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本日　１月26日㈬ 12：30 高知中央自動車学校
　　　職場例会
　　　 「60周年、地域安全センターとしての歩み！」

㈱高知中央自動車学校 代表取締役社長 岡　今朝男 会員

次週　２月２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」

山下　龍祐 会員

第2517回　例会報告／令和４年１月12日　天候　晴　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

　皆さま、あけましてお
めでとうございます。皆
さまは大変いい新年を迎
えられたことと思います
が、私は、お正月早々、
この場にノープランで立

った夢を見てしまいました。幸いにもそこで
目が覚めたので、悲惨な結末を見ることなく
終わりました。
　今月は職業奉仕月間ですが、今日、コロナ
感染者数が２桁になったということで、それ
に関するお話をしたいと思います。オミクロ
ン株の市中感染例が確認されたため、昨年末
にお話したワクチン検査パッケージが変更さ
れました。県の方針として、県民に対しては
コールセンターから高知新港旅客ターミナル
で実施する無料ＰＣＲのみを案内しています。
これは８日で終了予定でしたが変更になり、
16日まで行われます。しかしながら、感染の
不安のある方から、高知新港に遠くて行けな
いなどの相談があった場合は、特設サイトに
掲載されている薬局に事前に連絡して、検査
を受けられるか相談してくださいという案内
を行っています。
　無料検査の実施期間は、令和４年１月４日
から31日までです。対象は高知在住で、無症

状かつ感染不安のある方で、昨年12月25日か
ら実施しているワクチン検査パッケージと違
い、ワクチン２回接種済などの制限はありま
せんので、ワクチンを受けている方も無料で
検査を受けられます。県外在住の方は有料で
す。８分程度で結果が出ますので、15～20分
ぐらいで全て終了すると思います。結果通知
書の発行は、今までどおり行われます。
　今のところ、医療用の抗原定性検査は17日
から、一部の薬局ではＰＣＲ検査も始まりま
す。オミクロン株については、ＰＣＲ検査は
時間がかかり、その場では結果は出ないので、
後で結果通知書が自宅に届く予定です。オミ
クロン株も飛行機内での感染例はないようで
すが、これからも飛沫感染に気をつけ、密を
避け、マスク、手洗いで感染予防をしていき
ましょう。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

•中平真理子　あと半期よろしくお願いいた
します。
•浦田健治　あけましておめでとうございま
す。皆さまにとって大きな飛躍の年になりま
すように、心より願います。
•山下龍祐　あ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。
•山村一正　誕生日記念ありがとうございま
す。
•広瀬雅彦　誕生日祝いありがとうございま
す。48歳になりました。
•鬼田知明　誕生祝いのお礼、ありがとうご
ざいます。
•西森良文　妻誕生祝いお礼。
•五百蔵誠一　家内誕生日祝いありがとうご
ざいます。年女、トラ年はパワー全開で恐ろ
しい１年になりそうです。
•中西克行　妻の誕生祝いありがとうござい
ます。お互い、元気に年を重ねていけること
がありがたいです。
•市川哲司　結婚祝いありがとうございます。

妻に差し上げます。
•岡本裕史　本日結婚記念日ありがとうござ
いました。まる31年、すっかり忘れていまし
た。
•松﨑郷輔　家庭記念日のお礼。
•佐野博三　入会ちょうど21年目となりまし
た。あと10年頑張ります。よろしくお願いし
ます。
•前川美智子　入会記念のお祝い品ありがと
うございます。福岡さんと共に20歳になりま
した。これからも楽しみたいと思います。よ
ろしくお願いいたします。
•永野正将　入会記念品ありがとうございま
す。2011年入会から11年になります。今後と
もよろしくお願いいたします。
•今西　博　入会１年となりました。今年も
ロータリー活動頑張りますのでよろしくお願
いします。
•𠮷永光男　入会記念品物のお礼。
•福岡満喜子　入会記念のお祝いありがとう
ございました。前川さん、中平さんと一緒に
入会させていただいて、はや19年？20年？皆
さまのおかげです。

奉仕しよう  みんなの人生を豊かにするために

◇１月の会員祝日（敬称略）
•会員誕生日
　広瀬　雅彦
　山村　一正
　鬼田　知明
　猿田　隆夫
　松井　洋介
•配偶者誕生日
　中西　祥子　　五百蔵博子　　西森　美和
　水谷明日香　　岡本　千春
•家庭記念日
　岡本　裕史　　髙橋　卓弥　　松﨑　郷輔
　市川　哲司
•入会記念日
　永野　正将　　今西　　博　　佐野　博三
　𠮷永　光男　　福岡満喜子　　前川美智子
　土居　祐三　　寺村　　勉
◇中西克行会員挨拶

　年末は会社の会と重な
り、忘年夜間例会を欠席
させていただき申し訳あ
りませんでした。
　次々年度、𠮷永会長年
度の幹事に指名していた

だきありがとうございます。私は2013年11月
27日に入会して丸８年、今年の11月で９年目
を迎えます。
　現在の私は高知の他に、静岡県の伊豆半島
と石川県の能登半島にある旅館４館と合わせ
て５施設の担当をしていて、月の20日過ぎぐ
らいからはずっと高知に居ない状態が続いて

います。そのため、幹事をお引き受けしても、
このままの勤務が続くと出席できない例会が
毎月１、２回出てきて、皆さんにご迷惑をお
かけすることを吉永さんにお話しましたが、
前任もいるし副幹事もいるので気にしなくて
もいいというお話をいただきました。それに
甘えるわけではありませんが、そこまでおっ
しゃっていただくのにお断りする理由は全く
ありませんし、私自身、この８年間、のん気
に勉強もせずここまでまいりました。せっか
くいただいた機会ですので、今年、来年とし
っかり勉強をして、できる限り頑張って、皆
さんのお荷物にならないように努めていきた
いと考えています。
　私自身も頑張りますが、どうか皆さんも、
大きな心で迎えていただけたらと思っていま
す。どうぞよろしくお願いいたします。
◇親睦委員会より
　２月９日㈬、午後６時30分から得月樓にて
観梅会を行います。この会で、毎年はし拳を
していましたが、今年はコロナの関係ではし
拳は中止として、オークションを開催するこ
ととしました。水曜会のバザーも２年ほど開
かれていませんので、ご家庭に何か品物があ
れば、２月２日の例会にお持ちいただければ
と思います。ご協力をよろしくお願いいたし
ます。
　観梅会の申込み締切は１月28日㈮です。多
くの参加をよろしくお願いいたします。
◇幹　事　報　告
・１月のロータリーレートは１ドル115円です。
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させていただき申し訳あ
りませんでした。
　次々年度、𠮷永会長年
度の幹事に指名していた

だきありがとうございます。私は2013年11月
27日に入会して丸８年、今年の11月で９年目
を迎えます。
　現在の私は高知の他に、静岡県の伊豆半島
と石川県の能登半島にある旅館４館と合わせ
て５施設の担当をしていて、月の20日過ぎぐ
らいからはずっと高知に居ない状態が続いて

います。そのため、幹事をお引き受けしても、
このままの勤務が続くと出席できない例会が
毎月１、２回出てきて、皆さんにご迷惑をお
かけすることを吉永さんにお話しましたが、
前任もいるし副幹事もいるので気にしなくて
もいいというお話をいただきました。それに
甘えるわけではありませんが、そこまでおっ
しゃっていただくのにお断りする理由は全く
ありませんし、私自身、この８年間、のん気
に勉強もせずここまでまいりました。せっか
くいただいた機会ですので、今年、来年とし
っかり勉強をして、できる限り頑張って、皆
さんのお荷物にならないように努めていきた
いと考えています。
　私自身も頑張りますが、どうか皆さんも、
大きな心で迎えていただけたらと思っていま
す。どうぞよろしくお願いいたします。
◇親睦委員会より
　２月９日㈬、午後６時30分から得月樓にて
観梅会を行います。この会で、毎年はし拳を
していましたが、今年はコロナの関係ではし
拳は中止として、オークションを開催するこ
ととしました。水曜会のバザーも２年ほど開
かれていませんので、ご家庭に何か品物があ
れば、２月２日の例会にお持ちいただければ
と思います。ご協力をよろしくお願いいたし
ます。
　観梅会の申込み締切は１月28日㈮です。多
くの参加をよろしくお願いいたします。
◇幹　事　報　告
・１月のロータリーレートは１ドル115円です。



●会長／中平真理子　●幹事／西内俊介　●雑誌会報委員／佐野博三・水谷直人・西村美香
●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

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
632,300円
53,500円
685,800円

7,547円
0円

7,547円

639,847円
53,500円
693,347円

チビニコ 合　計

１月12日
今期の累計

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

● 出席率報告 ●

■高知東ＲＣ当面の日程
２月２日㈬　定例理事会
２月９日㈬　観梅夜間例会（得月樓）
２月16日㈬　役員会
２月23日㈬　休会（国民の祝日）
３月２日㈬　定例理事会
・情報集会
　３月15日㈫～17日㈭　18：30～（得月樓）
　３月16日㈬　12：30～（ザ クラウンパレス）
３月16日㈬　ロータリー休日
３月30日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
高知南ＲＣ　　１月27日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　１月28日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　１月31日㈪　職場例会
高知中央ＲＣ　２月３日㈭　創立記念夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　２月８日㈫　立春夜間例会
高知南ＲＣ　　２月10日㈭　職場例会
高知中央ＲＣ　２月10日㈭　休会
高知ＲＣ　　　２月15日㈫　ロータリー創立夜間例会
高知南ＲＣ　　２月17日㈭　古希・還暦等夜間例会
高知北ＲＣ　　２月21日㈪　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　２月22日㈫　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　２月25日㈮　古希・還暦祝賀夜間例会

１月12日
12月22日

総数
－6 54
－4 54

出席
37
40

欠席
6
0

メイク
アップ HC出席率

68.52％
74.07％

出席率
87.5％
100％

5
10

12月15日 －4 54 40 0 74.07％ 100％10
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