
高知東ロータリークラブ週報
第2407号

020月12日.2020

本日　２月12日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「知って得する資産運営セミナー」

第一生命高知支社 山本多美江 様

次週　２月19日㈬ 

　　　 　ロ　ー　タ　リ　ー　休　日

第2453回　例会報告／令和２年２月５日　天候　晴　観梅夜間例会（得月樓）

◇ロータリーソング
  「君が代」「四つのテスト」
  「ハッピーバースディ」
  「手に手つないで」
◇池田会長挨拶（香長ＲＣ）

　今日は、高知東ＲＣの
皆さま、水曜会の皆さま、
合同例会を開催いただき
誠にありがとうございま
す。今日は観梅会という
ことで、紅梅色のネクタ

イでまいりました。
　早春の行事として毎年楽しみにしている観
梅会です。今年の冬は記録的な暖冬で梅の状
態はどうかなと思っていましたが、このよう
に素晴らしい梅を愛でることができ、お世話
いただいた得月樓の皆さまに心より感謝いた
します。今後さらに、暖かい春へと向かい、
サクラ、次はサツキ、ツツジと花は移ってい
きますが、本日は百花の先駆けと言われてい
る梅の花を、香りとともに満喫させていただ
きたいと思います。
　私は、香長ＲＣでの会長挨拶では、健康を
テーマに取り上げています。今の最大の関心
事は、もちろんコロナウィルスによる新型肺
炎ですが、世界的レブルでパンデミックを起
こすかどうか、今月10日までが勝負だと言わ
れています。予防法としてはインフルエンザ
と同じで、人混みを避ける、手洗い、顔洗い、
うがい、マスクと十分な睡眠と休養、食べ過

ぎ・飲み過ぎに気を付けることだそうです。
私も、今日は飲み過ぎないように気を付けた
いと思います。
◇前川会長挨拶（高知東ＲＣ）

　皆さん、こんばんは。
今日は恒例の観梅夜間例
会です。今年も香長ＲＣ
の皆さんはじめ、水曜会、
米山記念奨学生をお迎え
して、得月樓さんの見事

な盆梅を楽しみながら、交流を深めていただ
ければと思います。
　ご存知のとおり、得月樓さんの盆梅は、初
代が明治30年ごろから蒐集され、多くの文人
墨客に愛され、今では300鉢余りの盆梅が、
訪れる人の目を楽しませています。日本の春
は、梅に始まって、桃、桜と順番に花が咲き、
それぞれの花見を楽しみながら、暮らしの中
に季節の移りを感じてきました。梅の開花に
春の訪れを感じ、３月の桃の節句、そして満
開の桜の下で宴を開き、春爛漫を満喫します。
　高知の観光も開幕され、多くの観光客で今
年も賑やかになればと思っていますが、世間
を揺るがす新型コロナウィルスの脅威は恐ろ
しく、経済・観光だけでなく命にかかわるだ
けに、非常に心配されます。手洗い、うがい、
マスクの着用と同時に、食事も良質なたんぱ
く質、ビタミンをしっかりとり、抵抗力をつ
けていきたいと思います。日常の安泰をただ
ただ祈るばかりです。

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

　ところで、昨日４日は立春でした。茶摘み
の八十八夜も立春から数えます。そして、二
百十日などの起算日で、実際にはまだ寒い日
が多いのですが、暦の上ではこの日から春が
始まります。この前日、３日が節分。本来、
節分とは立春・立夏・立秋・立冬、それぞれ
の前日のことですが、今では節分といえば立
春の前日を指します。これは元日と大晦日の
関係と同じような意味を持ち、それまでの邪
気を払い、新たな１年の無病息災を祈る日と
されています。
　節分には豆まきをして、その豆を年の数、
もしくは一つ多く食べると健康になると言わ
れています。そして、恵方巻。その年の恵方、
縁起がよいとされる方角を向いて、黙って丸
かじりすると願いが叶うそうです。
　皆さんも一昨日の節分では、この１年の厄
を祓い、無病息災・念願成就をお祈りされた
ことと思います。これで今年も安泰というこ
とで、今夜は心置きなく梅を目で、香りに癒
やされ、おいしいお酒とお食事を楽しみなが
ら、和気藹々のひとときをお過ごしください。
◇来訪ロータリアン及びお客さま（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
　春田　典之

◎水曜会
　石川　博子　　沖　伸歩子　　猿田　静子
　寺村みゆき　　別役　佳代　　松﨑　範子
◎米山記念奨学生　　レティ・フィ・エン
◎ピアノ伴奏　　小笠原貴美子
◇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。
◇２月の会員祝日（敬称略）
◎高知東ＲＣ
 ● 会員誕生日
　山崎　敏朗　　後藤　典行　　福岡満喜子
　中平真理子
 ● 配偶者誕生日
　鬼田　綾子　　佐野　節子　　西森　冬弦
　沖　伸歩子　　前田　　紀
 ● 家庭記念日
　大川内孝典　　野志　征生　　寺村　　勉
　浦田　健治　　島村　信一　　永　光男
　松岡　英雄
 ● 入会記念日
　中平真理子
◎香長ＲＣ
 ● 家庭記念日
　池田　隆志
◇幹　事　報　告
・2530地区から福島復興フォーラムの案内が

きています。３月21日、22日開催。

◇出席率報告

 ● 前川美智子　香長ＲＣの皆さまと本日はご
一緒に楽しい時間を過ごすことができ、あり
がとうございました。得月樓の梅の他にも高
知城や白木谷、土佐山の梅林など、高知も多
くの梅が楽しめますが、お城下の土佐女子
中・高等学校の北東にも、何種類もの梅が咲
きます。校章が梅の花に納得したことでした。
 ● 岡本淳一　２月１日よりタクシー代金が値
上げになりました。約10％上がりました。タ
クシー業界を代表してすみません。
 ● 近森範久　先月の東酔会には23名と多数の
ご参加いただきましてありがとうございまし
た。また、講師の役割をお受けいただきまし
た猿田会員ありがとうございました。無事に
担当の役割を果たせましたこと、感謝申し上
げます。

 ● 佐野博三　昨夜、日台親善協会の会があり
ましたが、すっかり忘れており、中平さんか
ら呼び出され、あわてて出席しました。今日
はよく覚えていて６時にきました。妻の誕生
日、ありがとうございます。
 ● 前田　博　家内誕生祝いありがとうござい
ました。
 ● 西山忠利　１年振りの観梅会、あっという
間の１年でした。
 ● 中平真理子　入会記念とお誕生祝いありが
とうございました。節分の豆を食べるのが大
変です。
 ● 福岡満喜子　誕生日のお祝いありがとうご
ざいます。健康な身体に生んでくれた両親に
感謝です。
 ● 永光男　結婚記念日。40年、家内がルビ
ーがどうとか、こうとか言っていたが、耳が
遠くなって聞こえん。
 ● 浦田健治　妻の誕生祝いありがとうござい
ました。孫の世話でてんやわんやです。
 ● ＳＡＡ　本日をもちまして、本年度のニコ
ニコが100万円を超えました。ありがとうご
ざいます。

■高知東ＲＣ当面の日程
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）
３月４日㈬　定例理事会
情報集会
　３月10日㈫～12日㈭　18:30（得月樓）
　３月11日㈬　13:30（ザ クラウンパレス）
３月15日㈰　地区研修・協議会

（サンポート高松）
３月25日㈬　役員会
４月１日㈬　定例理事会
４月８日㈬　第５回クラブ協議会（次年度）
４月15日㈬　８ＲＣ合同夜間例会
　　　　　　　　　（ザ クラウンパレス）
４月22日㈬　役員会
４月29日㈬　休会（国民の休日）

■例会変更のお知らせ
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
高知北ＲＣ　　３月９日㈪　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　３月16日㈪　職場例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　３月17日㈫　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　３月19日㈭　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　３月24日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　３月26日㈭　花見例会
高知中央ＲＣ　３月26日㈭　花見夜間例会
高知北ＲＣ　　３月30日㈪　3/29花見例会に振替

● ニコニコ箱 ●

先週まで
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 ● 永光男　結婚記念日。40年、家内がルビ
ーがどうとか、こうとか言っていたが、耳が
遠くなって聞こえん。
 ● 浦田健治　妻の誕生祝いありがとうござい
ました。孫の世話でてんやわんやです。
 ● ＳＡＡ　本日をもちまして、本年度のニコ
ニコが100万円を超えました。ありがとうご
ざいます。

■高知東ＲＣ当面の日程
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）
３月４日㈬　定例理事会
情報集会
　３月10日㈫～12日㈭　18:30（得月樓）
　３月11日㈬　13:30（ザ クラウンパレス）
３月15日㈰　地区研修・協議会

（サンポート高松）
３月25日㈬　役員会
４月１日㈬　定例理事会
４月８日㈬　第５回クラブ協議会（次年度）
４月15日㈬　８ＲＣ合同夜間例会
　　　　　　　　　（ザ クラウンパレス）
４月22日㈬　役員会
４月29日㈬　休会（国民の休日）

■例会変更のお知らせ
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
高知北ＲＣ　　３月９日㈪　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　３月16日㈪　職場例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　３月17日㈫　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　３月19日㈭　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　３月24日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　３月26日㈭　花見例会
高知中央ＲＣ　３月26日㈭　花見夜間例会
高知北ＲＣ　　３月30日㈪　3/29花見例会に振替

● ニコニコ箱 ●
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本日　２月12日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「知って得する資産運営セミナー」

第一生命高知支社 山本多美江 様

次週　２月19日㈬ 

　　　 　ロ　ー　タ　リ　ー　休　日

第2453回　例会報告／令和２年２月５日　天候　晴　観梅夜間例会（得月樓）

◇ロータリーソング
  「君が代」「四つのテスト」
  「ハッピーバースディ」
  「手に手つないで」
◇池田会長挨拶（香長ＲＣ）

　今日は、高知東ＲＣの
皆さま、水曜会の皆さま、
合同例会を開催いただき
誠にありがとうございま
す。今日は観梅会という
ことで、紅梅色のネクタ

イでまいりました。
　早春の行事として毎年楽しみにしている観
梅会です。今年の冬は記録的な暖冬で梅の状
態はどうかなと思っていましたが、このよう
に素晴らしい梅を愛でることができ、お世話
いただいた得月樓の皆さまに心より感謝いた
します。今後さらに、暖かい春へと向かい、
サクラ、次はサツキ、ツツジと花は移ってい
きますが、本日は百花の先駆けと言われてい
る梅の花を、香りとともに満喫させていただ
きたいと思います。
　私は、香長ＲＣでの会長挨拶では、健康を
テーマに取り上げています。今の最大の関心
事は、もちろんコロナウィルスによる新型肺
炎ですが、世界的レブルでパンデミックを起
こすかどうか、今月10日までが勝負だと言わ
れています。予防法としてはインフルエンザ
と同じで、人混みを避ける、手洗い、顔洗い、
うがい、マスクと十分な睡眠と休養、食べ過

ぎ・飲み過ぎに気を付けることだそうです。
私も、今日は飲み過ぎないように気を付けた
いと思います。
◇前川会長挨拶（高知東ＲＣ）

　皆さん、こんばんは。
今日は恒例の観梅夜間例
会です。今年も香長ＲＣ
の皆さんはじめ、水曜会、
米山記念奨学生をお迎え
して、得月樓さんの見事

な盆梅を楽しみながら、交流を深めていただ
ければと思います。
　ご存知のとおり、得月樓さんの盆梅は、初
代が明治30年ごろから蒐集され、多くの文人
墨客に愛され、今では300鉢余りの盆梅が、
訪れる人の目を楽しませています。日本の春
は、梅に始まって、桃、桜と順番に花が咲き、
それぞれの花見を楽しみながら、暮らしの中
に季節の移りを感じてきました。梅の開花に
春の訪れを感じ、３月の桃の節句、そして満
開の桜の下で宴を開き、春爛漫を満喫します。
　高知の観光も開幕され、多くの観光客で今
年も賑やかになればと思っていますが、世間
を揺るがす新型コロナウィルスの脅威は恐ろ
しく、経済・観光だけでなく命にかかわるだ
けに、非常に心配されます。手洗い、うがい、
マスクの着用と同時に、食事も良質なたんぱ
く質、ビタミンをしっかりとり、抵抗力をつ
けていきたいと思います。日常の安泰をただ
ただ祈るばかりです。

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

　ところで、昨日４日は立春でした。茶摘み
の八十八夜も立春から数えます。そして、二
百十日などの起算日で、実際にはまだ寒い日
が多いのですが、暦の上ではこの日から春が
始まります。この前日、３日が節分。本来、
節分とは立春・立夏・立秋・立冬、それぞれ
の前日のことですが、今では節分といえば立
春の前日を指します。これは元日と大晦日の
関係と同じような意味を持ち、それまでの邪
気を払い、新たな１年の無病息災を祈る日と
されています。
　節分には豆まきをして、その豆を年の数、
もしくは一つ多く食べると健康になると言わ
れています。そして、恵方巻。その年の恵方、
縁起がよいとされる方角を向いて、黙って丸
かじりすると願いが叶うそうです。
　皆さんも一昨日の節分では、この１年の厄
を祓い、無病息災・念願成就をお祈りされた
ことと思います。これで今年も安泰というこ
とで、今夜は心置きなく梅を目で、香りに癒
やされ、おいしいお酒とお食事を楽しみなが
ら、和気藹々のひとときをお過ごしください。
◇来訪ロータリアン及びお客さま（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
　春田　典之

◎水曜会
　石川　博子　　沖　伸歩子　　猿田　静子
　寺村みゆき　　別役　佳代　　松﨑　範子
◎米山記念奨学生　　レティ・フィ・エン
◎ピアノ伴奏　　小笠原貴美子
◇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。
◇２月の会員祝日（敬称略）
◎高知東ＲＣ
 ● 会員誕生日
　山崎　敏朗　　後藤　典行　　福岡満喜子
　中平真理子
 ● 配偶者誕生日
　鬼田　綾子　　佐野　節子　　西森　冬弦
　沖　伸歩子　　前田　　紀
 ● 家庭記念日
　大川内孝典　　野志　征生　　寺村　　勉
　浦田　健治　　島村　信一　　永　光男
　松岡　英雄
 ● 入会記念日
　中平真理子
◎香長ＲＣ
 ● 家庭記念日
　池田　隆志
◇幹　事　報　告
・2530地区から福島復興フォーラムの案内が

きています。３月21日、22日開催。

◇出席率報告

 ● 前川美智子　香長ＲＣの皆さまと本日はご
一緒に楽しい時間を過ごすことができ、あり
がとうございました。得月樓の梅の他にも高
知城や白木谷、土佐山の梅林など、高知も多
くの梅が楽しめますが、お城下の土佐女子
中・高等学校の北東にも、何種類もの梅が咲
きます。校章が梅の花に納得したことでした。
 ● 岡本淳一　２月１日よりタクシー代金が値
上げになりました。約10％上がりました。タ
クシー業界を代表してすみません。
 ● 近森範久　先月の東酔会には23名と多数の
ご参加いただきましてありがとうございまし
た。また、講師の役割をお受けいただきまし
た猿田会員ありがとうございました。無事に
担当の役割を果たせましたこと、感謝申し上
げます。

 ● 佐野博三　昨夜、日台親善協会の会があり
ましたが、すっかり忘れており、中平さんか
ら呼び出され、あわてて出席しました。今日
はよく覚えていて６時にきました。妻の誕生
日、ありがとうございます。
 ● 前田　博　家内誕生祝いありがとうござい
ました。
 ● 西山忠利　１年振りの観梅会、あっという
間の１年でした。
 ● 中平真理子　入会記念とお誕生祝いありが
とうございました。節分の豆を食べるのが大
変です。
 ● 福岡満喜子　誕生日のお祝いありがとうご
ざいます。健康な身体に生んでくれた両親に
感謝です。
 ● 永光男　結婚記念日。40年、家内がルビ
ーがどうとか、こうとか言っていたが、耳が
遠くなって聞こえん。
 ● 浦田健治　妻の誕生祝いありがとうござい
ました。孫の世話でてんやわんやです。
 ● ＳＡＡ　本日をもちまして、本年度のニコ
ニコが100万円を超えました。ありがとうご
ざいます。

■高知東ＲＣ当面の日程
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）
３月４日㈬　定例理事会
情報集会
　３月10日㈫～12日㈭　18:30（得月樓）
　３月11日㈬　13:30（ザ クラウンパレス）
３月15日㈰　地区研修・協議会

（サンポート高松）
３月25日㈬　役員会
４月１日㈬　定例理事会
４月８日㈬　第５回クラブ協議会（次年度）
４月15日㈬　８ＲＣ合同夜間例会
　　　　　　　　　（ザ クラウンパレス）
４月22日㈬　役員会
４月29日㈬　休会（国民の休日）

■例会変更のお知らせ
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
高知北ＲＣ　　３月９日㈪　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　３月16日㈪　職場例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　３月17日㈫　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　３月19日㈭　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　３月24日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　３月26日㈭　花見例会
高知中央ＲＣ　３月26日㈭　花見夜間例会
高知北ＲＣ　　３月30日㈪　3/29花見例会に振替
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◇ロータリーソング
  「君が代」「四つのテスト」
  「ハッピーバースディ」
  「手に手つないで」
◇池田会長挨拶（香長ＲＣ）

　今日は、高知東ＲＣの
皆さま、水曜会の皆さま、
合同例会を開催いただき
誠にありがとうございま
す。今日は観梅会という
ことで、紅梅色のネクタ

イでまいりました。
　早春の行事として毎年楽しみにしている観
梅会です。今年の冬は記録的な暖冬で梅の状
態はどうかなと思っていましたが、このよう
に素晴らしい梅を愛でることができ、お世話
いただいた得月樓の皆さまに心より感謝いた
します。今後さらに、暖かい春へと向かい、
サクラ、次はサツキ、ツツジと花は移ってい
きますが、本日は百花の先駆けと言われてい
る梅の花を、香りとともに満喫させていただ
きたいと思います。
　私は、香長ＲＣでの会長挨拶では、健康を
テーマに取り上げています。今の最大の関心
事は、もちろんコロナウィルスによる新型肺
炎ですが、世界的レブルでパンデミックを起
こすかどうか、今月10日までが勝負だと言わ
れています。予防法としてはインフルエンザ
と同じで、人混みを避ける、手洗い、顔洗い、
うがい、マスクと十分な睡眠と休養、食べ過

ぎ・飲み過ぎに気を付けることだそうです。
私も、今日は飲み過ぎないように気を付けた
いと思います。
◇前川会長挨拶（高知東ＲＣ）

　皆さん、こんばんは。
今日は恒例の観梅夜間例
会です。今年も香長ＲＣ
の皆さんはじめ、水曜会、
米山記念奨学生をお迎え
して、得月樓さんの見事

な盆梅を楽しみながら、交流を深めていただ
ければと思います。
　ご存知のとおり、得月樓さんの盆梅は、初
代が明治30年ごろから蒐集され、多くの文人
墨客に愛され、今では300鉢余りの盆梅が、
訪れる人の目を楽しませています。日本の春
は、梅に始まって、桃、桜と順番に花が咲き、
それぞれの花見を楽しみながら、暮らしの中
に季節の移りを感じてきました。梅の開花に
春の訪れを感じ、３月の桃の節句、そして満
開の桜の下で宴を開き、春爛漫を満喫します。
　高知の観光も開幕され、多くの観光客で今
年も賑やかになればと思っていますが、世間
を揺るがす新型コロナウィルスの脅威は恐ろ
しく、経済・観光だけでなく命にかかわるだ
けに、非常に心配されます。手洗い、うがい、
マスクの着用と同時に、食事も良質なたんぱ
く質、ビタミンをしっかりとり、抵抗力をつ
けていきたいと思います。日常の安泰をただ
ただ祈るばかりです。
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　ところで、昨日４日は立春でした。茶摘み
の八十八夜も立春から数えます。そして、二
百十日などの起算日で、実際にはまだ寒い日
が多いのですが、暦の上ではこの日から春が
始まります。この前日、３日が節分。本来、
節分とは立春・立夏・立秋・立冬、それぞれ
の前日のことですが、今では節分といえば立
春の前日を指します。これは元日と大晦日の
関係と同じような意味を持ち、それまでの邪
気を払い、新たな１年の無病息災を祈る日と
されています。
　節分には豆まきをして、その豆を年の数、
もしくは一つ多く食べると健康になると言わ
れています。そして、恵方巻。その年の恵方、
縁起がよいとされる方角を向いて、黙って丸
かじりすると願いが叶うそうです。
　皆さんも一昨日の節分では、この１年の厄
を祓い、無病息災・念願成就をお祈りされた
ことと思います。これで今年も安泰というこ
とで、今夜は心置きなく梅を目で、香りに癒
やされ、おいしいお酒とお食事を楽しみなが
ら、和気藹々のひとときをお過ごしください。
◇来訪ロータリアン及びお客さま（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
　春田　典之

◎水曜会
　石川　博子　　沖　伸歩子　　猿田　静子
　寺村みゆき　　別役　佳代　　松﨑　範子
◎米山記念奨学生　　レティ・フィ・エン
◎ピアノ伴奏　　小笠原貴美子
◇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。
◇２月の会員祝日（敬称略）
◎高知東ＲＣ
 ● 会員誕生日
　山崎　敏朗　　後藤　典行　　福岡満喜子
　中平真理子
 ● 配偶者誕生日
　鬼田　綾子　　佐野　節子　　西森　冬弦
　沖　伸歩子　　前田　　紀
 ● 家庭記念日
　大川内孝典　　野志　征生　　寺村　　勉
　浦田　健治　　島村　信一　　永　光男
　松岡　英雄
 ● 入会記念日
　中平真理子
◎香長ＲＣ
 ● 家庭記念日
　池田　隆志
◇幹　事　報　告
・2530地区から福島復興フォーラムの案内が

きています。３月21日、22日開催。

◇出席率報告

 ● 前川美智子　香長ＲＣの皆さまと本日はご
一緒に楽しい時間を過ごすことができ、あり
がとうございました。得月樓の梅の他にも高
知城や白木谷、土佐山の梅林など、高知も多
くの梅が楽しめますが、お城下の土佐女子
中・高等学校の北東にも、何種類もの梅が咲
きます。校章が梅の花に納得したことでした。
 ● 岡本淳一　２月１日よりタクシー代金が値
上げになりました。約10％上がりました。タ
クシー業界を代表してすみません。
 ● 近森範久　先月の東酔会には23名と多数の
ご参加いただきましてありがとうございまし
た。また、講師の役割をお受けいただきまし
た猿田会員ありがとうございました。無事に
担当の役割を果たせましたこと、感謝申し上
げます。

 ● 佐野博三　昨夜、日台親善協会の会があり
ましたが、すっかり忘れており、中平さんか
ら呼び出され、あわてて出席しました。今日
はよく覚えていて６時にきました。妻の誕生
日、ありがとうございます。
 ● 前田　博　家内誕生祝いありがとうござい
ました。
 ● 西山忠利　１年振りの観梅会、あっという
間の１年でした。
 ● 中平真理子　入会記念とお誕生祝いありが
とうございました。節分の豆を食べるのが大
変です。
 ● 福岡満喜子　誕生日のお祝いありがとうご
ざいます。健康な身体に生んでくれた両親に
感謝です。
 ● 永光男　結婚記念日。40年、家内がルビ
ーがどうとか、こうとか言っていたが、耳が
遠くなって聞こえん。
 ● 浦田健治　妻の誕生祝いありがとうござい
ました。孫の世話でてんやわんやです。
 ● ＳＡＡ　本日をもちまして、本年度のニコ
ニコが100万円を超えました。ありがとうご
ざいます。

■高知東ＲＣ当面の日程
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）
３月４日㈬　定例理事会
情報集会
　３月10日㈫～12日㈭　18:30（得月樓）
　３月11日㈬　13:30（ザ クラウンパレス）
３月15日㈰　地区研修・協議会

（サンポート高松）
３月25日㈬　役員会
４月１日㈬　定例理事会
４月８日㈬　第５回クラブ協議会（次年度）
４月15日㈬　８ＲＣ合同夜間例会
　　　　　　　　　（ザ クラウンパレス）
４月22日㈬　役員会
４月29日㈬　休会（国民の休日）

■例会変更のお知らせ
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
高知北ＲＣ　　３月９日㈪　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　３月16日㈪　職場例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　３月17日㈫　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　３月19日㈭　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　３月24日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　３月26日㈭　花見例会
高知中央ＲＣ　３月26日㈭　花見夜間例会
高知北ＲＣ　　３月30日㈪　3/29花見例会に振替

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
982,312円

31,000円

1,013,312円

7,822円

0円

7,822円

990,134円

31,000円

1,021,134円

チビニコ 合　計

２月５日
今期の累計

２月５日

１月22日

総数
－3 54
－5 54

出席
33
34

欠席
6
0

メイク
アップ HC出席率

61.11％

64.81％

出席率
88.24％

100％

12
15


