します。

◇出席率報告

 ● 前川美智子　2020年・閏年、オリンピック
開催もあり、スポーツイヤーですネ。今から
楽しみです。本年も引き続きよろしくお願い
いたします。入会記念日のお礼、福岡さんと
同時入会して19回目となります。出会いに心
から感謝します。　　　
 ● 岡本淳一　明けましておめでとうございま
す。２日に京都の伏見稲荷に初詣に行ってき
ました。初おみくじは大吉、良い１年であり
ますようにと家内の誕生祝いのお礼。
 ● 窪田満里子　明けましておめでとうござい
ます。早いもので○○歳になりました。身体
に気を付けて健康第一でやりたいと思います。
 ● 山村一正　誕生記念ありがとうございます。
レベル52になりました。
 ● 松井洋介　誕生日のお祝いありがとうござ
います。１月17日でついに50歳になります。
皆さんにいろいろ教えていただいて楽しい50
代ライフを送りたいと思います。本年もよろ
しくお願いいたします。
 ● 広瀬雅彦　46回目の誕生日を迎えました。
今年もよろしくお願いします。
 ● 中西克行　妻の誕生祝いありがとうござい
ます。
 ● 西森良文　本日の会長のお着物、新春に映
え、あでやかでした。オリバーさん、寂しく
なりますね。Pleas say“I will be back”妻の
誕生祝いありがとうございました。ＴＶで配
偶者の呼び方が正しいのはとやっており、妻
が正解とあったので、今年から変えました。
 ● 松﨑郷輔　結婚記念日。
 ● 佐野博三　入会祝いありがとうございます。
 ● 福岡満喜子　入会お祝いありがとうござい
ました。今後ともよろしくお願い申し上げま
す。年末に市役所新庁舎落成祝いの式典に水
曜会が招待され、代表で出席してきました。
祝宴では、鏡開きをさせていただきました。

 ● 永光男　入会記念お礼。明けましておめ
でとうございます。今年もよろしくお願いい
たします。
 ● 土居祐三　明けましておめでとうございま
す。今年もよろしくお願いします。入会祝い
のお礼です。何年前に入会したかは定かでは
ありませんが、そこそこになりました。
 ● 永野正将　入会祝いありがとうございます。
今後とも末永くよろしくお願いします。
 ● 西山忠利　明けましておめでとうございま
す。本年もよろしく。ロータリー50年、記念
品頂きました。ありがとう。
 ● 早瀬源慶　年賀状欠礼。
 ● 石川　健　会長、幹事、ワインとツマミの
差し入れありがとうございました。おいしく
いただきました。
 ● 西森やよい　昨年末の夜間例会では、子連
れ参加させていただきありがとうございまし
た。皆さまから「大きくなった」とお声かけ
いただきまして、母親として感無量です。こ
れからも温かくお見守りくださいますようお
願いいたします。
 ● 野志征生　明けましておめでとうございま
す。本年もよろしくお願いいたします。
 ● ＳＡＡより　新年明けましておめでとうご
ざいます。本年もよろしくお願いします。
◇遅刻・早退　１件

１月８日
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2
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■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
２月５日㈬　観梅夜間例会（得月樓）
　　　　　　定例理事会
２月15日㈯　高知第Ⅰ分区・第Ⅱ分区Ｉ.Ｍ.

（高知ＲＣ・三翠園）
２月19日㈬　ロータリー休日
２月23日㈰　PETS・DTTS

（サンポート高松）

■例会変更のお知らせ
高知南ＲＣ　　１月９日㈭　新年夜間例会
高知中央ＲＣ　１月９日㈭　新年夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　１月14日㈫　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　１月17日㈮　新年夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　１月21日㈫　新年夜間例会
高知南ＲＣ　　１月30日㈭　職場例会
高知北ＲＣ　　２月３日㈪　職場例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　２月４日㈫　観梅夜間例会
高知中央ＲＣ　２月６日㈭　創立記念夜間例会
高知中央ＲＣ　２月13日㈭　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　２月17日㈪　ＩＭに振替
高知南ＲＣ　　２月20日㈭　夜間例会
高知ＲＣ　　　２月25日㈫　夜間例会
高知西ＲＣ　　２月28日㈮　夜間例会

● ニコニコ箱 ●

先週まで
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本日　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

次週　１月22日㈬ 12：30  護国神社

　　　 　職　　　場　　　例　　　会

別役　重具 会員

第2450回　例会報告／令和２年１月８日　天候　曇　時間変更例会

◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんばんは。
新年明けましておめでと
うございます。令和にな
って初めてのお正月、ご
家族と楽しい時間を過ご
されたでしょうか。また、

いい初夢を見られたでしょうか。
　さて、お正月につきものの「おせち料理」。
皆さんもご存知のとおり、おせちの一つ一つ
の料理には謂われがあります。黒豆はマメに
働けるように、邪気を払い無業息災を祝う。
数の子は子孫繁栄。田作り（ごまめ）は五穀
豊穣。紅白かまぼこの赤は魔除け、白は清浄
を意味し、紅白で縁起よし。同じような意味
で、紅白なますは祝いの水引にあやかった縁
起のよいもの。レンコンも酢の物にします
が、穴が多数あることから将来の見通しがき
く。ブリは出生魚にあやかったもの等々、さ
まざまな縁起をかつぐ意味が込められていま
す。
　おせちに限らず、私たちが食べているいろ
いろな食材には祖先の願いや知恵が込められ
ています。そんな祖先から受け継いできた食
べ物に感謝しながら、日ごろの食事もおいし
く残さずいただくようにしたいものです。
　箱根駅伝もお正月の風物詩の一つです。今

年は青山学院が昨年の雪辱を果たしました
が、いつ見ても、１人１人の選手が自分に託
された区間を全力で走り、仲間を信じてタス
キをつなぐ懸命な姿に感動させられます。
　今日から下期が始まりますが、言ってみれ
ば箱根の山を下る復路のスタートを切るわけ
です。私も自分の役割を精一杯果たし、次期
竹村会長年度へのタスキをしっかりつなぎた
いと思います。上期同様、岡本幹事をはじめ
理事・各委員長の支えと皆さまのご協力をよ
ろしくお願いいたします。
　皆さん、昨日は七草がゆで胃の方も少しは
回復しておられるでしょうから、今夜は年末
年始の話題など、話に花を咲かせながらご
ゆっくりお楽しみください。
◇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
　米山記念奨学生
　　レ・ティ・フィエンさん
◇ 米 山 記 念 奨 学 生 　 レ ・

ティ・フィエンさんに奨学
金をお渡ししました。

◇青少年奉仕委員会より
　RYLAセミナーの案内が届
いています。今年は３月19日
から22日まで開催されます。
参加希望者は委員会か事務局
まで。

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

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

◇１月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　永野　健生
　大川内孝典
　広瀬　雅彦
　山村　一正
　鬼田　知明
　猿田　隆夫
　松井　洋介　　窪田満里子
 ● 配偶者誕生日
　中西　祥子　　西森　美和　　岡本　千春
 ● 家庭記念日
　岡本　裕史　　髙橋　卓弥　　松﨑　郷輔
　後藤　典行
 ● 入会記念日
　永野　正将　　佐野　博三　　永　光男
　福岡満喜子　　前川美智子　　土居　祐三
　寺村　　勉

◇表　　彰
　西山忠利会員（ロータリー在籍50年以上）
　中平真理子会員
　（ＲＩ国際会議５回以上参加）
◇幹　事　報　告
・ガバナーエレクト事務所から年賀状が届い

ています。
・首里城の火災への支援金として、会員数×

300円と今週と来週のチビニコボックスの
分を拠出します。

・先ほどの理事会において、会計係の久松さ
んが亡くなられたことにより、後任として
松野会員にお願いすることとします。

・１月のロータリーレートは１ドル110円です。
・水曜会のバザーが１月12日㈰、10時から新

京橋プラザ前で開催されます。品物の提供
ありがとうございました。お手伝いもよろ
しくお願いします。

・２月26日、猿田会員のお祝い会を行いま
す。詳細は後日ご連絡します。

◇出席率報告

 ● 前川美智子　2020年・閏年、オリンピック
開催もあり、スポーツイヤーですネ。今から
楽しみです。本年も引き続きよろしくお願い
いたします。入会記念日のお礼、福岡さんと
同時入会して19回目となります。出会いに心
から感謝します。　　　
 ● 岡本淳一　明けましておめでとうございま
す。２日に京都の伏見稲荷に初詣に行ってき
ました。初おみくじは大吉、良い１年であり
ますようにと家内の誕生祝いのお礼。
 ● 窪田満里子　明けましておめでとうござい
ます。早いもので○○歳になりました。身体
に気を付けて健康第一でやりたいと思います。
 ● 山村一正　誕生記念ありがとうございます。
レベル52になりました。
 ● 松井洋介　誕生日のお祝いありがとうござ
います。１月17日でついに50歳になります。
皆さんにいろいろ教えていただいて楽しい50
代ライフを送りたいと思います。本年もよろ
しくお願いいたします。
 ● 広瀬雅彦　46回目の誕生日を迎えました。
今年もよろしくお願いします。
 ● 中西克行　妻の誕生祝いありがとうござい
ます。
 ● 西森良文　本日の会長のお着物、新春に映
え、あでやかでした。オリバーさん、寂しく
なりますね。Pleas say“I will be back”妻の
誕生祝いありがとうございました。ＴＶで配
偶者の呼び方が正しいのはとやっており、妻
が正解とあったので、今年から変えました。
 ● 松﨑郷輔　結婚記念日。
 ● 佐野博三　入会祝いありがとうございます。
 ● 福岡満喜子　入会お祝いありがとうござい
ました。今後ともよろしくお願い申し上げま
す。年末に市役所新庁舎落成祝いの式典に水
曜会が招待され、代表で出席してきました。
祝宴では、鏡開きをさせていただきました。

 ● 永光男　入会記念お礼。明けましておめ
でとうございます。今年もよろしくお願いい
たします。
 ● 土居祐三　明けましておめでとうございま
す。今年もよろしくお願いします。入会祝い
のお礼です。何年前に入会したかは定かでは
ありませんが、そこそこになりました。
 ● 永野正将　入会祝いありがとうございます。
今後とも末永くよろしくお願いします。
 ● 西山忠利　明けましておめでとうございま
す。本年もよろしく。ロータリー50年、記念
品頂きました。ありがとう。
 ● 早瀬源慶　年賀状欠礼。
 ● 石川　健　会長、幹事、ワインとツマミの
差し入れありがとうございました。おいしく
いただきました。
 ● 西森やよい　昨年末の夜間例会では、子連
れ参加させていただきありがとうございまし
た。皆さまから「大きくなった」とお声かけ
いただきまして、母親として感無量です。こ
れからも温かくお見守りくださいますようお
願いいたします。
 ● 野志征生　明けましておめでとうございま
す。本年もよろしくお願いいたします。
 ● ＳＡＡより　新年明けましておめでとうご
ざいます。本年もよろしくお願いします。
◇遅刻・早退　１件

１月８日

12月18日

総数
－3 54
－1 54

出席
44
41

欠席
2
0

メイク
アップ HC出席率

81.48％

75.93％

出席率
96.08％

100％

5
12

■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
２月５日㈬　観梅夜間例会（得月樓）
　　　　　　定例理事会
２月15日㈯　高知第Ⅰ分区・第Ⅱ分区Ｉ.Ｍ.

（高知ＲＣ・三翠園）
２月19日㈬　ロータリー休日
２月23日㈰　PETS・DTTS

（サンポート高松）

■例会変更のお知らせ
高知南ＲＣ　　１月９日㈭　新年夜間例会
高知中央ＲＣ　１月９日㈭　新年夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　１月14日㈫　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　１月17日㈮　新年夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　１月21日㈫　新年夜間例会
高知南ＲＣ　　１月30日㈭　職場例会
高知北ＲＣ　　２月３日㈪　職場例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　２月４日㈫　観梅夜間例会
高知中央ＲＣ　２月６日㈭　創立記念夜間例会
高知中央ＲＣ　２月13日㈭　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　２月17日㈪　ＩＭに振替
高知南ＲＣ　　２月20日㈭　夜間例会
高知ＲＣ　　　２月25日㈫　夜間例会
高知西ＲＣ　　２月28日㈮　夜間例会

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
859,212円

65,500円

924,712円

7,580円

0円

7,580円

866,792円

65,500円

932,292円

チビニコ 合　計

１月８日
今期の累計


