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本日　１月18日㈬ 12：30 高知市役所・6F会議室
　　　職場例会
　　　 「共生と安心のまちづくり」

高知市長 岡崎　誠也 氏

次週　１月25日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「受け継がれる伝統と道具」

黒鳥鍛造工場 六代目 梶原　弘資 氏

第2560回　例会報告／令和４年12月21日　天候　雨　忘年夜間例会
◇ロータリーソング
  「きよしこの夜」
  「手に手つないで」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんばんは。
お客様、ようこそいらっ
しゃいました。今日は、
たくさんの方が参加して
いただき、本当に嬉しい
です。ただ、相変わらず

会員の中にコロナや、ご家族に濃厚接触者が
いたりということで、欠席者がいるのは残念
ですが、今日は賑やかに楽しみたいと思いま
す。
　私と鬼田幹事、半年務めてまいりましたが、
今日を迎えてみるとあっという間に過ぎた感
じがします。やりたいこともできずというか、
あまりお役に立てないままできてしまいまし
た。１年間を振り返っても、コロナがまだタ
ラタラと続いていますし、海外でもウクライ
ナの問題であるとか、それに伴ってインフレ
の問題とかいろんなことがあります。
　でも、今日は忘年会ですからそういったこ
とはパッと忘れて、仕事も今日で打ち切りが
できるところは打ち切っていただいて、来年
に向けて前に進んでいければと思います。今
日は楽しくやりましょう。

◇お客様紹介（敬称略）
•ご家族
　有田　尚美　　浦田比奈子　　大久保安子
　岡本　千春　　沖　伸歩子　　猿田　静子
　寺村みゆき　　西森　美和　　別役　佳代
　前田　　紀　　𠮷永　佳子
•ピアノ伴奏
　小笠原貴美子
•米山奨学生
　田　甘霖
◇出席委員会より
　来年２月11日㈯、高知南ＲＣ主催でＩ.Ｍ.
が開催されます。場所はザ クラウンパレス 新阪
急高知、13時～17時が本会議、その後、希望
者のみの懇親会17時半～19時半。全ての会員
が参加対象ですが、特に入会３年未満の会員
は出席義務となっています。今年度中のメイ
クアップの対象となります。出欠連絡は12月
27日までに事務局まで
◇親睦委員会より
　来年２月８日18時半から得月樓で、高知東
ＲＣ・香長ＲＣ合同観梅夜間例会を開催しま
す。詳細は後日ＦＡＸでお知らせします。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

◇米山記念奨学生　田　甘霖さんに奨学金を
お渡しします。
◇水曜会へ援助金を贈呈
◇ピアノ伴奏の小笠原貴美子さんにお礼をお
渡ししました。
◇佐野博三次々年度会長挨拶及び幹事の発表

　12月17日に84歳になり
ました。世の中は、コロ
ナも終息しないしウクラ
イナ戦争も先が見えない。
経済ではインフレが流行
し、昨日も日銀が少し金

利を上げると株が暴落。うっとうしい時代が
続いていますが、ロータリーの親睦と奉仕の
精神で乗り切っていきたいと思いますので、
今後ともよろしくお願いいたします。
　ここで次々期の幹事を発表します。中越貴
宣会員にお願いしたいと思いますので、よろ
しくお願いします。

◇次々期幹事　中越貴宣会員挨拶
　私は入会して８年経ち
ました。いつまでも若手
のつもりでしたが、あっ
という間の８年で、自分
はロータリアンとしてど
うだったかと振り返って

みると、入会したときと何も変わっていない
ことに気づきました。本当にこんな私で幹事
が務まるかと思いますが、佐野会長をしっか
りとサポートして、スムーズなクラブの運営
に努めてまいりたいと思います。皆さん、どう
ぞ温かい目で見守っていただき、時には厳し
くご指導いただき、ぜひともご協力いただき
たいと思いますのでよろしくお願いいたしま
す。

•浦田健治　会長としては、大したこともで
きず半年が過ぎようとしております。親睦委
員会が用意してくれた忘年会、楽しみです。
パッとやりましょう。
•鬼田知明　本年もお世話になりありがとう

ございます。過ぎた時間は早く感じますが…。
あと半年どうぞよろしくお願いいたします。
•𠮷永光男　来年、本日出席の皆さん「だけ」
佳い年になりますように。
•柳澤光秋　記念品お礼。11月27日、28日、
横浜パストガバナー会に夫婦で出席しました。
•鬼頭愼一　誕生祝いありがとうございます。



◇ロータリーソング
  「きよしこの夜」
  「手に手つないで」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんばんは。
お客様、ようこそいらっ
しゃいました。今日は、
たくさんの方が参加して
いただき、本当に嬉しい
です。ただ、相変わらず

会員の中にコロナや、ご家族に濃厚接触者が
いたりということで、欠席者がいるのは残念
ですが、今日は賑やかに楽しみたいと思いま
す。
　私と鬼田幹事、半年務めてまいりましたが、
今日を迎えてみるとあっという間に過ぎた感
じがします。やりたいこともできずというか、
あまりお役に立てないままできてしまいまし
た。１年間を振り返っても、コロナがまだタ
ラタラと続いていますし、海外でもウクライ
ナの問題であるとか、それに伴ってインフレ
の問題とかいろんなことがあります。
　でも、今日は忘年会ですからそういったこ
とはパッと忘れて、仕事も今日で打ち切りが
できるところは打ち切っていただいて、来年
に向けて前に進んでいければと思います。今
日は楽しくやりましょう。

◇お客様紹介（敬称略）
•ご家族
　有田　尚美　　浦田比奈子　　大久保安子
　岡本　千春　　沖　伸歩子　　猿田　静子
　寺村みゆき　　西森　美和　　別役　佳代
　前田　　紀　　𠮷永　佳子
•ピアノ伴奏
　小笠原貴美子
•米山奨学生
　田　甘霖
◇出席委員会より
　来年２月11日㈯、高知南ＲＣ主催でＩ.Ｍ.
が開催されます。場所はザ クラウンパレス 新阪
急高知、13時～17時が本会議、その後、希望
者のみの懇親会17時半～19時半。全ての会員
が参加対象ですが、特に入会３年未満の会員
は出席義務となっています。今年度中のメイ
クアップの対象となります。出欠連絡は12月
27日までに事務局まで
◇親睦委員会より
　来年２月８日18時半から得月樓で、高知東
ＲＣ・香長ＲＣ合同観梅夜間例会を開催しま
す。詳細は後日ＦＡＸでお知らせします。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

◇米山記念奨学生　田　甘霖さんに奨学金を
お渡しします。
◇水曜会へ援助金を贈呈
◇ピアノ伴奏の小笠原貴美子さんにお礼をお
渡ししました。
◇佐野博三次々年度会長挨拶及び幹事の発表

　12月17日に84歳になり
ました。世の中は、コロ
ナも終息しないしウクラ
イナ戦争も先が見えない。
経済ではインフレが流行
し、昨日も日銀が少し金

利を上げると株が暴落。うっとうしい時代が
続いていますが、ロータリーの親睦と奉仕の
精神で乗り切っていきたいと思いますので、
今後ともよろしくお願いいたします。
　ここで次々期の幹事を発表します。中越貴
宣会員にお願いしたいと思いますので、よろ
しくお願いします。

◇次々期幹事　中越貴宣会員挨拶
　私は入会して８年経ち
ました。いつまでも若手
のつもりでしたが、あっ
という間の８年で、自分
はロータリアンとしてど
うだったかと振り返って

みると、入会したときと何も変わっていない
ことに気づきました。本当にこんな私で幹事
が務まるかと思いますが、佐野会長をしっか
りとサポートして、スムーズなクラブの運営
に努めてまいりたいと思います。皆さん、どう
ぞ温かい目で見守っていただき、時には厳し
くご指導いただき、ぜひともご協力いただき
たいと思いますのでよろしくお願いいたしま
す。

•浦田健治　会長としては、大したこともで
きず半年が過ぎようとしております。親睦委
員会が用意してくれた忘年会、楽しみです。
パッとやりましょう。
•鬼田知明　本年もお世話になりありがとう

ございます。過ぎた時間は早く感じますが…。
あと半年どうぞよろしくお願いいたします。
•𠮷永光男　来年、本日出席の皆さん「だけ」
佳い年になりますように。
•柳澤光秋　記念品お礼。11月27日、28日、
横浜パストガバナー会に夫婦で出席しました。
•鬼頭愼一　誕生祝いありがとうございます。



◇ロータリーソング
  「きよしこの夜」
  「手に手つないで」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんばんは。
お客様、ようこそいらっ
しゃいました。今日は、
たくさんの方が参加して
いただき、本当に嬉しい
です。ただ、相変わらず

会員の中にコロナや、ご家族に濃厚接触者が
いたりということで、欠席者がいるのは残念
ですが、今日は賑やかに楽しみたいと思いま
す。
　私と鬼田幹事、半年務めてまいりましたが、
今日を迎えてみるとあっという間に過ぎた感
じがします。やりたいこともできずというか、
あまりお役に立てないままできてしまいまし
た。１年間を振り返っても、コロナがまだタ
ラタラと続いていますし、海外でもウクライ
ナの問題であるとか、それに伴ってインフレ
の問題とかいろんなことがあります。
　でも、今日は忘年会ですからそういったこ
とはパッと忘れて、仕事も今日で打ち切りが
できるところは打ち切っていただいて、来年
に向けて前に進んでいければと思います。今
日は楽しくやりましょう。

◇お客様紹介（敬称略）
•ご家族
　有田　尚美　　浦田比奈子　　大久保安子
　岡本　千春　　沖　伸歩子　　猿田　静子
　寺村みゆき　　西森　美和　　別役　佳代
　前田　　紀　　𠮷永　佳子
•ピアノ伴奏
　小笠原貴美子
•米山奨学生
　田　甘霖
◇出席委員会より
　来年２月11日㈯、高知南ＲＣ主催でＩ.Ｍ.
が開催されます。場所はザ クラウンパレス 新阪
急高知、13時～17時が本会議、その後、希望
者のみの懇親会17時半～19時半。全ての会員
が参加対象ですが、特に入会３年未満の会員
は出席義務となっています。今年度中のメイ
クアップの対象となります。出欠連絡は12月
27日までに事務局まで
◇親睦委員会より
　来年２月８日18時半から得月樓で、高知東
ＲＣ・香長ＲＣ合同観梅夜間例会を開催しま
す。詳細は後日ＦＡＸでお知らせします。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

◇米山記念奨学生　田　甘霖さんに奨学金を
お渡しします。
◇水曜会へ援助金を贈呈
◇ピアノ伴奏の小笠原貴美子さんにお礼をお
渡ししました。
◇佐野博三次々年度会長挨拶及び幹事の発表

　12月17日に84歳になり
ました。世の中は、コロ
ナも終息しないしウクラ
イナ戦争も先が見えない。
経済ではインフレが流行
し、昨日も日銀が少し金

利を上げると株が暴落。うっとうしい時代が
続いていますが、ロータリーの親睦と奉仕の
精神で乗り切っていきたいと思いますので、
今後ともよろしくお願いいたします。
　ここで次々期の幹事を発表します。中越貴
宣会員にお願いしたいと思いますので、よろ
しくお願いします。

◇次々期幹事　中越貴宣会員挨拶
　私は入会して８年経ち
ました。いつまでも若手
のつもりでしたが、あっ
という間の８年で、自分
はロータリアンとしてど
うだったかと振り返って

みると、入会したときと何も変わっていない
ことに気づきました。本当にこんな私で幹事
が務まるかと思いますが、佐野会長をしっか
りとサポートして、スムーズなクラブの運営
に努めてまいりたいと思います。皆さん、どう
ぞ温かい目で見守っていただき、時には厳し
くご指導いただき、ぜひともご協力いただき
たいと思いますのでよろしくお願いいたしま
す。

•浦田健治　会長としては、大したこともで
きず半年が過ぎようとしております。親睦委
員会が用意してくれた忘年会、楽しみです。
パッとやりましょう。
•鬼田知明　本年もお世話になりありがとう

ございます。過ぎた時間は早く感じますが…。
あと半年どうぞよろしくお願いいたします。
•𠮷永光男　来年、本日出席の皆さん「だけ」
佳い年になりますように。
•柳澤光秋　記念品お礼。11月27日、28日、
横浜パストガバナー会に夫婦で出席しました。
•鬼頭愼一　誕生祝いありがとうございます。



●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
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● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
717,730円
12,000円
729,730円

6,737円
0円

6,737円

724,467円
12,000円
736,467円

チビニコ 合　計

12月21日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
１月25日㈬　役員会
２月１日㈬　定例理事会
２月８日㈬　観梅夜間例会（得月樓）
２月22日㈬　役員会
３月１日㈬　定例理事会

・情報集会
　３月14日㈫～16日㈭　18：30～（得月樓）
　３月15日㈬　12：30～（ザ クラウンパレス）
３月15日㈬　ロータリー休日
３月29日㈬　役員会

● 出席率報告 ●

12月21日
12月７日

総数
－5 54
－8 55

出席
39
36

欠席
2
0

メイク
アップ HC出席率

72.22％
66.67％

出席率
95.92％
100％
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