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本日　12月14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」

有田　憲一 会員

次週　12月21日㈬ 18：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　忘　　年　　夜　　間　　例　　会

第2557回　例会報告／令和４年11月30日　天候　曇り
◇ロータリーソング
  「それでこそロータリー」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
気がついてみれば12月、
今年も１カ月を残すのみ
となりました。今朝は外
に出るとちょっと冷たい
風が吹いていて、冬が近

いことを実感しました。
　先日、公的年金の一部を運用している年金
積立金管理運用独立行政法人（GPIF）のお
話をしました。翻って、我々個人のレベルで
将来の豊かな老後の備えのことを考えると、
世界の先進国の中で個々の運用力が最も低い
と言われてもおかしくないのが今の日本です。
約2,000兆円の個人金融資産を持ちながら、
その53％、約1,000兆円が銀行預金、現金と
いう形で、消極的な運用にとどまっているの
が現状です。
　証券会社のみならず銀行も投資信託等々で、
個人の運用に寄与する努力をされていると思
いますが、なかなか浸透しきれていないのが
実情です。
　いわゆる「投資」と「投機」が混同されて
いて、「投機」を嫌がる層に、本来の投資へ
の理解がまだまだ進んでいないことを日々仕
事していると、実感します。投機というのは、
株式・債券、競馬・競輪、宝くじ、何でもい
いからタイミングを捉えて儲かればいいとい

うもので、株式投資などもそのジャンルに入
っているという認識から、慎重な方は少し食
わず嫌いになっていることはあるでしょう。
実際、本来、投資とは何かというと、自分で
はない他者が社会に受け入れられる優良な商
品の製造や販売といったサービスをして、結
果、かなりの利益を得られる見込みがあると
します。
　しかし、肝心の資金が足りないといったと
きに、長期的、継続的に資金援助という形で
事業の応援をして、うまくいけば配当や値上
がり益を得られるというのが実は投資なんで
すね。
　身近なところで例えれば、皆さんの子ども
さんが独立して事業をしたいと言い出したと
します。なかなか立派な事業計画で、これな
ら消費者を満足させ継続的に利益を挙げられ
るだろう。では資金的な援助をしてやろうと。
これが端的にいえば、投資なんです。当然、
うまくいくだろうと期待していて、期待どお
りにいけば、配当ももらえる、めでたく上場
して株価も上がれば、株式のキャピタルゲイ
ンも得られる。これは自分の子だけの話では
ありません。伸び盛りの企業、優良企業ほど、
お金はいくらあっても足りない。なので、株
式投資という形で資金援助をして、うまくい
けばリターンを得ようというのが投資です。
　このような基礎的な投資の概念は投資をす
るしないはともかくロータリアンとしては知
っておいていいのではと思い、ついお話しし

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

てしまいました。
　◇社会奉仕委員会より
　12月２日㈮、恒例の防犯パトロールを行い
ます。18時30分、中央公園北出入口交番の前
に集合。現在、30名が参加予定ですが、飛び
入りも可能ですのでよろしくお願いします。
◇水曜会よりチャリティバザーについて
　水曜会は毎年、お正月にチャリティバザー
を行い、その資金で市役所前花壇に花の苗の
寄付とお世話をしています。本日は、バザー
の商品の提供をお願いにまいりました。ご家
庭にある不用品等をご提供いただきたいと思
います。商品の受け取りは14日の例会前に、
水曜会から参ります。また、１月８日のバ
ザー当日の会場整備等のご協力をよろしくお
願いします。

◇森本多麻美会員退会挨拶
　せっかくご縁があって
入会させていただきまし
たが、水曜日が仕事の都
合で出席が難しくなり、
今月末で退会することと
なりました。短い間でし

たが、お世話になりありがとうございました。
◇幹　事　報　告
•昨日、高知県のコロナに関するレベルが
「警戒」に上がり、例会等への影響を検討
しましたが、東クラブは通常例会を開催し
ます。
•Ｉ.Ｍ.に関して、入会３年未満の方は参加
が義務ですので、よろしくお願いします。
•来週は、５大奉仕の中間発表。例会終了
後、年次総会を行います。
•本日例会終了後、役員会を行います。

く。
　財団委員会の流れとしては、まず、僕は
2021－2022年度の８月から企画しています。
２月が、地区財団に送る申請書の締め切り。
翌年、今年の７月、ロータリー財団から承認
され、８月にお金が送られてきて、10月31日
に寄贈。その後、１、２カ月以内に財団への
報告書を作成。報告書が完成しないと、次年
度の予算が下りないと聞いています。
　現在、財団副委員長の市川さんが企画中で、
遅くても２月には申請書を作成、７月に承認。
そして、委員である西村美香会員は、2023－
2024年度に企画をしていくという流れになり
ます。
３．ポールハリスフェロー、マルチプルフェ
ローの選定…米山の講と同じく５人で１組を
つくります。今年は、円安のため通常より少
し高めに支払うことになります。
　
　今年、10月31日に高知学芸中学校の１年生
250名に、自転車用の反射板を寄贈しました。
自転車のスポークのところに取り付けをする
もので、ロータリーの印字をして寄贈しまし
た。もう一つは、靴やカバンに貼り付けがで
きるタイプのものです。

　また、当日は、高知自動車学校の方に「中
学生の交通安全」ということで講習をしてい
ただきました。道路交通法では12歳以上は大
人として扱われ、過去の事例で8,000万円の
賠償責任が生じたこともあり、自転車も自動
車と同じく事故を起こす大きなものになり危
険である。といったお話がありました。
　最後に、担当の先生と生徒さんから挨拶を
していただき終了しました。
　当日はお天気もよく、素晴らしい寄贈がで
きたと思っています。テレビの取材にも来て
いただきました。
（当日の映像紹介）

　財団事業は、ヘルメットやおむつバンクな
ど、単年度で様々寄贈などを行っていますが、
自分自身は、単年度で終わるのはちょっと寂
しいかなという気持ちがあります。できれば
複数年、継年事業という形でするのはどうか
なと考えています。受ける側も、複数年の支
援があれば嬉しいだろうし、ロータリークラ
ブというものを広げていくことにもなるので
はないか。ただ、過去にそういう事例がない
ので、すぐには難しいと思いますが、今後、
財団のことを検討していければと思います。

　財団委員会の役割は大きく３つあります。
１．ロータリー財団への寄付。２．地区補助
金プログラムの提案。３．ポールハリスフェ
ロー、マルチプルフェローの選定。当クラブ
では、９年前（前田会長、吉永幹事、西森財
団委員長）から財団委員会は持ち上がりと
なっています。
１．ロータリー財団への寄付…全会員に年に
120ドル（７月と１月に60ドルずつ）の寄付
をお願いしています。
２．地区補助金プログラムの提案…次年度の
地区補助金プログラムの提案を６カ月かけて
作り込んでいきます。予算は約30万円。地区
からの補助金が70％、クラブから30％。毎月
委員会を開催し、必要ならば会長、幹事、副
会長、副幹事にも出席してもらう。また、必
要とされる他ロータリアンにも委員会活動に

出席してもらう。昨年度は、高知大神宮でほ
ぼ毎月委員会を開催し、複数人で財団の情報
を共有してきた。
　持ち上がり委員会のため、副委員長のとき
にプロジェクト案を企画、立案。その年度の
会長、幹事名で承認を得る必要がある。少な
くても２案は作成し、役員会等で中間報告を
行い、決定していく。
　クラブ会員に情報を求め、いい案があれば
進めていく。いずれも役員会等で中間報告を
行い、承認を得る必要がある。
　予算は理事会の承認を得る必要がある。理
事会は承認の場である。
※理事会は毎月月初に開催され、様々な案件
を承認し、予算の管理を行っている。役員
会は月末に開催。各委員会は理事会や役員
会が開催時を確認、把握して活動をしてい

•浦田比奈子　チャリティバザーではお世話
になります。よろしくお願いいたします。
•浦田健治　岡﨑委員長はじめ財団委員会の
皆さま、ご苦労様でした。とても良い企画で
社会貢献できましたね。水曜会のバザー成功
のために、東ＲＣ会員の皆さま、協力いたし
ましょう。
•鬼田知明　岡﨑委員長、財団委員会の皆さ
ま。今期の事業も無事に終わり、お疲れ様で
した。市川さん、次期も頑張ってください。
森本さん、お疲れ様でした。
•𠮷永光男　先週、古希の祝いを家族がして
くれました。希は「まれ」100歳までガンバ
ロー
•岡﨑勇樹　本日、ロータリー財団の卓話を
聞いていただきありがとうございます。お聞

き苦しいこともあったと思いますが…ご了承
ください。
•森本多麻美　入会記念のお礼です。短い間
でしたが、お世話になりました。ありがとう
ございました。
•前川美智子　岡﨑委員長、ロータリー財団
の詳しい説明ありがとうございました。以前、
野町さん、西森やよいさん、おむつバンクで
はお世話になり、しみじみつくづく感謝。お
礼申し上げます。
•竹村克彦　昨日、還暦のお祝いをしてもら
いました。原点回帰の意味もあるようです。
心入れ替えてまいります。
•ザ クラウンパレス新阪急高知　いつもありが
とうございます。
◇遅刻・早退　１件



◇ロータリーソング
  「それでこそロータリー」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
気がついてみれば12月、
今年も１カ月を残すのみ
となりました。今朝は外
に出るとちょっと冷たい
風が吹いていて、冬が近

いことを実感しました。
　先日、公的年金の一部を運用している年金
積立金管理運用独立行政法人（GPIF）のお
話をしました。翻って、我々個人のレベルで
将来の豊かな老後の備えのことを考えると、
世界の先進国の中で個々の運用力が最も低い
と言われてもおかしくないのが今の日本です。
約2,000兆円の個人金融資産を持ちながら、
その53％、約1,000兆円が銀行預金、現金と
いう形で、消極的な運用にとどまっているの
が現状です。
　証券会社のみならず銀行も投資信託等々で、
個人の運用に寄与する努力をされていると思
いますが、なかなか浸透しきれていないのが
実情です。
　いわゆる「投資」と「投機」が混同されて
いて、「投機」を嫌がる層に、本来の投資へ
の理解がまだまだ進んでいないことを日々仕
事していると、実感します。投機というのは、
株式・債券、競馬・競輪、宝くじ、何でもい
いからタイミングを捉えて儲かればいいとい

うもので、株式投資などもそのジャンルに入
っているという認識から、慎重な方は少し食
わず嫌いになっていることはあるでしょう。
実際、本来、投資とは何かというと、自分で
はない他者が社会に受け入れられる優良な商
品の製造や販売といったサービスをして、結
果、かなりの利益を得られる見込みがあると
します。
　しかし、肝心の資金が足りないといったと
きに、長期的、継続的に資金援助という形で
事業の応援をして、うまくいけば配当や値上
がり益を得られるというのが実は投資なんで
すね。
　身近なところで例えれば、皆さんの子ども
さんが独立して事業をしたいと言い出したと
します。なかなか立派な事業計画で、これな
ら消費者を満足させ継続的に利益を挙げられ
るだろう。では資金的な援助をしてやろうと。
これが端的にいえば、投資なんです。当然、
うまくいくだろうと期待していて、期待どお
りにいけば、配当ももらえる、めでたく上場
して株価も上がれば、株式のキャピタルゲイ
ンも得られる。これは自分の子だけの話では
ありません。伸び盛りの企業、優良企業ほど、
お金はいくらあっても足りない。なので、株
式投資という形で資金援助をして、うまくい
けばリターンを得ようというのが投資です。
　このような基礎的な投資の概念は投資をす
るしないはともかくロータリアンとしては知
っておいていいのではと思い、ついお話しし

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

てしまいました。
　◇社会奉仕委員会より
　12月２日㈮、恒例の防犯パトロールを行い
ます。18時30分、中央公園北出入口交番の前
に集合。現在、30名が参加予定ですが、飛び
入りも可能ですのでよろしくお願いします。
◇水曜会よりチャリティバザーについて
　水曜会は毎年、お正月にチャリティバザー
を行い、その資金で市役所前花壇に花の苗の
寄付とお世話をしています。本日は、バザー
の商品の提供をお願いにまいりました。ご家
庭にある不用品等をご提供いただきたいと思
います。商品の受け取りは14日の例会前に、
水曜会から参ります。また、１月８日のバ
ザー当日の会場整備等のご協力をよろしくお
願いします。

◇森本多麻美会員退会挨拶
　せっかくご縁があって
入会させていただきまし
たが、水曜日が仕事の都
合で出席が難しくなり、
今月末で退会することと
なりました。短い間でし

たが、お世話になりありがとうございました。
◇幹　事　報　告
•昨日、高知県のコロナに関するレベルが
「警戒」に上がり、例会等への影響を検討
しましたが、東クラブは通常例会を開催し
ます。
•Ｉ.Ｍ.に関して、入会３年未満の方は参加
が義務ですので、よろしくお願いします。
•来週は、５大奉仕の中間発表。例会終了
後、年次総会を行います。
•本日例会終了後、役員会を行います。

く。
　財団委員会の流れとしては、まず、僕は
2021－2022年度の８月から企画しています。
２月が、地区財団に送る申請書の締め切り。
翌年、今年の７月、ロータリー財団から承認
され、８月にお金が送られてきて、10月31日
に寄贈。その後、１、２カ月以内に財団への
報告書を作成。報告書が完成しないと、次年
度の予算が下りないと聞いています。
　現在、財団副委員長の市川さんが企画中で、
遅くても２月には申請書を作成、７月に承認。
そして、委員である西村美香会員は、2023－
2024年度に企画をしていくという流れになり
ます。
３．ポールハリスフェロー、マルチプルフェ
ローの選定…米山の講と同じく５人で１組を
つくります。今年は、円安のため通常より少
し高めに支払うことになります。
　
　今年、10月31日に高知学芸中学校の１年生
250名に、自転車用の反射板を寄贈しました。
自転車のスポークのところに取り付けをする
もので、ロータリーの印字をして寄贈しまし
た。もう一つは、靴やカバンに貼り付けがで
きるタイプのものです。

　また、当日は、高知自動車学校の方に「中
学生の交通安全」ということで講習をしてい
ただきました。道路交通法では12歳以上は大
人として扱われ、過去の事例で8,000万円の
賠償責任が生じたこともあり、自転車も自動
車と同じく事故を起こす大きなものになり危
険である。といったお話がありました。
　最後に、担当の先生と生徒さんから挨拶を
していただき終了しました。
　当日はお天気もよく、素晴らしい寄贈がで
きたと思っています。テレビの取材にも来て
いただきました。
（当日の映像紹介）

　財団事業は、ヘルメットやおむつバンクな
ど、単年度で様々寄贈などを行っていますが、
自分自身は、単年度で終わるのはちょっと寂
しいかなという気持ちがあります。できれば
複数年、継年事業という形でするのはどうか
なと考えています。受ける側も、複数年の支
援があれば嬉しいだろうし、ロータリークラ
ブというものを広げていくことにもなるので
はないか。ただ、過去にそういう事例がない
ので、すぐには難しいと思いますが、今後、
財団のことを検討していければと思います。

　財団委員会の役割は大きく３つあります。
１．ロータリー財団への寄付。２．地区補助
金プログラムの提案。３．ポールハリスフェ
ロー、マルチプルフェローの選定。当クラブ
では、９年前（前田会長、吉永幹事、西森財
団委員長）から財団委員会は持ち上がりと
なっています。
１．ロータリー財団への寄付…全会員に年に
120ドル（７月と１月に60ドルずつ）の寄付
をお願いしています。
２．地区補助金プログラムの提案…次年度の
地区補助金プログラムの提案を６カ月かけて
作り込んでいきます。予算は約30万円。地区
からの補助金が70％、クラブから30％。毎月
委員会を開催し、必要ならば会長、幹事、副
会長、副幹事にも出席してもらう。また、必
要とされる他ロータリアンにも委員会活動に

出席してもらう。昨年度は、高知大神宮でほ
ぼ毎月委員会を開催し、複数人で財団の情報
を共有してきた。
　持ち上がり委員会のため、副委員長のとき
にプロジェクト案を企画、立案。その年度の
会長、幹事名で承認を得る必要がある。少な
くても２案は作成し、役員会等で中間報告を
行い、決定していく。
　クラブ会員に情報を求め、いい案があれば
進めていく。いずれも役員会等で中間報告を
行い、承認を得る必要がある。
　予算は理事会の承認を得る必要がある。理
事会は承認の場である。
※理事会は毎月月初に開催され、様々な案件
を承認し、予算の管理を行っている。役員
会は月末に開催。各委員会は理事会や役員
会が開催時を確認、把握して活動をしてい

「ロータリー財団について」

◇会員スピーチ ロータリー財団委員会 委員長  岡﨑　勇樹 会員

•浦田比奈子　チャリティバザーではお世話
になります。よろしくお願いいたします。
•浦田健治　岡﨑委員長はじめ財団委員会の
皆さま、ご苦労様でした。とても良い企画で
社会貢献できましたね。水曜会のバザー成功
のために、東ＲＣ会員の皆さま、協力いたし
ましょう。
•鬼田知明　岡﨑委員長、財団委員会の皆さ
ま。今期の事業も無事に終わり、お疲れ様で
した。市川さん、次期も頑張ってください。
森本さん、お疲れ様でした。
•𠮷永光男　先週、古希の祝いを家族がして
くれました。希は「まれ」100歳までガンバ
ロー
•岡﨑勇樹　本日、ロータリー財団の卓話を
聞いていただきありがとうございます。お聞

き苦しいこともあったと思いますが…ご了承
ください。
•森本多麻美　入会記念のお礼です。短い間
でしたが、お世話になりました。ありがとう
ございました。
•前川美智子　岡﨑委員長、ロータリー財団
の詳しい説明ありがとうございました。以前、
野町さん、西森やよいさん、おむつバンクで
はお世話になり、しみじみつくづく感謝。お
礼申し上げます。
•竹村克彦　昨日、還暦のお祝いをしてもら
いました。原点回帰の意味もあるようです。
心入れ替えてまいります。
•ザ クラウンパレス新阪急高知　いつもありが
とうございます。
◇遅刻・早退　１件



◇ロータリーソング
  「それでこそロータリー」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
気がついてみれば12月、
今年も１カ月を残すのみ
となりました。今朝は外
に出るとちょっと冷たい
風が吹いていて、冬が近

いことを実感しました。
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積立金管理運用独立行政法人（GPIF）のお
話をしました。翻って、我々個人のレベルで
将来の豊かな老後の備えのことを考えると、
世界の先進国の中で個々の運用力が最も低い
と言われてもおかしくないのが今の日本です。
約2,000兆円の個人金融資産を持ちながら、
その53％、約1,000兆円が銀行預金、現金と
いう形で、消極的な運用にとどまっているの
が現状です。
　証券会社のみならず銀行も投資信託等々で、
個人の運用に寄与する努力をされていると思
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実情です。
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いて、「投機」を嫌がる層に、本来の投資へ
の理解がまだまだ進んでいないことを日々仕
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株式・債券、競馬・競輪、宝くじ、何でもい
いからタイミングを捉えて儲かればいいとい

うもので、株式投資などもそのジャンルに入
っているという認識から、慎重な方は少し食
わず嫌いになっていることはあるでしょう。
実際、本来、投資とは何かというと、自分で
はない他者が社会に受け入れられる優良な商
品の製造や販売といったサービスをして、結
果、かなりの利益を得られる見込みがあると
します。
　しかし、肝心の資金が足りないといったと
きに、長期的、継続的に資金援助という形で
事業の応援をして、うまくいけば配当や値上
がり益を得られるというのが実は投資なんで
すね。
　身近なところで例えれば、皆さんの子ども
さんが独立して事業をしたいと言い出したと
します。なかなか立派な事業計画で、これな
ら消費者を満足させ継続的に利益を挙げられ
るだろう。では資金的な援助をしてやろうと。
これが端的にいえば、投資なんです。当然、
うまくいくだろうと期待していて、期待どお
りにいけば、配当ももらえる、めでたく上場
して株価も上がれば、株式のキャピタルゲイ
ンも得られる。これは自分の子だけの話では
ありません。伸び盛りの企業、優良企業ほど、
お金はいくらあっても足りない。なので、株
式投資という形で資金援助をして、うまくい
けばリターンを得ようというのが投資です。
　このような基礎的な投資の概念は投資をす
るしないはともかくロータリアンとしては知
っておいていいのではと思い、ついお話しし
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てしまいました。
　◇社会奉仕委員会より
　12月２日㈮、恒例の防犯パトロールを行い
ます。18時30分、中央公園北出入口交番の前
に集合。現在、30名が参加予定ですが、飛び
入りも可能ですのでよろしくお願いします。
◇水曜会よりチャリティバザーについて
　水曜会は毎年、お正月にチャリティバザー
を行い、その資金で市役所前花壇に花の苗の
寄付とお世話をしています。本日は、バザー
の商品の提供をお願いにまいりました。ご家
庭にある不用品等をご提供いただきたいと思
います。商品の受け取りは14日の例会前に、
水曜会から参ります。また、１月８日のバ
ザー当日の会場整備等のご協力をよろしくお
願いします。

◇森本多麻美会員退会挨拶
　せっかくご縁があって
入会させていただきまし
たが、水曜日が仕事の都
合で出席が難しくなり、
今月末で退会することと
なりました。短い間でし

たが、お世話になりありがとうございました。
◇幹　事　報　告
•昨日、高知県のコロナに関するレベルが
「警戒」に上がり、例会等への影響を検討
しましたが、東クラブは通常例会を開催し
ます。
•Ｉ.Ｍ.に関して、入会３年未満の方は参加
が義務ですので、よろしくお願いします。
•来週は、５大奉仕の中間発表。例会終了
後、年次総会を行います。
•本日例会終了後、役員会を行います。

く。
　財団委員会の流れとしては、まず、僕は
2021－2022年度の８月から企画しています。
２月が、地区財団に送る申請書の締め切り。
翌年、今年の７月、ロータリー財団から承認
され、８月にお金が送られてきて、10月31日
に寄贈。その後、１、２カ月以内に財団への
報告書を作成。報告書が完成しないと、次年
度の予算が下りないと聞いています。
　現在、財団副委員長の市川さんが企画中で、
遅くても２月には申請書を作成、７月に承認。
そして、委員である西村美香会員は、2023－
2024年度に企画をしていくという流れになり
ます。
３．ポールハリスフェロー、マルチプルフェ
ローの選定…米山の講と同じく５人で１組を
つくります。今年は、円安のため通常より少
し高めに支払うことになります。
　
　今年、10月31日に高知学芸中学校の１年生
250名に、自転車用の反射板を寄贈しました。
自転車のスポークのところに取り付けをする
もので、ロータリーの印字をして寄贈しまし
た。もう一つは、靴やカバンに貼り付けがで
きるタイプのものです。

　また、当日は、高知自動車学校の方に「中
学生の交通安全」ということで講習をしてい
ただきました。道路交通法では12歳以上は大
人として扱われ、過去の事例で8,000万円の
賠償責任が生じたこともあり、自転車も自動
車と同じく事故を起こす大きなものになり危
険である。といったお話がありました。
　最後に、担当の先生と生徒さんから挨拶を
していただき終了しました。
　当日はお天気もよく、素晴らしい寄贈がで
きたと思っています。テレビの取材にも来て
いただきました。
（当日の映像紹介）

　財団事業は、ヘルメットやおむつバンクな
ど、単年度で様々寄贈などを行っていますが、
自分自身は、単年度で終わるのはちょっと寂
しいかなという気持ちがあります。できれば
複数年、継年事業という形でするのはどうか
なと考えています。受ける側も、複数年の支
援があれば嬉しいだろうし、ロータリークラ
ブというものを広げていくことにもなるので
はないか。ただ、過去にそういう事例がない
ので、すぐには難しいと思いますが、今後、
財団のことを検討していければと思います。
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を承認し、予算の管理を行っている。役員
会は月末に開催。各委員会は理事会や役員
会が開催時を確認、把握して活動をしてい
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ございました。
•前川美智子　岡﨑委員長、ロータリー財団
の詳しい説明ありがとうございました。以前、
野町さん、西森やよいさん、おむつバンクで
はお世話になり、しみじみつくづく感謝。お
礼申し上げます。
•竹村克彦　昨日、還暦のお祝いをしてもら
いました。原点回帰の意味もあるようです。
心入れ替えてまいります。
•ザ クラウンパレス新阪急高知　いつもありが
とうございます。
◇遅刻・早退　１件



●会長／浦田健治　●幹事／鬼田知明　●雑誌会報委員／森田倫光・松本隆之・土居祐三
●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

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
606,730円
21,150円
627,880円

5,737円
1,000円
6,737円

612,467円
22,150円
634,617円

チビニコ 合　計

11月30日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
12月21日㈬　忘年夜間例会
　　　　　　　　　（ザ クラウンパレス）
　　　　　　役員会
12月28日㈬　休会（年末年始の休み）

2023年
１月４日㈬　ロータリー休日
１月11日㈬　時間変更例会
　　　　　　　　　（ザ クラウンパレス）
　　　　　　定例理事会（例会前）
１月25日㈬　職場例会
　　　　　　役員会

● 出席率報告 ●

11月30日
11月16日

総数
－7 55
－4 55

出席
41
43

欠席
2
0

メイク
アップ HC出席率

74.55％
78.18％

出席率
95.83％
100％

5
8

11月９日 －8 55 38 0 69.09％ 100％9

ワイン同好会
2022年11月18日㈮　於：マンダリンコート
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