
高知東ロータリークラブ週報
第2449号

060月30日.2021

本日　６月30日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　最終例会（お弁当持ち帰り例会）

　  
次週　７月７日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　会 長 ク ラ ブ 運 営 方 針 発 表

第2495回　例会報告／令和３年６月16日　天候　雨
◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」
  「歓迎の歌」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
今年度はもう例会取り消
しはないだろうと、それ
なりの確信と大きな期待
をしていましたが、理事
の皆さんと情報共有しな

がら、２回の例会を取り消しをいたしました。
そんな中、ワクチンの接種率が40％を超える
と感染者数が急激に減るという事例が、世界
のある地域で起きてるようです。高知もそう
いう環境に早くなることを期待したいと思い
ます。
　本日は非常に嬉しいことがあります。新し
い仲間、山下龍祐さんが東クラブに入会して
くださいました。心から歓迎申し上げます。
ようこそ東クラブへ。そして、山下さんをご
紹介いただいた前田さん、どうもありがとう
ございました。お礼申し上げます。
　さて「禍福は糾える縄の如し」という諺が
あります。残念ながら、このコロナ禍という
のは社会全体で見ると不幸といわざるを得ま
せん。そのレベルが全世界に広がっているこ
とから見ても、近年類を見ないことです。た
だ、この諺どおりだと不幸なコロナ禍の次に
は幸せが来るということですが、あまりにも

内容が大きいがために、どのような幸せが来
るのか想像がつきません。
　今朝少し期待できるニュースがありました。
ワクチン接種が非常に進んでいるアメリカで
は、庶民の中で、この１年以内に行けなかっ
た旅行にぜひ行きたいと計画をしている方が
非常に多くなってるということです。つまり、
リバウンド需要について、大きく期待してい
るところがあります。もちろん、日本でもそ
の内、ワクチン接種が進んで通常の生活が戻
ってくるとは思いますが、リバウンドでもな
んでもいいので、とにかく経済が持ち直す大
きな動きが出てくることを期待したいと思い
ます。高知にいる私としては、まずは、心お
きなくお酒が飲める環境が早く訪れることを
願っています。
　レターボックスが新しくなっています。こ
のレターボックスに、たくさんの幸せなこと、
いいことが入ってくれるように期待したいと
思っています。
◇新入会員紹介
　　　　　　•氏　　名　山下　龍祐
　　　　　　•生年月日　1973年５月21日
　　　　　　•職　　業　株式会社ボルダ
　　　　　　　　　　　　代表取締役社長
　　　　　　•配　偶　者　佐記
•趣　　味　アウトドア全般
•専属アドバイザー　寺村　勉会員
•山下龍祐氏挨拶
　私は、デザインや広告やマーケティングと

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

いったクリエイティブ業に従事しています。
高知、東京で経験をした後、2013年に個人事
務所を開業しました。今年の４月に法人化と
なったタイミングで前田さんからお話をいた
だき、今回入会の運びとなりました。今まで
はクライアントさんや自分のことで精いっぱ
いだったんですが、視野を広げ社会貢献でき
るいい機会だと思い参加させていただくこと
にしました。これからもよろしくお願いいた
します。
◇年度会計方針について（西内副幹事より）
　次年度の予算編成についてご説明いたしま
す。まず、皆さんに再度確認していただきた
いことは、寺村さんから提示された、ニコニ
コ箱は任意の寄付金であり、本会計に流用す
ることは会費負担の平等性に反するというこ
とです。この件は２年前の岡本幹事のときか
らの検討課題で、次年度予算ではニコニコ箱
の特別会計から一般会計への振替えはしない
ということが1番の変更点です。
　しかし、そうすると事業費とクラブ費にお
いて、100万円ほどの赤字になります。予算
上それを回避するためには、理想は会員数を
増やすことですが、これは不確実なことです。
現実的には会費を上げるか、経費を抑えるか
どちらかになります。次年度では会費を上げ
ることは考えていませんので、経費をいかに
抑えるか、過去２年間のコロナの影響のなか
った寺尾年度とコロナの影響下にあった前川
年度の元帳と他クラブの予算書を検討してき
ました。
　その結果、１番目、飲食を共にする会議へ
の補助金（40万円ほど）を次年度より義務的
な出席、会長幹事会とクラブ協議会等を除い
てカットします。
　２番目、平等性という観点から、ゴルフ等
の同好会への補助もカットします。但し、ニ
コニコ箱は善意の寄付金という趣旨から、小
笠原さんへのお礼、新入会員等へのお花代、
水曜会への寄付、お遍路への寄付はニコニコ
箱から出します。新入会員及び退会会員への
歓送別会会費等も特別会計から負担します。
これらにより110万円ほどの経費削減が可能
となります。
　次年度もコロナ禍において、奉仕活動が十
分に行えないこともあると思います。予算上

削減金額は確保できましたが、必要な奉仕活
動の予算が足らない場合は、従来どおり予備
費を活用していきます。また、ニコニコ箱を
本会計に振替えないことで、特別会計は年々
増えていきますが、これは緊急義援金や寄付
金等の支出、また、60周年記念事業へ会員の
積み立てなしに、ここから支出することも考
えられます。
　初めてのニコニコ箱からの振替えなしの予
算で、いろんな問題点も出てくると思います
が、今後の幹事さんには、より良い予算を作
っていただきたいと思います。
　追加ですが、クラブ計画書のニックネーム
を変更される方は、私までご連絡ください。
よろしくお願いいたします。
◇６月の会員祝日（敬称略）
•会員誕生日
　島村　信一
　武吉　佳月
　田中　伸樹
　森田　倫光
•配偶者誕生日
　近森　東香　　柳澤　順子
•家庭記念日
　永野　正将　　西森　　大　　前川美智子
　野町　和也
•入会記念日
　石川　　健　　岡本　裕史　　西村　美香
　岡　今朝男　　島村　信一　　竹村　克彦
　武吉　佳月　　岡﨑　勇樹
◇会　長　報　告　
・今日から事務局に近森さんが新しく入られ
て、河野さんと二人体制になっています。
◇近森ミナさん挨拶
　６月から事務局でお世話になります近森ミ
ナです。まだ何も分からないことばかりです
が、早くお役に立てるように頑張りますので
よろしくお願いいたします。
◇幹　事　報　告　
・６月のロータリーレートは１ドル109円です。
・本日例会終了後、理事会を開催し、最終夜
間例会について協議させていただき、その
後、皆さまへご連絡します。

◎ＳＡＡ（発表：松岡英雄）
•会長、幹事、各委員会
　と連携を図り、和やか
　で楽しい例会となるよ
　うに努めました。ホテ
　ルと連携をしながら、
　会員同士が和やかに食

　事できるように配席と食事内容を考えまし
　た。また、食事のロスをなくすために、翌
　月の予定と一緒に出欠の連絡をお願いしま
　した。
•ソングリーダーは、親睦委員会にお願いい
たしました。
•ビジターは、あまりたくさんおいでません
でしたが、ビジターを歓迎し、リラックス
できるように努めました。
•会員誕生日、配偶者誕生日、家庭記念日、
入会記念日、それぞれ喜んでいただけるよ
うな記念品を用意しました。
•ニコニコ箱は、会員が自発的にご協力いた
だけるようにお願いをいたしました。
◎会計（発表：寺村　勉）

　会計の役目は会費がち
ゃんと入っているか、適
切に支払いが出来ている
か等々、資産表でチェッ
クをしてモニタリングを
するということが１点目。

毎回の例会時に、河野さんが作成した振替伝
票へのサイン、銀行の振込用紙や小切手の押
印といったことが主だった仕事です。
　１月20日、ニコニコ箱から本会計へ入れる
のはいかがなものかということに対して、提
言を行いました。結果は先ほど、西内さんか
ら報告があったとおり、新たなステージへ上
がっていくということで、ご理解のほど、よ
ろしくお願いします。河野さん１年間ありが
とうございました。本当に適切にサポートし
ていただいて、いい会計ができたと思ってい
ます。
◎職業奉仕委員会（発表：松本隆之）
　職業奉仕というのは、私の中では大きな
ロータリークラブの活動の柱であり、その目
的は常日頃の自分の事業運営に生きていると

考えています。
•第１例会での「四つの
　テスト」の唱和、新入
　会員への綱領等の配布
　を行いました。
•１月の職業奉仕月間に、

プログラム委員会と連携して職場例会を市
役所の新庁舎で行う予定でしたが、コロナ
の感染拡大により中止となりました。
　コロナ禍で、委員長としてさしたる活動も
できず、悔しい思いで過ごした１年でした。
次年度はコロナが収まり、職業奉仕を実践で
きるように祈念してご報告とさせていただき
ます。１年間ありがとうございました。
◎社会奉仕委員会（発表：西村美香）

•コロナ禍で７月の浦戸
　湾七河川一斉清掃と１
　月の水曜会のバザーは
　中止となりました。
•７月に開催された奉仕
　プロジェクト研究会に

　は参加しました。
•９月30日、コロナ禍で、よりサポートを必
要とする子どもたちへの支援、居場所づく
りに奔走される子ども支援ネット「みんな
のひろっぱ」代表・中島香織弁護士を講師
としてお招きし、厳しい環境を生きる子ど
もたちへのサポートについて、卓話をして
いただきました。
　この卓話をきっかけに、支援ネットに対
する応援をいただき、この場をお借りして
お礼申し上げます。
•12月４日、地域発展及び青少年健全育成の
ための、市内繁華街年末防犯パトロールを
高知警察署生活安全課と合同で実施し、28
名が参加。コロナ感染防止のため、マスク、
手袋の着用を徹底をした上で、防犯チラシ
とともにエコバックと除菌シートを配布し
防犯を呼びかけました。
•四国八十八カ所への支援は例年どおり行い
ました。
　その他、赤い羽根共同募金テーマ型基金
への募金のお願い等、１年間ありがとうご
ざいました。

◎米山奨学会委員会（発表：中越貴宣）
•普通寄付は、1人6,000
　円、トータルで31万
　2,000円を寄付。
•特別寄付は、早瀬会員、
　前川会員に寄付をして
　いただきました。

•米山講は５名（１人10万円）。今年度は五
百蔵会員、岡本淳一会員、島村会員、髙橋
会員、前川会員が米山功労者として表彰さ
れました。
•2020年７月、特別寄付が1,400万円を超え
たということで、第14回米山功労クラブと
して表彰されました。
　寄付以外の活動としては、昨年９月26日に
カルポートで開催された、第2670地区米山奨
学委員会の高知第Ⅰ、第Ⅱ分区協議会に出席。
奨学生５名の卓話などを聞いてまいりました。
また、１月13日、米山奨学生フィエンさんの
卓話を実施しました。もう一、二名の奨学生
に卓話をお願いしたかったのですが、コロナ
禍で実現できませんでしたので、次年度お願
いしたいと思います。
◎クラブ奉仕委員会（発表：中平真理子）

　コロナ禍で各委員会活
動も大変だったことと思
います。もう少し各委員
会と密にコミュニケーシ
ョンを取りながらやって
いかなければいけなかっ

たのですが、そういう機会を持つことも難し
く、本当に申し訳なく思っております。各委
員会の皆さま本当にありがとうございました。

◎雑誌・会報委員会（発表：関　淑公）
　小比賀さんの退会とい
う思いがけないアクシデ
ントがありましたが、永
野さんが遅れることなく
週報の発行に努めてくだ
さいました。また、ロー

タリーの友、その他の印刷物についても、遅
滞なくお配りできました。私は大した務めを
果たしておりませんが、旅行の記事を何回か
週報に載せていただきました。ロータリー歴
40年、旅行記を執筆したことが週報に残って
おります。70枚ぐらいありました。最後に週
報に必要な写真をご提供いただいた皆さまに
心からお礼を申し上げたいと思います。
◎出席委員会（発表：浦田健治）

　まず、皆さまの協力の
お陰で出席率100％が続
けられましたこと、お礼
申し上げます。
　コロナ禍で例会取消が
しばしばありました。や

むを得ないこととはいえ、ロータリー活動が
停滞したことは誠に残念で、出席委員会とし
て何も提案できなかったことは、情けなく
思っております。
　出席委員会の最後のご奉公として、60％
ルールの順守について、あえて一言申し上げ
ます。例会は12時半から１時半の60分間、
60％ルールで36分は例会場にいないと、実は
欠席扱いとなります。特に早退の場合、13時
６分以降でないと早退として認められないの
ですが、会場設営の関係で出席委員も見えな

いところで、少し早めに早退する方があった
ように思います。ただ、ＳＡＡさん以外はな
かなか注意することができません。なので、
ＳＡＡさんはいやな役目ですが「もうちょっ
と居てください」というふうに言っていただ
くようお願いすべきでした。
　メイキャップについても、全出席日の60％

は本会、つまり東ロータリーの例会に出席し
なければいけないというルールもあります。
会員歴の浅い方は、あまり意識されてないと
思いますし、コロナ禍にあってついついなし
崩しになってしまいそうに思いますので、ぜ
ひ皆さん意識し合って守っていただければと
思います。

◇出席率報告

•竹村克彦　入会記念品のお礼。山下さんよ
うこそ高知東ＲＣへ。
•西森やよい　皆さま、久しぶりの例会とな
りました。お目にかかれてとても嬉しいです。
雨の中、ご参集くださり、ありがとうござい
ます。
•土居祐三　何か気分がモヤモヤするんで、
気分転換にニコニコします。山下さん、入会
おめでとうございます。よろしくお願いしま
す。
•寺村　勉　今日は全員の席にニコニコ袋が
置かれていましたので、ニコニコへ。
•市川哲司　思いもよらず、先日のゴルフの
ホタル会で優勝しました。これも私とゴルフ
をお付き合いしてくれた方々のおかげです。
ありがとうございました。
•前川美智子　白内障の手術をしました。見
えすぎてびっくりしています。これほど、自
分に合った視力が回復するとは想像以上です。
良く見えすぎて、特にホコリが、毎日部屋の
掃除の大忙しです。手元も老眼鏡も要らず仕
事がスムーズにはかどります。６月の入籍記
念日です。忘れかけていました。記念品のプ

レゼントを頂きありがとうございます。
•前田　博　山下くんの入会を記念してニコ
ニコ！
•山下龍祐　本日より入会させていただきま
した。よろしくお願いいたします。
•岡　今朝男　入会記念ありがとうございま
す。
•西村美香　入会祝ありがとうございます。
早いもので入会４年が経ちました。少しずつ
馴染めてきたでしょうか。早く皆さまと以前
のような宴会がしたいです。
•石川　健　入会記念品を頂きありがとうご
ざいます。2002年６月に入会して早くも19年
が経ちました。ありがとうございます。今年
は阪神タイガースがめちゃくちゃ強く、ただ
いま貯金20です。この調子で優勝して日本一
になってほしいです。
•近森範久　入会記念品、家族記念品ありが
とうございました。
•永野正将　家庭記念品ありがとうございま
す。結婚19年になりました。幸せにしてもら
ってます。
•武吉佳月　誕生祝いと入会祝いをありがと
うございました。入会丸３年になりました。
これからもよろしくお願いします。
•島村信一　誕生日と入会祝いありがとうご
ざいます。
•田中伸樹　誕生日プレゼントありがとうご
ざいます。年に見合うように１年１年成長し
ていきます。
◇遅刻・早退　２件



◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」
  「歓迎の歌」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
今年度はもう例会取り消
しはないだろうと、それ
なりの確信と大きな期待
をしていましたが、理事
の皆さんと情報共有しな

がら、２回の例会を取り消しをいたしました。
そんな中、ワクチンの接種率が40％を超える
と感染者数が急激に減るという事例が、世界
のある地域で起きてるようです。高知もそう
いう環境に早くなることを期待したいと思い
ます。
　本日は非常に嬉しいことがあります。新し
い仲間、山下龍祐さんが東クラブに入会して
くださいました。心から歓迎申し上げます。
ようこそ東クラブへ。そして、山下さんをご
紹介いただいた前田さん、どうもありがとう
ございました。お礼申し上げます。
　さて「禍福は糾える縄の如し」という諺が
あります。残念ながら、このコロナ禍という
のは社会全体で見ると不幸といわざるを得ま
せん。そのレベルが全世界に広がっているこ
とから見ても、近年類を見ないことです。た
だ、この諺どおりだと不幸なコロナ禍の次に
は幸せが来るということですが、あまりにも

内容が大きいがために、どのような幸せが来
るのか想像がつきません。
　今朝少し期待できるニュースがありました。
ワクチン接種が非常に進んでいるアメリカで
は、庶民の中で、この１年以内に行けなかっ
た旅行にぜひ行きたいと計画をしている方が
非常に多くなってるということです。つまり、
リバウンド需要について、大きく期待してい
るところがあります。もちろん、日本でもそ
の内、ワクチン接種が進んで通常の生活が戻
ってくるとは思いますが、リバウンドでもな
んでもいいので、とにかく経済が持ち直す大
きな動きが出てくることを期待したいと思い
ます。高知にいる私としては、まずは、心お
きなくお酒が飲める環境が早く訪れることを
願っています。
　レターボックスが新しくなっています。こ
のレターボックスに、たくさんの幸せなこと、
いいことが入ってくれるように期待したいと
思っています。
◇新入会員紹介
　　　　　　•氏　　名　山下　龍祐
　　　　　　•生年月日　1973年５月21日
　　　　　　•職　　業　株式会社ボルダ
　　　　　　　　　　　　代表取締役社長
　　　　　　•配　偶　者　佐記
•趣　　味　アウトドア全般
•専属アドバイザー　寺村　勉会員
•山下龍祐氏挨拶
　私は、デザインや広告やマーケティングと
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いったクリエイティブ業に従事しています。
高知、東京で経験をした後、2013年に個人事
務所を開業しました。今年の４月に法人化と
なったタイミングで前田さんからお話をいた
だき、今回入会の運びとなりました。今まで
はクライアントさんや自分のことで精いっぱ
いだったんですが、視野を広げ社会貢献でき
るいい機会だと思い参加させていただくこと
にしました。これからもよろしくお願いいた
します。
◇年度会計方針について（西内副幹事より）
　次年度の予算編成についてご説明いたしま
す。まず、皆さんに再度確認していただきた
いことは、寺村さんから提示された、ニコニ
コ箱は任意の寄付金であり、本会計に流用す
ることは会費負担の平等性に反するというこ
とです。この件は２年前の岡本幹事のときか
らの検討課題で、次年度予算ではニコニコ箱
の特別会計から一般会計への振替えはしない
ということが1番の変更点です。
　しかし、そうすると事業費とクラブ費にお
いて、100万円ほどの赤字になります。予算
上それを回避するためには、理想は会員数を
増やすことですが、これは不確実なことです。
現実的には会費を上げるか、経費を抑えるか
どちらかになります。次年度では会費を上げ
ることは考えていませんので、経費をいかに
抑えるか、過去２年間のコロナの影響のなか
った寺尾年度とコロナの影響下にあった前川
年度の元帳と他クラブの予算書を検討してき
ました。
　その結果、１番目、飲食を共にする会議へ
の補助金（40万円ほど）を次年度より義務的
な出席、会長幹事会とクラブ協議会等を除い
てカットします。
　２番目、平等性という観点から、ゴルフ等
の同好会への補助もカットします。但し、ニ
コニコ箱は善意の寄付金という趣旨から、小
笠原さんへのお礼、新入会員等へのお花代、
水曜会への寄付、お遍路への寄付はニコニコ
箱から出します。新入会員及び退会会員への
歓送別会会費等も特別会計から負担します。
これらにより110万円ほどの経費削減が可能
となります。
　次年度もコロナ禍において、奉仕活動が十
分に行えないこともあると思います。予算上

削減金額は確保できましたが、必要な奉仕活
動の予算が足らない場合は、従来どおり予備
費を活用していきます。また、ニコニコ箱を
本会計に振替えないことで、特別会計は年々
増えていきますが、これは緊急義援金や寄付
金等の支出、また、60周年記念事業へ会員の
積み立てなしに、ここから支出することも考
えられます。
　初めてのニコニコ箱からの振替えなしの予
算で、いろんな問題点も出てくると思います
が、今後の幹事さんには、より良い予算を作
っていただきたいと思います。
　追加ですが、クラブ計画書のニックネーム
を変更される方は、私までご連絡ください。
よろしくお願いいたします。
◇６月の会員祝日（敬称略）
•会員誕生日
　島村　信一
　武吉　佳月
　田中　伸樹
　森田　倫光
•配偶者誕生日
　近森　東香　　柳澤　順子
•家庭記念日
　永野　正将　　西森　　大　　前川美智子
　野町　和也
•入会記念日
　石川　　健　　岡本　裕史　　西村　美香
　岡　今朝男　　島村　信一　　竹村　克彦
　武吉　佳月　　岡﨑　勇樹
◇会　長　報　告　
・今日から事務局に近森さんが新しく入られ
て、河野さんと二人体制になっています。
◇近森ミナさん挨拶
　６月から事務局でお世話になります近森ミ
ナです。まだ何も分からないことばかりです
が、早くお役に立てるように頑張りますので
よろしくお願いいたします。
◇幹　事　報　告　
・６月のロータリーレートは１ドル109円です。
・本日例会終了後、理事会を開催し、最終夜
間例会について協議させていただき、その
後、皆さまへご連絡します。

◎ＳＡＡ（発表：松岡英雄）
•会長、幹事、各委員会
　と連携を図り、和やか
　で楽しい例会となるよ
　うに努めました。ホテ
　ルと連携をしながら、
　会員同士が和やかに食

　事できるように配席と食事内容を考えまし
　た。また、食事のロスをなくすために、翌
　月の予定と一緒に出欠の連絡をお願いしま
　した。
•ソングリーダーは、親睦委員会にお願いい
たしました。
•ビジターは、あまりたくさんおいでません
でしたが、ビジターを歓迎し、リラックス
できるように努めました。
•会員誕生日、配偶者誕生日、家庭記念日、
入会記念日、それぞれ喜んでいただけるよ
うな記念品を用意しました。
•ニコニコ箱は、会員が自発的にご協力いた
だけるようにお願いをいたしました。
◎会計（発表：寺村　勉）

　会計の役目は会費がち
ゃんと入っているか、適
切に支払いが出来ている
か等々、資産表でチェッ
クをしてモニタリングを
するということが１点目。

毎回の例会時に、河野さんが作成した振替伝
票へのサイン、銀行の振込用紙や小切手の押
印といったことが主だった仕事です。
　１月20日、ニコニコ箱から本会計へ入れる
のはいかがなものかということに対して、提
言を行いました。結果は先ほど、西内さんか
ら報告があったとおり、新たなステージへ上
がっていくということで、ご理解のほど、よ
ろしくお願いします。河野さん１年間ありが
とうございました。本当に適切にサポートし
ていただいて、いい会計ができたと思ってい
ます。
◎職業奉仕委員会（発表：松本隆之）
　職業奉仕というのは、私の中では大きな
ロータリークラブの活動の柱であり、その目
的は常日頃の自分の事業運営に生きていると

考えています。
•第１例会での「四つの
　テスト」の唱和、新入
　会員への綱領等の配布
　を行いました。
•１月の職業奉仕月間に、

プログラム委員会と連携して職場例会を市
役所の新庁舎で行う予定でしたが、コロナ
の感染拡大により中止となりました。
　コロナ禍で、委員長としてさしたる活動も
できず、悔しい思いで過ごした１年でした。
次年度はコロナが収まり、職業奉仕を実践で
きるように祈念してご報告とさせていただき
ます。１年間ありがとうございました。
◎社会奉仕委員会（発表：西村美香）

•コロナ禍で７月の浦戸
　湾七河川一斉清掃と１
　月の水曜会のバザーは
　中止となりました。
•７月に開催された奉仕
　プロジェクト研究会に

　は参加しました。
•９月30日、コロナ禍で、よりサポートを必
要とする子どもたちへの支援、居場所づく
りに奔走される子ども支援ネット「みんな
のひろっぱ」代表・中島香織弁護士を講師
としてお招きし、厳しい環境を生きる子ど
もたちへのサポートについて、卓話をして
いただきました。
　この卓話をきっかけに、支援ネットに対
する応援をいただき、この場をお借りして
お礼申し上げます。
•12月４日、地域発展及び青少年健全育成の
ための、市内繁華街年末防犯パトロールを
高知警察署生活安全課と合同で実施し、28
名が参加。コロナ感染防止のため、マスク、
手袋の着用を徹底をした上で、防犯チラシ
とともにエコバックと除菌シートを配布し
防犯を呼びかけました。
•四国八十八カ所への支援は例年どおり行い
ました。
　その他、赤い羽根共同募金テーマ型基金
への募金のお願い等、１年間ありがとうご
ざいました。

◎米山奨学会委員会（発表：中越貴宣）
•普通寄付は、1人6,000
　円、トータルで31万
　2,000円を寄付。
•特別寄付は、早瀬会員、
　前川会員に寄付をして
　いただきました。

•米山講は５名（１人10万円）。今年度は五
百蔵会員、岡本淳一会員、島村会員、髙橋
会員、前川会員が米山功労者として表彰さ
れました。
•2020年７月、特別寄付が1,400万円を超え
たということで、第14回米山功労クラブと
して表彰されました。
　寄付以外の活動としては、昨年９月26日に
カルポートで開催された、第2670地区米山奨
学委員会の高知第Ⅰ、第Ⅱ分区協議会に出席。
奨学生５名の卓話などを聞いてまいりました。
また、１月13日、米山奨学生フィエンさんの
卓話を実施しました。もう一、二名の奨学生
に卓話をお願いしたかったのですが、コロナ
禍で実現できませんでしたので、次年度お願
いしたいと思います。
◎クラブ奉仕委員会（発表：中平真理子）

　コロナ禍で各委員会活
動も大変だったことと思
います。もう少し各委員
会と密にコミュニケーシ
ョンを取りながらやって
いかなければいけなかっ

たのですが、そういう機会を持つことも難し
く、本当に申し訳なく思っております。各委
員会の皆さま本当にありがとうございました。

◎雑誌・会報委員会（発表：関　淑公）
　小比賀さんの退会とい
う思いがけないアクシデ
ントがありましたが、永
野さんが遅れることなく
週報の発行に努めてくだ
さいました。また、ロー

タリーの友、その他の印刷物についても、遅
滞なくお配りできました。私は大した務めを
果たしておりませんが、旅行の記事を何回か
週報に載せていただきました。ロータリー歴
40年、旅行記を執筆したことが週報に残って
おります。70枚ぐらいありました。最後に週
報に必要な写真をご提供いただいた皆さまに
心からお礼を申し上げたいと思います。
◎出席委員会（発表：浦田健治）

　まず、皆さまの協力の
お陰で出席率100％が続
けられましたこと、お礼
申し上げます。
　コロナ禍で例会取消が
しばしばありました。や

むを得ないこととはいえ、ロータリー活動が
停滞したことは誠に残念で、出席委員会とし
て何も提案できなかったことは、情けなく
思っております。
　出席委員会の最後のご奉公として、60％
ルールの順守について、あえて一言申し上げ
ます。例会は12時半から１時半の60分間、
60％ルールで36分は例会場にいないと、実は
欠席扱いとなります。特に早退の場合、13時
６分以降でないと早退として認められないの
ですが、会場設営の関係で出席委員も見えな

いところで、少し早めに早退する方があった
ように思います。ただ、ＳＡＡさん以外はな
かなか注意することができません。なので、
ＳＡＡさんはいやな役目ですが「もうちょっ
と居てください」というふうに言っていただ
くようお願いすべきでした。
　メイキャップについても、全出席日の60％

は本会、つまり東ロータリーの例会に出席し
なければいけないというルールもあります。
会員歴の浅い方は、あまり意識されてないと
思いますし、コロナ禍にあってついついなし
崩しになってしまいそうに思いますので、ぜ
ひ皆さん意識し合って守っていただければと
思います。

◇出席率報告

•竹村克彦　入会記念品のお礼。山下さんよ
うこそ高知東ＲＣへ。
•西森やよい　皆さま、久しぶりの例会とな
りました。お目にかかれてとても嬉しいです。
雨の中、ご参集くださり、ありがとうござい
ます。
•土居祐三　何か気分がモヤモヤするんで、
気分転換にニコニコします。山下さん、入会
おめでとうございます。よろしくお願いしま
す。
•寺村　勉　今日は全員の席にニコニコ袋が
置かれていましたので、ニコニコへ。
•市川哲司　思いもよらず、先日のゴルフの
ホタル会で優勝しました。これも私とゴルフ
をお付き合いしてくれた方々のおかげです。
ありがとうございました。
•前川美智子　白内障の手術をしました。見
えすぎてびっくりしています。これほど、自
分に合った視力が回復するとは想像以上です。
良く見えすぎて、特にホコリが、毎日部屋の
掃除の大忙しです。手元も老眼鏡も要らず仕
事がスムーズにはかどります。６月の入籍記
念日です。忘れかけていました。記念品のプ

レゼントを頂きありがとうございます。
•前田　博　山下くんの入会を記念してニコ
ニコ！
•山下龍祐　本日より入会させていただきま
した。よろしくお願いいたします。
•岡　今朝男　入会記念ありがとうございま
す。
•西村美香　入会祝ありがとうございます。
早いもので入会４年が経ちました。少しずつ
馴染めてきたでしょうか。早く皆さまと以前
のような宴会がしたいです。
•石川　健　入会記念品を頂きありがとうご
ざいます。2002年６月に入会して早くも19年
が経ちました。ありがとうございます。今年
は阪神タイガースがめちゃくちゃ強く、ただ
いま貯金20です。この調子で優勝して日本一
になってほしいです。
•近森範久　入会記念品、家族記念品ありが
とうございました。
•永野正将　家庭記念品ありがとうございま
す。結婚19年になりました。幸せにしてもら
ってます。
•武吉佳月　誕生祝いと入会祝いをありがと
うございました。入会丸３年になりました。
これからもよろしくお願いします。
•島村信一　誕生日と入会祝いありがとうご
ざいます。
•田中伸樹　誕生日プレゼントありがとうご
ざいます。年に見合うように１年１年成長し
ていきます。
◇遅刻・早退　２件



◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」
  「歓迎の歌」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
今年度はもう例会取り消
しはないだろうと、それ
なりの確信と大きな期待
をしていましたが、理事
の皆さんと情報共有しな

がら、２回の例会を取り消しをいたしました。
そんな中、ワクチンの接種率が40％を超える
と感染者数が急激に減るという事例が、世界
のある地域で起きてるようです。高知もそう
いう環境に早くなることを期待したいと思い
ます。
　本日は非常に嬉しいことがあります。新し
い仲間、山下龍祐さんが東クラブに入会して
くださいました。心から歓迎申し上げます。
ようこそ東クラブへ。そして、山下さんをご
紹介いただいた前田さん、どうもありがとう
ございました。お礼申し上げます。
　さて「禍福は糾える縄の如し」という諺が
あります。残念ながら、このコロナ禍という
のは社会全体で見ると不幸といわざるを得ま
せん。そのレベルが全世界に広がっているこ
とから見ても、近年類を見ないことです。た
だ、この諺どおりだと不幸なコロナ禍の次に
は幸せが来るということですが、あまりにも

内容が大きいがために、どのような幸せが来
るのか想像がつきません。
　今朝少し期待できるニュースがありました。
ワクチン接種が非常に進んでいるアメリカで
は、庶民の中で、この１年以内に行けなかっ
た旅行にぜひ行きたいと計画をしている方が
非常に多くなってるということです。つまり、
リバウンド需要について、大きく期待してい
るところがあります。もちろん、日本でもそ
の内、ワクチン接種が進んで通常の生活が戻
ってくるとは思いますが、リバウンドでもな
んでもいいので、とにかく経済が持ち直す大
きな動きが出てくることを期待したいと思い
ます。高知にいる私としては、まずは、心お
きなくお酒が飲める環境が早く訪れることを
願っています。
　レターボックスが新しくなっています。こ
のレターボックスに、たくさんの幸せなこと、
いいことが入ってくれるように期待したいと
思っています。
◇新入会員紹介
　　　　　　•氏　　名　山下　龍祐
　　　　　　•生年月日　1973年５月21日
　　　　　　•職　　業　株式会社ボルダ
　　　　　　　　　　　　代表取締役社長
　　　　　　•配　偶　者　佐記
•趣　　味　アウトドア全般
•専属アドバイザー　寺村　勉会員
•山下龍祐氏挨拶
　私は、デザインや広告やマーケティングと
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いったクリエイティブ業に従事しています。
高知、東京で経験をした後、2013年に個人事
務所を開業しました。今年の４月に法人化と
なったタイミングで前田さんからお話をいた
だき、今回入会の運びとなりました。今まで
はクライアントさんや自分のことで精いっぱ
いだったんですが、視野を広げ社会貢献でき
るいい機会だと思い参加させていただくこと
にしました。これからもよろしくお願いいた
します。
◇年度会計方針について（西内副幹事より）
　次年度の予算編成についてご説明いたしま
す。まず、皆さんに再度確認していただきた
いことは、寺村さんから提示された、ニコニ
コ箱は任意の寄付金であり、本会計に流用す
ることは会費負担の平等性に反するというこ
とです。この件は２年前の岡本幹事のときか
らの検討課題で、次年度予算ではニコニコ箱
の特別会計から一般会計への振替えはしない
ということが1番の変更点です。
　しかし、そうすると事業費とクラブ費にお
いて、100万円ほどの赤字になります。予算
上それを回避するためには、理想は会員数を
増やすことですが、これは不確実なことです。
現実的には会費を上げるか、経費を抑えるか
どちらかになります。次年度では会費を上げ
ることは考えていませんので、経費をいかに
抑えるか、過去２年間のコロナの影響のなか
った寺尾年度とコロナの影響下にあった前川
年度の元帳と他クラブの予算書を検討してき
ました。
　その結果、１番目、飲食を共にする会議へ
の補助金（40万円ほど）を次年度より義務的
な出席、会長幹事会とクラブ協議会等を除い
てカットします。
　２番目、平等性という観点から、ゴルフ等
の同好会への補助もカットします。但し、ニ
コニコ箱は善意の寄付金という趣旨から、小
笠原さんへのお礼、新入会員等へのお花代、
水曜会への寄付、お遍路への寄付はニコニコ
箱から出します。新入会員及び退会会員への
歓送別会会費等も特別会計から負担します。
これらにより110万円ほどの経費削減が可能
となります。
　次年度もコロナ禍において、奉仕活動が十
分に行えないこともあると思います。予算上

削減金額は確保できましたが、必要な奉仕活
動の予算が足らない場合は、従来どおり予備
費を活用していきます。また、ニコニコ箱を
本会計に振替えないことで、特別会計は年々
増えていきますが、これは緊急義援金や寄付
金等の支出、また、60周年記念事業へ会員の
積み立てなしに、ここから支出することも考
えられます。
　初めてのニコニコ箱からの振替えなしの予
算で、いろんな問題点も出てくると思います
が、今後の幹事さんには、より良い予算を作
っていただきたいと思います。
　追加ですが、クラブ計画書のニックネーム
を変更される方は、私までご連絡ください。
よろしくお願いいたします。
◇６月の会員祝日（敬称略）
•会員誕生日
　島村　信一
　武吉　佳月
　田中　伸樹
　森田　倫光
•配偶者誕生日
　近森　東香　　柳澤　順子
•家庭記念日
　永野　正将　　西森　　大　　前川美智子
　野町　和也
•入会記念日
　石川　　健　　岡本　裕史　　西村　美香
　岡　今朝男　　島村　信一　　竹村　克彦
　武吉　佳月　　岡﨑　勇樹
◇会　長　報　告　
・今日から事務局に近森さんが新しく入られ
て、河野さんと二人体制になっています。
◇近森ミナさん挨拶
　６月から事務局でお世話になります近森ミ
ナです。まだ何も分からないことばかりです
が、早くお役に立てるように頑張りますので
よろしくお願いいたします。
◇幹　事　報　告　
・６月のロータリーレートは１ドル109円です。
・本日例会終了後、理事会を開催し、最終夜
間例会について協議させていただき、その
後、皆さまへご連絡します。

◎ＳＡＡ（発表：松岡英雄）
•会長、幹事、各委員会
　と連携を図り、和やか
　で楽しい例会となるよ
　うに努めました。ホテ
　ルと連携をしながら、
　会員同士が和やかに食

　事できるように配席と食事内容を考えまし
　た。また、食事のロスをなくすために、翌
　月の予定と一緒に出欠の連絡をお願いしま
　した。
•ソングリーダーは、親睦委員会にお願いい
たしました。
•ビジターは、あまりたくさんおいでません
でしたが、ビジターを歓迎し、リラックス
できるように努めました。
•会員誕生日、配偶者誕生日、家庭記念日、
入会記念日、それぞれ喜んでいただけるよ
うな記念品を用意しました。
•ニコニコ箱は、会員が自発的にご協力いた
だけるようにお願いをいたしました。
◎会計（発表：寺村　勉）

　会計の役目は会費がち
ゃんと入っているか、適
切に支払いが出来ている
か等々、資産表でチェッ
クをしてモニタリングを
するということが１点目。

毎回の例会時に、河野さんが作成した振替伝
票へのサイン、銀行の振込用紙や小切手の押
印といったことが主だった仕事です。
　１月20日、ニコニコ箱から本会計へ入れる
のはいかがなものかということに対して、提
言を行いました。結果は先ほど、西内さんか
ら報告があったとおり、新たなステージへ上
がっていくということで、ご理解のほど、よ
ろしくお願いします。河野さん１年間ありが
とうございました。本当に適切にサポートし
ていただいて、いい会計ができたと思ってい
ます。
◎職業奉仕委員会（発表：松本隆之）
　職業奉仕というのは、私の中では大きな
ロータリークラブの活動の柱であり、その目
的は常日頃の自分の事業運営に生きていると

考えています。
•第１例会での「四つの
　テスト」の唱和、新入
　会員への綱領等の配布
　を行いました。
•１月の職業奉仕月間に、

プログラム委員会と連携して職場例会を市
役所の新庁舎で行う予定でしたが、コロナ
の感染拡大により中止となりました。
　コロナ禍で、委員長としてさしたる活動も
できず、悔しい思いで過ごした１年でした。
次年度はコロナが収まり、職業奉仕を実践で
きるように祈念してご報告とさせていただき
ます。１年間ありがとうございました。
◎社会奉仕委員会（発表：西村美香）

•コロナ禍で７月の浦戸
　湾七河川一斉清掃と１
　月の水曜会のバザーは
　中止となりました。
•７月に開催された奉仕
　プロジェクト研究会に

　は参加しました。
•９月30日、コロナ禍で、よりサポートを必
要とする子どもたちへの支援、居場所づく
りに奔走される子ども支援ネット「みんな
のひろっぱ」代表・中島香織弁護士を講師
としてお招きし、厳しい環境を生きる子ど
もたちへのサポートについて、卓話をして
いただきました。
　この卓話をきっかけに、支援ネットに対
する応援をいただき、この場をお借りして
お礼申し上げます。
•12月４日、地域発展及び青少年健全育成の
ための、市内繁華街年末防犯パトロールを
高知警察署生活安全課と合同で実施し、28
名が参加。コロナ感染防止のため、マスク、
手袋の着用を徹底をした上で、防犯チラシ
とともにエコバックと除菌シートを配布し
防犯を呼びかけました。
•四国八十八カ所への支援は例年どおり行い
ました。
　その他、赤い羽根共同募金テーマ型基金
への募金のお願い等、１年間ありがとうご
ざいました。

◇委員会活動実績報告

◎米山奨学会委員会（発表：中越貴宣）
•普通寄付は、1人6,000
　円、トータルで31万
　2,000円を寄付。
•特別寄付は、早瀬会員、
　前川会員に寄付をして
　いただきました。

•米山講は５名（１人10万円）。今年度は五
百蔵会員、岡本淳一会員、島村会員、髙橋
会員、前川会員が米山功労者として表彰さ
れました。
•2020年７月、特別寄付が1,400万円を超え
たということで、第14回米山功労クラブと
して表彰されました。
　寄付以外の活動としては、昨年９月26日に
カルポートで開催された、第2670地区米山奨
学委員会の高知第Ⅰ、第Ⅱ分区協議会に出席。
奨学生５名の卓話などを聞いてまいりました。
また、１月13日、米山奨学生フィエンさんの
卓話を実施しました。もう一、二名の奨学生
に卓話をお願いしたかったのですが、コロナ
禍で実現できませんでしたので、次年度お願
いしたいと思います。
◎クラブ奉仕委員会（発表：中平真理子）

　コロナ禍で各委員会活
動も大変だったことと思
います。もう少し各委員
会と密にコミュニケーシ
ョンを取りながらやって
いかなければいけなかっ

たのですが、そういう機会を持つことも難し
く、本当に申し訳なく思っております。各委
員会の皆さま本当にありがとうございました。

◎雑誌・会報委員会（発表：関　淑公）
　小比賀さんの退会とい
う思いがけないアクシデ
ントがありましたが、永
野さんが遅れることなく
週報の発行に努めてくだ
さいました。また、ロー

タリーの友、その他の印刷物についても、遅
滞なくお配りできました。私は大した務めを
果たしておりませんが、旅行の記事を何回か
週報に載せていただきました。ロータリー歴
40年、旅行記を執筆したことが週報に残って
おります。70枚ぐらいありました。最後に週
報に必要な写真をご提供いただいた皆さまに
心からお礼を申し上げたいと思います。
◎出席委員会（発表：浦田健治）

　まず、皆さまの協力の
お陰で出席率100％が続
けられましたこと、お礼
申し上げます。
　コロナ禍で例会取消が
しばしばありました。や

むを得ないこととはいえ、ロータリー活動が
停滞したことは誠に残念で、出席委員会とし
て何も提案できなかったことは、情けなく
思っております。
　出席委員会の最後のご奉公として、60％
ルールの順守について、あえて一言申し上げ
ます。例会は12時半から１時半の60分間、
60％ルールで36分は例会場にいないと、実は
欠席扱いとなります。特に早退の場合、13時
６分以降でないと早退として認められないの
ですが、会場設営の関係で出席委員も見えな

いところで、少し早めに早退する方があった
ように思います。ただ、ＳＡＡさん以外はな
かなか注意することができません。なので、
ＳＡＡさんはいやな役目ですが「もうちょっ
と居てください」というふうに言っていただ
くようお願いすべきでした。
　メイキャップについても、全出席日の60％

は本会、つまり東ロータリーの例会に出席し
なければいけないというルールもあります。
会員歴の浅い方は、あまり意識されてないと
思いますし、コロナ禍にあってついついなし
崩しになってしまいそうに思いますので、ぜ
ひ皆さん意識し合って守っていただければと
思います。

◇出席率報告

•竹村克彦　入会記念品のお礼。山下さんよ
うこそ高知東ＲＣへ。
•西森やよい　皆さま、久しぶりの例会とな
りました。お目にかかれてとても嬉しいです。
雨の中、ご参集くださり、ありがとうござい
ます。
•土居祐三　何か気分がモヤモヤするんで、
気分転換にニコニコします。山下さん、入会
おめでとうございます。よろしくお願いしま
す。
•寺村　勉　今日は全員の席にニコニコ袋が
置かれていましたので、ニコニコへ。
•市川哲司　思いもよらず、先日のゴルフの
ホタル会で優勝しました。これも私とゴルフ
をお付き合いしてくれた方々のおかげです。
ありがとうございました。
•前川美智子　白内障の手術をしました。見
えすぎてびっくりしています。これほど、自
分に合った視力が回復するとは想像以上です。
良く見えすぎて、特にホコリが、毎日部屋の
掃除の大忙しです。手元も老眼鏡も要らず仕
事がスムーズにはかどります。６月の入籍記
念日です。忘れかけていました。記念品のプ

レゼントを頂きありがとうございます。
•前田　博　山下くんの入会を記念してニコ
ニコ！
•山下龍祐　本日より入会させていただきま
した。よろしくお願いいたします。
•岡　今朝男　入会記念ありがとうございま
す。
•西村美香　入会祝ありがとうございます。
早いもので入会４年が経ちました。少しずつ
馴染めてきたでしょうか。早く皆さまと以前
のような宴会がしたいです。
•石川　健　入会記念品を頂きありがとうご
ざいます。2002年６月に入会して早くも19年
が経ちました。ありがとうございます。今年
は阪神タイガースがめちゃくちゃ強く、ただ
いま貯金20です。この調子で優勝して日本一
になってほしいです。
•近森範久　入会記念品、家族記念品ありが
とうございました。
•永野正将　家庭記念品ありがとうございま
す。結婚19年になりました。幸せにしてもら
ってます。
•武吉佳月　誕生祝いと入会祝いをありがと
うございました。入会丸３年になりました。
これからもよろしくお願いします。
•島村信一　誕生日と入会祝いありがとうご
ざいます。
•田中伸樹　誕生日プレゼントありがとうご
ざいます。年に見合うように１年１年成長し
ていきます。
◇遅刻・早退　２件



◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」
  「歓迎の歌」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
今年度はもう例会取り消
しはないだろうと、それ
なりの確信と大きな期待
をしていましたが、理事
の皆さんと情報共有しな

がら、２回の例会を取り消しをいたしました。
そんな中、ワクチンの接種率が40％を超える
と感染者数が急激に減るという事例が、世界
のある地域で起きてるようです。高知もそう
いう環境に早くなることを期待したいと思い
ます。
　本日は非常に嬉しいことがあります。新し
い仲間、山下龍祐さんが東クラブに入会して
くださいました。心から歓迎申し上げます。
ようこそ東クラブへ。そして、山下さんをご
紹介いただいた前田さん、どうもありがとう
ございました。お礼申し上げます。
　さて「禍福は糾える縄の如し」という諺が
あります。残念ながら、このコロナ禍という
のは社会全体で見ると不幸といわざるを得ま
せん。そのレベルが全世界に広がっているこ
とから見ても、近年類を見ないことです。た
だ、この諺どおりだと不幸なコロナ禍の次に
は幸せが来るということですが、あまりにも

内容が大きいがために、どのような幸せが来
るのか想像がつきません。
　今朝少し期待できるニュースがありました。
ワクチン接種が非常に進んでいるアメリカで
は、庶民の中で、この１年以内に行けなかっ
た旅行にぜひ行きたいと計画をしている方が
非常に多くなってるということです。つまり、
リバウンド需要について、大きく期待してい
るところがあります。もちろん、日本でもそ
の内、ワクチン接種が進んで通常の生活が戻
ってくるとは思いますが、リバウンドでもな
んでもいいので、とにかく経済が持ち直す大
きな動きが出てくることを期待したいと思い
ます。高知にいる私としては、まずは、心お
きなくお酒が飲める環境が早く訪れることを
願っています。
　レターボックスが新しくなっています。こ
のレターボックスに、たくさんの幸せなこと、
いいことが入ってくれるように期待したいと
思っています。
◇新入会員紹介
　　　　　　•氏　　名　山下　龍祐
　　　　　　•生年月日　1973年５月21日
　　　　　　•職　　業　株式会社ボルダ
　　　　　　　　　　　　代表取締役社長
　　　　　　•配　偶　者　佐記
•趣　　味　アウトドア全般
•専属アドバイザー　寺村　勉会員
•山下龍祐氏挨拶
　私は、デザインや広告やマーケティングと
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いったクリエイティブ業に従事しています。
高知、東京で経験をした後、2013年に個人事
務所を開業しました。今年の４月に法人化と
なったタイミングで前田さんからお話をいた
だき、今回入会の運びとなりました。今まで
はクライアントさんや自分のことで精いっぱ
いだったんですが、視野を広げ社会貢献でき
るいい機会だと思い参加させていただくこと
にしました。これからもよろしくお願いいた
します。
◇年度会計方針について（西内副幹事より）
　次年度の予算編成についてご説明いたしま
す。まず、皆さんに再度確認していただきた
いことは、寺村さんから提示された、ニコニ
コ箱は任意の寄付金であり、本会計に流用す
ることは会費負担の平等性に反するというこ
とです。この件は２年前の岡本幹事のときか
らの検討課題で、次年度予算ではニコニコ箱
の特別会計から一般会計への振替えはしない
ということが1番の変更点です。
　しかし、そうすると事業費とクラブ費にお
いて、100万円ほどの赤字になります。予算
上それを回避するためには、理想は会員数を
増やすことですが、これは不確実なことです。
現実的には会費を上げるか、経費を抑えるか
どちらかになります。次年度では会費を上げ
ることは考えていませんので、経費をいかに
抑えるか、過去２年間のコロナの影響のなか
った寺尾年度とコロナの影響下にあった前川
年度の元帳と他クラブの予算書を検討してき
ました。
　その結果、１番目、飲食を共にする会議へ
の補助金（40万円ほど）を次年度より義務的
な出席、会長幹事会とクラブ協議会等を除い
てカットします。
　２番目、平等性という観点から、ゴルフ等
の同好会への補助もカットします。但し、ニ
コニコ箱は善意の寄付金という趣旨から、小
笠原さんへのお礼、新入会員等へのお花代、
水曜会への寄付、お遍路への寄付はニコニコ
箱から出します。新入会員及び退会会員への
歓送別会会費等も特別会計から負担します。
これらにより110万円ほどの経費削減が可能
となります。
　次年度もコロナ禍において、奉仕活動が十
分に行えないこともあると思います。予算上

削減金額は確保できましたが、必要な奉仕活
動の予算が足らない場合は、従来どおり予備
費を活用していきます。また、ニコニコ箱を
本会計に振替えないことで、特別会計は年々
増えていきますが、これは緊急義援金や寄付
金等の支出、また、60周年記念事業へ会員の
積み立てなしに、ここから支出することも考
えられます。
　初めてのニコニコ箱からの振替えなしの予
算で、いろんな問題点も出てくると思います
が、今後の幹事さんには、より良い予算を作
っていただきたいと思います。
　追加ですが、クラブ計画書のニックネーム
を変更される方は、私までご連絡ください。
よろしくお願いいたします。
◇６月の会員祝日（敬称略）
•会員誕生日
　島村　信一
　武吉　佳月
　田中　伸樹
　森田　倫光
•配偶者誕生日
　近森　東香　　柳澤　順子
•家庭記念日
　永野　正将　　西森　　大　　前川美智子
　野町　和也
•入会記念日
　石川　　健　　岡本　裕史　　西村　美香
　岡　今朝男　　島村　信一　　竹村　克彦
　武吉　佳月　　岡﨑　勇樹
◇会　長　報　告　
・今日から事務局に近森さんが新しく入られ
て、河野さんと二人体制になっています。
◇近森ミナさん挨拶
　６月から事務局でお世話になります近森ミ
ナです。まだ何も分からないことばかりです
が、早くお役に立てるように頑張りますので
よろしくお願いいたします。
◇幹　事　報　告　
・６月のロータリーレートは１ドル109円です。
・本日例会終了後、理事会を開催し、最終夜
間例会について協議させていただき、その
後、皆さまへご連絡します。

◎ＳＡＡ（発表：松岡英雄）
•会長、幹事、各委員会
　と連携を図り、和やか
　で楽しい例会となるよ
　うに努めました。ホテ
　ルと連携をしながら、
　会員同士が和やかに食

　事できるように配席と食事内容を考えまし
　た。また、食事のロスをなくすために、翌
　月の予定と一緒に出欠の連絡をお願いしま
　した。
•ソングリーダーは、親睦委員会にお願いい
たしました。
•ビジターは、あまりたくさんおいでません
でしたが、ビジターを歓迎し、リラックス
できるように努めました。
•会員誕生日、配偶者誕生日、家庭記念日、
入会記念日、それぞれ喜んでいただけるよ
うな記念品を用意しました。
•ニコニコ箱は、会員が自発的にご協力いた
だけるようにお願いをいたしました。
◎会計（発表：寺村　勉）

　会計の役目は会費がち
ゃんと入っているか、適
切に支払いが出来ている
か等々、資産表でチェッ
クをしてモニタリングを
するということが１点目。

毎回の例会時に、河野さんが作成した振替伝
票へのサイン、銀行の振込用紙や小切手の押
印といったことが主だった仕事です。
　１月20日、ニコニコ箱から本会計へ入れる
のはいかがなものかということに対して、提
言を行いました。結果は先ほど、西内さんか
ら報告があったとおり、新たなステージへ上
がっていくということで、ご理解のほど、よ
ろしくお願いします。河野さん１年間ありが
とうございました。本当に適切にサポートし
ていただいて、いい会計ができたと思ってい
ます。
◎職業奉仕委員会（発表：松本隆之）
　職業奉仕というのは、私の中では大きな
ロータリークラブの活動の柱であり、その目
的は常日頃の自分の事業運営に生きていると

考えています。
•第１例会での「四つの
　テスト」の唱和、新入
　会員への綱領等の配布
　を行いました。
•１月の職業奉仕月間に、

プログラム委員会と連携して職場例会を市
役所の新庁舎で行う予定でしたが、コロナ
の感染拡大により中止となりました。
　コロナ禍で、委員長としてさしたる活動も
できず、悔しい思いで過ごした１年でした。
次年度はコロナが収まり、職業奉仕を実践で
きるように祈念してご報告とさせていただき
ます。１年間ありがとうございました。
◎社会奉仕委員会（発表：西村美香）

•コロナ禍で７月の浦戸
　湾七河川一斉清掃と１
　月の水曜会のバザーは
　中止となりました。
•７月に開催された奉仕
　プロジェクト研究会に

　は参加しました。
•９月30日、コロナ禍で、よりサポートを必
要とする子どもたちへの支援、居場所づく
りに奔走される子ども支援ネット「みんな
のひろっぱ」代表・中島香織弁護士を講師
としてお招きし、厳しい環境を生きる子ど
もたちへのサポートについて、卓話をして
いただきました。
　この卓話をきっかけに、支援ネットに対
する応援をいただき、この場をお借りして
お礼申し上げます。
•12月４日、地域発展及び青少年健全育成の
ための、市内繁華街年末防犯パトロールを
高知警察署生活安全課と合同で実施し、28
名が参加。コロナ感染防止のため、マスク、
手袋の着用を徹底をした上で、防犯チラシ
とともにエコバックと除菌シートを配布し
防犯を呼びかけました。
•四国八十八カ所への支援は例年どおり行い
ました。
　その他、赤い羽根共同募金テーマ型基金
への募金のお願い等、１年間ありがとうご
ざいました。

◎米山奨学会委員会（発表：中越貴宣）
•普通寄付は、1人6,000
　円、トータルで31万
　2,000円を寄付。
•特別寄付は、早瀬会員、
　前川会員に寄付をして
　いただきました。

•米山講は５名（１人10万円）。今年度は五
百蔵会員、岡本淳一会員、島村会員、髙橋
会員、前川会員が米山功労者として表彰さ
れました。
•2020年７月、特別寄付が1,400万円を超え
たということで、第14回米山功労クラブと
して表彰されました。
　寄付以外の活動としては、昨年９月26日に
カルポートで開催された、第2670地区米山奨
学委員会の高知第Ⅰ、第Ⅱ分区協議会に出席。
奨学生５名の卓話などを聞いてまいりました。
また、１月13日、米山奨学生フィエンさんの
卓話を実施しました。もう一、二名の奨学生
に卓話をお願いしたかったのですが、コロナ
禍で実現できませんでしたので、次年度お願
いしたいと思います。
◎クラブ奉仕委員会（発表：中平真理子）

　コロナ禍で各委員会活
動も大変だったことと思
います。もう少し各委員
会と密にコミュニケーシ
ョンを取りながらやって
いかなければいけなかっ

たのですが、そういう機会を持つことも難し
く、本当に申し訳なく思っております。各委
員会の皆さま本当にありがとうございました。

◎雑誌・会報委員会（発表：関　淑公）
　小比賀さんの退会とい
う思いがけないアクシデ
ントがありましたが、永
野さんが遅れることなく
週報の発行に努めてくだ
さいました。また、ロー

タリーの友、その他の印刷物についても、遅
滞なくお配りできました。私は大した務めを
果たしておりませんが、旅行の記事を何回か
週報に載せていただきました。ロータリー歴
40年、旅行記を執筆したことが週報に残って
おります。70枚ぐらいありました。最後に週
報に必要な写真をご提供いただいた皆さまに
心からお礼を申し上げたいと思います。
◎出席委員会（発表：浦田健治）

　まず、皆さまの協力の
お陰で出席率100％が続
けられましたこと、お礼
申し上げます。
　コロナ禍で例会取消が
しばしばありました。や

むを得ないこととはいえ、ロータリー活動が
停滞したことは誠に残念で、出席委員会とし
て何も提案できなかったことは、情けなく
思っております。
　出席委員会の最後のご奉公として、60％
ルールの順守について、あえて一言申し上げ
ます。例会は12時半から１時半の60分間、
60％ルールで36分は例会場にいないと、実は
欠席扱いとなります。特に早退の場合、13時
６分以降でないと早退として認められないの
ですが、会場設営の関係で出席委員も見えな

いところで、少し早めに早退する方があった
ように思います。ただ、ＳＡＡさん以外はな
かなか注意することができません。なので、
ＳＡＡさんはいやな役目ですが「もうちょっ
と居てください」というふうに言っていただ
くようお願いすべきでした。
　メイキャップについても、全出席日の60％

は本会、つまり東ロータリーの例会に出席し
なければいけないというルールもあります。
会員歴の浅い方は、あまり意識されてないと
思いますし、コロナ禍にあってついついなし
崩しになってしまいそうに思いますので、ぜ
ひ皆さん意識し合って守っていただければと
思います。

◇出席率報告

•竹村克彦　入会記念品のお礼。山下さんよ
うこそ高知東ＲＣへ。
•西森やよい　皆さま、久しぶりの例会とな
りました。お目にかかれてとても嬉しいです。
雨の中、ご参集くださり、ありがとうござい
ます。
•土居祐三　何か気分がモヤモヤするんで、
気分転換にニコニコします。山下さん、入会
おめでとうございます。よろしくお願いしま
す。
•寺村　勉　今日は全員の席にニコニコ袋が
置かれていましたので、ニコニコへ。
•市川哲司　思いもよらず、先日のゴルフの
ホタル会で優勝しました。これも私とゴルフ
をお付き合いしてくれた方々のおかげです。
ありがとうございました。
•前川美智子　白内障の手術をしました。見
えすぎてびっくりしています。これほど、自
分に合った視力が回復するとは想像以上です。
良く見えすぎて、特にホコリが、毎日部屋の
掃除の大忙しです。手元も老眼鏡も要らず仕
事がスムーズにはかどります。６月の入籍記
念日です。忘れかけていました。記念品のプ

レゼントを頂きありがとうございます。
•前田　博　山下くんの入会を記念してニコ
ニコ！
•山下龍祐　本日より入会させていただきま
した。よろしくお願いいたします。
•岡　今朝男　入会記念ありがとうございま
す。
•西村美香　入会祝ありがとうございます。
早いもので入会４年が経ちました。少しずつ
馴染めてきたでしょうか。早く皆さまと以前
のような宴会がしたいです。
•石川　健　入会記念品を頂きありがとうご
ざいます。2002年６月に入会して早くも19年
が経ちました。ありがとうございます。今年
は阪神タイガースがめちゃくちゃ強く、ただ
いま貯金20です。この調子で優勝して日本一
になってほしいです。
•近森範久　入会記念品、家族記念品ありが
とうございました。
•永野正将　家庭記念品ありがとうございま
す。結婚19年になりました。幸せにしてもら
ってます。
•武吉佳月　誕生祝いと入会祝いをありがと
うございました。入会丸３年になりました。
これからもよろしくお願いします。
•島村信一　誕生日と入会祝いありがとうご
ざいます。
•田中伸樹　誕生日プレゼントありがとうご
ざいます。年に見合うように１年１年成長し
ていきます。
◇遅刻・早退　２件



◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」
  「歓迎の歌」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
今年度はもう例会取り消
しはないだろうと、それ
なりの確信と大きな期待
をしていましたが、理事
の皆さんと情報共有しな

がら、２回の例会を取り消しをいたしました。
そんな中、ワクチンの接種率が40％を超える
と感染者数が急激に減るという事例が、世界
のある地域で起きてるようです。高知もそう
いう環境に早くなることを期待したいと思い
ます。
　本日は非常に嬉しいことがあります。新し
い仲間、山下龍祐さんが東クラブに入会して
くださいました。心から歓迎申し上げます。
ようこそ東クラブへ。そして、山下さんをご
紹介いただいた前田さん、どうもありがとう
ございました。お礼申し上げます。
　さて「禍福は糾える縄の如し」という諺が
あります。残念ながら、このコロナ禍という
のは社会全体で見ると不幸といわざるを得ま
せん。そのレベルが全世界に広がっているこ
とから見ても、近年類を見ないことです。た
だ、この諺どおりだと不幸なコロナ禍の次に
は幸せが来るということですが、あまりにも

内容が大きいがために、どのような幸せが来
るのか想像がつきません。
　今朝少し期待できるニュースがありました。
ワクチン接種が非常に進んでいるアメリカで
は、庶民の中で、この１年以内に行けなかっ
た旅行にぜひ行きたいと計画をしている方が
非常に多くなってるということです。つまり、
リバウンド需要について、大きく期待してい
るところがあります。もちろん、日本でもそ
の内、ワクチン接種が進んで通常の生活が戻
ってくるとは思いますが、リバウンドでもな
んでもいいので、とにかく経済が持ち直す大
きな動きが出てくることを期待したいと思い
ます。高知にいる私としては、まずは、心お
きなくお酒が飲める環境が早く訪れることを
願っています。
　レターボックスが新しくなっています。こ
のレターボックスに、たくさんの幸せなこと、
いいことが入ってくれるように期待したいと
思っています。
◇新入会員紹介
　　　　　　•氏　　名　山下　龍祐
　　　　　　•生年月日　1973年５月21日
　　　　　　•職　　業　株式会社ボルダ
　　　　　　　　　　　　代表取締役社長
　　　　　　•配　偶　者　佐記
•趣　　味　アウトドア全般
•専属アドバイザー　寺村　勉会員
•山下龍祐氏挨拶
　私は、デザインや広告やマーケティングと
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いったクリエイティブ業に従事しています。
高知、東京で経験をした後、2013年に個人事
務所を開業しました。今年の４月に法人化と
なったタイミングで前田さんからお話をいた
だき、今回入会の運びとなりました。今まで
はクライアントさんや自分のことで精いっぱ
いだったんですが、視野を広げ社会貢献でき
るいい機会だと思い参加させていただくこと
にしました。これからもよろしくお願いいた
します。
◇年度会計方針について（西内副幹事より）
　次年度の予算編成についてご説明いたしま
す。まず、皆さんに再度確認していただきた
いことは、寺村さんから提示された、ニコニ
コ箱は任意の寄付金であり、本会計に流用す
ることは会費負担の平等性に反するというこ
とです。この件は２年前の岡本幹事のときか
らの検討課題で、次年度予算ではニコニコ箱
の特別会計から一般会計への振替えはしない
ということが1番の変更点です。
　しかし、そうすると事業費とクラブ費にお
いて、100万円ほどの赤字になります。予算
上それを回避するためには、理想は会員数を
増やすことですが、これは不確実なことです。
現実的には会費を上げるか、経費を抑えるか
どちらかになります。次年度では会費を上げ
ることは考えていませんので、経費をいかに
抑えるか、過去２年間のコロナの影響のなか
った寺尾年度とコロナの影響下にあった前川
年度の元帳と他クラブの予算書を検討してき
ました。
　その結果、１番目、飲食を共にする会議へ
の補助金（40万円ほど）を次年度より義務的
な出席、会長幹事会とクラブ協議会等を除い
てカットします。
　２番目、平等性という観点から、ゴルフ等
の同好会への補助もカットします。但し、ニ
コニコ箱は善意の寄付金という趣旨から、小
笠原さんへのお礼、新入会員等へのお花代、
水曜会への寄付、お遍路への寄付はニコニコ
箱から出します。新入会員及び退会会員への
歓送別会会費等も特別会計から負担します。
これらにより110万円ほどの経費削減が可能
となります。
　次年度もコロナ禍において、奉仕活動が十
分に行えないこともあると思います。予算上

削減金額は確保できましたが、必要な奉仕活
動の予算が足らない場合は、従来どおり予備
費を活用していきます。また、ニコニコ箱を
本会計に振替えないことで、特別会計は年々
増えていきますが、これは緊急義援金や寄付
金等の支出、また、60周年記念事業へ会員の
積み立てなしに、ここから支出することも考
えられます。
　初めてのニコニコ箱からの振替えなしの予
算で、いろんな問題点も出てくると思います
が、今後の幹事さんには、より良い予算を作
っていただきたいと思います。
　追加ですが、クラブ計画書のニックネーム
を変更される方は、私までご連絡ください。
よろしくお願いいたします。
◇６月の会員祝日（敬称略）
•会員誕生日
　島村　信一
　武吉　佳月
　田中　伸樹
　森田　倫光
•配偶者誕生日
　近森　東香　　柳澤　順子
•家庭記念日
　永野　正将　　西森　　大　　前川美智子
　野町　和也
•入会記念日
　石川　　健　　岡本　裕史　　西村　美香
　岡　今朝男　　島村　信一　　竹村　克彦
　武吉　佳月　　岡﨑　勇樹
◇会　長　報　告　
・今日から事務局に近森さんが新しく入られ
て、河野さんと二人体制になっています。
◇近森ミナさん挨拶
　６月から事務局でお世話になります近森ミ
ナです。まだ何も分からないことばかりです
が、早くお役に立てるように頑張りますので
よろしくお願いいたします。
◇幹　事　報　告　
・６月のロータリーレートは１ドル109円です。
・本日例会終了後、理事会を開催し、最終夜
間例会について協議させていただき、その
後、皆さまへご連絡します。

◎ＳＡＡ（発表：松岡英雄）
•会長、幹事、各委員会
　と連携を図り、和やか
　で楽しい例会となるよ
　うに努めました。ホテ
　ルと連携をしながら、
　会員同士が和やかに食

　事できるように配席と食事内容を考えまし
　た。また、食事のロスをなくすために、翌
　月の予定と一緒に出欠の連絡をお願いしま
　した。
•ソングリーダーは、親睦委員会にお願いい
たしました。
•ビジターは、あまりたくさんおいでません
でしたが、ビジターを歓迎し、リラックス
できるように努めました。
•会員誕生日、配偶者誕生日、家庭記念日、
入会記念日、それぞれ喜んでいただけるよ
うな記念品を用意しました。
•ニコニコ箱は、会員が自発的にご協力いた
だけるようにお願いをいたしました。
◎会計（発表：寺村　勉）

　会計の役目は会費がち
ゃんと入っているか、適
切に支払いが出来ている
か等々、資産表でチェッ
クをしてモニタリングを
するということが１点目。

毎回の例会時に、河野さんが作成した振替伝
票へのサイン、銀行の振込用紙や小切手の押
印といったことが主だった仕事です。
　１月20日、ニコニコ箱から本会計へ入れる
のはいかがなものかということに対して、提
言を行いました。結果は先ほど、西内さんか
ら報告があったとおり、新たなステージへ上
がっていくということで、ご理解のほど、よ
ろしくお願いします。河野さん１年間ありが
とうございました。本当に適切にサポートし
ていただいて、いい会計ができたと思ってい
ます。
◎職業奉仕委員会（発表：松本隆之）
　職業奉仕というのは、私の中では大きな
ロータリークラブの活動の柱であり、その目
的は常日頃の自分の事業運営に生きていると

考えています。
•第１例会での「四つの
　テスト」の唱和、新入
　会員への綱領等の配布
　を行いました。
•１月の職業奉仕月間に、

プログラム委員会と連携して職場例会を市
役所の新庁舎で行う予定でしたが、コロナ
の感染拡大により中止となりました。
　コロナ禍で、委員長としてさしたる活動も
できず、悔しい思いで過ごした１年でした。
次年度はコロナが収まり、職業奉仕を実践で
きるように祈念してご報告とさせていただき
ます。１年間ありがとうございました。
◎社会奉仕委員会（発表：西村美香）

•コロナ禍で７月の浦戸
　湾七河川一斉清掃と１
　月の水曜会のバザーは
　中止となりました。
•７月に開催された奉仕
　プロジェクト研究会に

　は参加しました。
•９月30日、コロナ禍で、よりサポートを必
要とする子どもたちへの支援、居場所づく
りに奔走される子ども支援ネット「みんな
のひろっぱ」代表・中島香織弁護士を講師
としてお招きし、厳しい環境を生きる子ど
もたちへのサポートについて、卓話をして
いただきました。
　この卓話をきっかけに、支援ネットに対
する応援をいただき、この場をお借りして
お礼申し上げます。
•12月４日、地域発展及び青少年健全育成の
ための、市内繁華街年末防犯パトロールを
高知警察署生活安全課と合同で実施し、28
名が参加。コロナ感染防止のため、マスク、
手袋の着用を徹底をした上で、防犯チラシ
とともにエコバックと除菌シートを配布し
防犯を呼びかけました。
•四国八十八カ所への支援は例年どおり行い
ました。
　その他、赤い羽根共同募金テーマ型基金
への募金のお願い等、１年間ありがとうご
ざいました。

◎米山奨学会委員会（発表：中越貴宣）
•普通寄付は、1人6,000
　円、トータルで31万
　2,000円を寄付。
•特別寄付は、早瀬会員、
　前川会員に寄付をして
　いただきました。

•米山講は５名（１人10万円）。今年度は五
百蔵会員、岡本淳一会員、島村会員、髙橋
会員、前川会員が米山功労者として表彰さ
れました。
•2020年７月、特別寄付が1,400万円を超え
たということで、第14回米山功労クラブと
して表彰されました。
　寄付以外の活動としては、昨年９月26日に
カルポートで開催された、第2670地区米山奨
学委員会の高知第Ⅰ、第Ⅱ分区協議会に出席。
奨学生５名の卓話などを聞いてまいりました。
また、１月13日、米山奨学生フィエンさんの
卓話を実施しました。もう一、二名の奨学生
に卓話をお願いしたかったのですが、コロナ
禍で実現できませんでしたので、次年度お願
いしたいと思います。
◎クラブ奉仕委員会（発表：中平真理子）

　コロナ禍で各委員会活
動も大変だったことと思
います。もう少し各委員
会と密にコミュニケーシ
ョンを取りながらやって
いかなければいけなかっ

たのですが、そういう機会を持つことも難し
く、本当に申し訳なく思っております。各委
員会の皆さま本当にありがとうございました。

◎雑誌・会報委員会（発表：関　淑公）
　小比賀さんの退会とい
う思いがけないアクシデ
ントがありましたが、永
野さんが遅れることなく
週報の発行に努めてくだ
さいました。また、ロー

タリーの友、その他の印刷物についても、遅
滞なくお配りできました。私は大した務めを
果たしておりませんが、旅行の記事を何回か
週報に載せていただきました。ロータリー歴
40年、旅行記を執筆したことが週報に残って
おります。70枚ぐらいありました。最後に週
報に必要な写真をご提供いただいた皆さまに
心からお礼を申し上げたいと思います。
◎出席委員会（発表：浦田健治）

　まず、皆さまの協力の
お陰で出席率100％が続
けられましたこと、お礼
申し上げます。
　コロナ禍で例会取消が
しばしばありました。や

むを得ないこととはいえ、ロータリー活動が
停滞したことは誠に残念で、出席委員会とし
て何も提案できなかったことは、情けなく
思っております。
　出席委員会の最後のご奉公として、60％
ルールの順守について、あえて一言申し上げ
ます。例会は12時半から１時半の60分間、
60％ルールで36分は例会場にいないと、実は
欠席扱いとなります。特に早退の場合、13時
６分以降でないと早退として認められないの
ですが、会場設営の関係で出席委員も見えな

いところで、少し早めに早退する方があった
ように思います。ただ、ＳＡＡさん以外はな
かなか注意することができません。なので、
ＳＡＡさんはいやな役目ですが「もうちょっ
と居てください」というふうに言っていただ
くようお願いすべきでした。
　メイキャップについても、全出席日の60％

は本会、つまり東ロータリーの例会に出席し
なければいけないというルールもあります。
会員歴の浅い方は、あまり意識されてないと
思いますし、コロナ禍にあってついついなし
崩しになってしまいそうに思いますので、ぜ
ひ皆さん意識し合って守っていただければと
思います。

６月16日

５月12日

総数
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－2 53

出席
38
44

欠席
12
0

メイク
アップ HC出席率

72.22％
83.02％

出席率
76.47％
100％

1
7

５月19日 －3 53 37 0 69.81％ 100％13

◇出席率報告

•竹村克彦　入会記念品のお礼。山下さんよ
うこそ高知東ＲＣへ。
•西森やよい　皆さま、久しぶりの例会とな
りました。お目にかかれてとても嬉しいです。
雨の中、ご参集くださり、ありがとうござい
ます。
•土居祐三　何か気分がモヤモヤするんで、
気分転換にニコニコします。山下さん、入会
おめでとうございます。よろしくお願いしま
す。
•寺村　勉　今日は全員の席にニコニコ袋が
置かれていましたので、ニコニコへ。
•市川哲司　思いもよらず、先日のゴルフの
ホタル会で優勝しました。これも私とゴルフ
をお付き合いしてくれた方々のおかげです。
ありがとうございました。
•前川美智子　白内障の手術をしました。見
えすぎてびっくりしています。これほど、自
分に合った視力が回復するとは想像以上です。
良く見えすぎて、特にホコリが、毎日部屋の
掃除の大忙しです。手元も老眼鏡も要らず仕
事がスムーズにはかどります。６月の入籍記
念日です。忘れかけていました。記念品のプ

レゼントを頂きありがとうございます。
•前田　博　山下くんの入会を記念してニコ
ニコ！
•山下龍祐　本日より入会させていただきま
した。よろしくお願いいたします。
•岡　今朝男　入会記念ありがとうございま
す。
•西村美香　入会祝ありがとうございます。
早いもので入会４年が経ちました。少しずつ
馴染めてきたでしょうか。早く皆さまと以前
のような宴会がしたいです。
•石川　健　入会記念品を頂きありがとうご
ざいます。2002年６月に入会して早くも19年
が経ちました。ありがとうございます。今年
は阪神タイガースがめちゃくちゃ強く、ただ
いま貯金20です。この調子で優勝して日本一
になってほしいです。
•近森範久　入会記念品、家族記念品ありが
とうございました。
•永野正将　家庭記念品ありがとうございま
す。結婚19年になりました。幸せにしてもら
ってます。
•武吉佳月　誕生祝いと入会祝いをありがと
うございました。入会丸３年になりました。
これからもよろしくお願いします。
•島村信一　誕生日と入会祝いありがとうご
ざいます。
•田中伸樹　誕生日プレゼントありがとうご
ざいます。年に見合うように１年１年成長し
ていきます。
◇遅刻・早退　２件
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● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
1,239,091円
56,000円

1,295,091円

15,251円
0円

15,251円

1,254,342円
56,000円

1,310,342円

チビニコ 合　計

６月16日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
７月７日㈬　会長クラブ運営方針発表
　　　　　　臨時総会（決算・予算）
　　　　　　定例理事会（例会前）
７月14日㈬　ガバナー補佐訪問
　　　　　　第３回クラブ協議会
　　　　　　　　　　　　　（例会終了後）
７月21日㈬　ガバナー公式訪問
７月28日㈬　各委員会発表
　　　　　　役員会
７月　　　　令和３年度浦戸湾・七河川
　　　　　　一斉清掃（中止）

■例会変更のお知らせ
高知中央ＲＣ　７月８日㈭　夜間例会
高知西ＲＣ　　７月９日㈮　第一夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　７月13日㈫　夜間例会
高知北ＲＣ　　７月19日㈪　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　７月20日㈫　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　７月26日㈪　夜間例会
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