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本日　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

次週　２月１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」

小林　秀人 会員

第2561回　例会報告／令和５年１月11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」
◇お　客　様
　米山記念奨学生　　田　甘霖さん
◇会　長　挨　拶

　皆さん、明けましてお
めでとうございます。お
正月は天気にも恵まれ、
皆さんは、昨年の思い出
や今年の豊富など考えな
がら、鋭気を養われたと

思います。我が東ロータリーにおいては、今
日がお正月です。１年間の皆さんのご活躍と
ご健勝を心からお祈りいたします。今日はゆ
っくりご歓談いただいて、後の半年、委員会
等の活動に頑張っていただきたいと思ってい
ます。
　私どもは、鬼田さんと二人三脚で反省する
暇もなくやってまいりましたが、残り半年も
精一杯やりたいと思いますので、皆さんのご
協力をよろしくお願いいたします。

◇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

•配偶者誕生日
　中西　祥子　　有田　尚美　　西森　美和
　岡本　千春
•家庭記念日
　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
◇米山記念奨学生の田　甘霖さんに奨学金を
お渡ししました。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

◇委員会報告
◎親睦委員会より
　２月８日㈬18時30分より得月樓にて、香長
ＲＣと合同で観梅夜間例会を開催。昨年同様
オークションを行います。オークションへの
出品物は、２月1日の例会までに持ってきて
いただければと思います。詳細は、明日ＦＡ
Ｘにてご連絡します。
◎ロータリー情報委員会より
　１月19日㈭、ロータリー情報委員会の勉強
会を開催します。会場は相生町６の３の前川
種苗の３階です。多くの参加をお願いします。
◎職業奉仕委員会より
　１月18日㈬、高知市役所（本庁舎６階会議
室）にて職場例会を開催します。出席をお願
いします。
◎元財団委員長より報告
　この年度の地区補助金事業で、高知おむつ
バンクキックオフイベントを行っていますが、
「ロータリーの友」の７月号に、高知おむつ

バンクの記事が掲載されます。　
　高知おむつバンクは、私が財団委員長のと
きに財団事業として立ち上げて、以降は高聖
園ベビーホームが事務局としてこの活動に取
り組んできました。昨年、その活動をユニチ
ャームさんが知って、企業の社会貢献活動と
して、より発展的に再構築したプロジェクト
が大きく報道されました。これが「ロータリ
ーの友」編集部の目に止まったということで
す。
　クラブの代表として原稿を書きますが、皆
さんのご協力を得ながら進めていきたいと思
いますのでよろしくお願いします。
◇幹　事　報　告
・１月のロータリーレートは１ドル132円です。
・直前ガバナー事務所より2021－2022年度地
区概況が届いています。
・本日、会長からワインの差し入れがありま
した。

•浦田健治　明けましておめでとうございま
す。本年もよろしくお願いします。
•鬼田知明　2022－2023年度の後半が始まり
ました。本年もよろしくお願いいたします。
バースデープレゼントのお礼も含めまして。
•𠮷永光男　明けましておめでとうございま
す。本年もよろしくお願いいたします。入会
記念品物ありがとうございました。
•早瀬源慶　賀状欠礼。
•福岡満喜子　水曜会バザー３年ぶりに開催
できました。お手伝いくださった方々、品物
を提供してくださった方、ありがとうござい
ました。入会記念のお祝いありがとうござい
ました。東クラブに入会して本当に良かった
としみじみ思うこの頃です。今後ともよろし
くお願いいたします。
•猿田隆夫　誕生日お祝いありがとうござい
ました。すっかり忘れていました。
•山村一正　誕生日記念ありがとうございま
す。レベル55になりました。
•広瀬雅彦　誕生祝いありがとうございます。

49歳になりました。
•岡本淳一　明けましておめでとうございま
す。家内の誕生祝いのお礼です。
•西森良文　妻も45歳、早いものです。水曜
会に入った頃は20代でした…。
•中西克行　妻の誕生祝いありがとうござい
ます。
•有田憲一　家族記念日ありがとうございま
す。バッチ忘れです。
•髙橋卓弥　家庭記念日祝いありがとうござ
います。今年は家族とゆっくり過ごします。
•市川哲司　結婚記念品ありがとうございま
す。妻にはいろいろとささえてもらっており
ます。
•今西　博　入会記念のお祝いありがとうご
ざいます。本年もよろしくお願いいたします。
•前川美智子　入会記念のプレゼントありが
とうございます。21年目。また、ネームプ
レート持ち帰りのお詫び（２年ごし）
•佐野博三　ようやく入会22年ですが、まだ
10年は大丈夫と思います。
•竹村克彦　明けましておめでとうございま
す。



◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」
◇お　客　様
　米山記念奨学生　　田　甘霖さん
◇会　長　挨　拶

　皆さん、明けましてお
めでとうございます。お
正月は天気にも恵まれ、
皆さんは、昨年の思い出
や今年の豊富など考えな
がら、鋭気を養われたと

思います。我が東ロータリーにおいては、今
日がお正月です。１年間の皆さんのご活躍と
ご健勝を心からお祈りいたします。今日はゆ
っくりご歓談いただいて、後の半年、委員会
等の活動に頑張っていただきたいと思ってい
ます。
　私どもは、鬼田さんと二人三脚で反省する
暇もなくやってまいりましたが、残り半年も
精一杯やりたいと思いますので、皆さんのご
協力をよろしくお願いいたします。

◇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

•配偶者誕生日
　中西　祥子　　有田　尚美　　西森　美和
　岡本　千春
•家庭記念日
　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
◇米山記念奨学生の田　甘霖さんに奨学金を
お渡ししました。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

◇委員会報告
◎親睦委員会より
　２月８日㈬18時30分より得月樓にて、香長
ＲＣと合同で観梅夜間例会を開催。昨年同様
オークションを行います。オークションへの
出品物は、２月1日の例会までに持ってきて
いただければと思います。詳細は、明日ＦＡ
Ｘにてご連絡します。
◎ロータリー情報委員会より
　１月19日㈭、ロータリー情報委員会の勉強
会を開催します。会場は相生町６の３の前川
種苗の３階です。多くの参加をお願いします。
◎職業奉仕委員会より
　１月18日㈬、高知市役所（本庁舎６階会議
室）にて職場例会を開催します。出席をお願
いします。
◎元財団委員長より報告
　この年度の地区補助金事業で、高知おむつ
バンクキックオフイベントを行っていますが、
「ロータリーの友」の７月号に、高知おむつ

バンクの記事が掲載されます。　
　高知おむつバンクは、私が財団委員長のと
きに財団事業として立ち上げて、以降は高聖
園ベビーホームが事務局としてこの活動に取
り組んできました。昨年、その活動をユニチ
ャームさんが知って、企業の社会貢献活動と
して、より発展的に再構築したプロジェクト
が大きく報道されました。これが「ロータリ
ーの友」編集部の目に止まったということで
す。
　クラブの代表として原稿を書きますが、皆
さんのご協力を得ながら進めていきたいと思
いますのでよろしくお願いします。
◇幹　事　報　告
・１月のロータリーレートは１ドル132円です。
・直前ガバナー事務所より2021－2022年度地
区概況が届いています。
・本日、会長からワインの差し入れがありま
した。

•浦田健治　明けましておめでとうございま
す。本年もよろしくお願いします。
•鬼田知明　2022－2023年度の後半が始まり
ました。本年もよろしくお願いいたします。
バースデープレゼントのお礼も含めまして。
•𠮷永光男　明けましておめでとうございま
す。本年もよろしくお願いいたします。入会
記念品物ありがとうございました。
•早瀬源慶　賀状欠礼。
•福岡満喜子　水曜会バザー３年ぶりに開催
できました。お手伝いくださった方々、品物
を提供してくださった方、ありがとうござい
ました。入会記念のお祝いありがとうござい
ました。東クラブに入会して本当に良かった
としみじみ思うこの頃です。今後ともよろし
くお願いいたします。
•猿田隆夫　誕生日お祝いありがとうござい
ました。すっかり忘れていました。
•山村一正　誕生日記念ありがとうございま
す。レベル55になりました。
•広瀬雅彦　誕生祝いありがとうございます。

49歳になりました。
•岡本淳一　明けましておめでとうございま
す。家内の誕生祝いのお礼です。
•西森良文　妻も45歳、早いものです。水曜
会に入った頃は20代でした…。
•中西克行　妻の誕生祝いありがとうござい
ます。
•有田憲一　家族記念日ありがとうございま
す。バッチ忘れです。
•髙橋卓弥　家庭記念日祝いありがとうござ
います。今年は家族とゆっくり過ごします。
•市川哲司　結婚記念品ありがとうございま
す。妻にはいろいろとささえてもらっており
ます。
•今西　博　入会記念のお祝いありがとうご
ざいます。本年もよろしくお願いいたします。
•前川美智子　入会記念のプレゼントありが
とうございます。21年目。また、ネームプ
レート持ち帰りのお詫び（２年ごし）
•佐野博三　ようやく入会22年ですが、まだ
10年は大丈夫と思います。
•竹村克彦　明けましておめでとうございま
す。



◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」
◇お　客　様
　米山記念奨学生　　田　甘霖さん
◇会　長　挨　拶

　皆さん、明けましてお
めでとうございます。お
正月は天気にも恵まれ、
皆さんは、昨年の思い出
や今年の豊富など考えな
がら、鋭気を養われたと

思います。我が東ロータリーにおいては、今
日がお正月です。１年間の皆さんのご活躍と
ご健勝を心からお祈りいたします。今日はゆ
っくりご歓談いただいて、後の半年、委員会
等の活動に頑張っていただきたいと思ってい
ます。
　私どもは、鬼田さんと二人三脚で反省する
暇もなくやってまいりましたが、残り半年も
精一杯やりたいと思いますので、皆さんのご
協力をよろしくお願いいたします。

◇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

•配偶者誕生日
　中西　祥子　　有田　尚美　　西森　美和
　岡本　千春
•家庭記念日
　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
◇米山記念奨学生の田　甘霖さんに奨学金を
お渡ししました。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

◇委員会報告
◎親睦委員会より
　２月８日㈬18時30分より得月樓にて、香長
ＲＣと合同で観梅夜間例会を開催。昨年同様
オークションを行います。オークションへの
出品物は、２月1日の例会までに持ってきて
いただければと思います。詳細は、明日ＦＡ
Ｘにてご連絡します。
◎ロータリー情報委員会より
　１月19日㈭、ロータリー情報委員会の勉強
会を開催します。会場は相生町６の３の前川
種苗の３階です。多くの参加をお願いします。
◎職業奉仕委員会より
　１月18日㈬、高知市役所（本庁舎６階会議
室）にて職場例会を開催します。出席をお願
いします。
◎元財団委員長より報告
　この年度の地区補助金事業で、高知おむつ
バンクキックオフイベントを行っていますが、
「ロータリーの友」の７月号に、高知おむつ

バンクの記事が掲載されます。　
　高知おむつバンクは、私が財団委員長のと
きに財団事業として立ち上げて、以降は高聖
園ベビーホームが事務局としてこの活動に取
り組んできました。昨年、その活動をユニチ
ャームさんが知って、企業の社会貢献活動と
して、より発展的に再構築したプロジェクト
が大きく報道されました。これが「ロータリ
ーの友」編集部の目に止まったということで
す。
　クラブの代表として原稿を書きますが、皆
さんのご協力を得ながら進めていきたいと思
いますのでよろしくお願いします。
◇幹　事　報　告
・１月のロータリーレートは１ドル132円です。
・直前ガバナー事務所より2021－2022年度地
区概況が届いています。
・本日、会長からワインの差し入れがありま
した。

•浦田健治　明けましておめでとうございま
す。本年もよろしくお願いします。
•鬼田知明　2022－2023年度の後半が始まり
ました。本年もよろしくお願いいたします。
バースデープレゼントのお礼も含めまして。
•𠮷永光男　明けましておめでとうございま
す。本年もよろしくお願いいたします。入会
記念品物ありがとうございました。
•早瀬源慶　賀状欠礼。
•福岡満喜子　水曜会バザー３年ぶりに開催
できました。お手伝いくださった方々、品物
を提供してくださった方、ありがとうござい
ました。入会記念のお祝いありがとうござい
ました。東クラブに入会して本当に良かった
としみじみ思うこの頃です。今後ともよろし
くお願いいたします。
•猿田隆夫　誕生日お祝いありがとうござい
ました。すっかり忘れていました。
•山村一正　誕生日記念ありがとうございま
す。レベル55になりました。
•広瀬雅彦　誕生祝いありがとうございます。

49歳になりました。
•岡本淳一　明けましておめでとうございま
す。家内の誕生祝いのお礼です。
•西森良文　妻も45歳、早いものです。水曜
会に入った頃は20代でした…。
•中西克行　妻の誕生祝いありがとうござい
ます。
•有田憲一　家族記念日ありがとうございま
す。バッチ忘れです。
•髙橋卓弥　家庭記念日祝いありがとうござ
います。今年は家族とゆっくり過ごします。
•市川哲司　結婚記念品ありがとうございま
す。妻にはいろいろとささえてもらっており
ます。
•今西　博　入会記念のお祝いありがとうご
ざいます。本年もよろしくお願いいたします。
•前川美智子　入会記念のプレゼントありが
とうございます。21年目。また、ネームプ
レート持ち帰りのお詫び（２年ごし）
•佐野博三　ようやく入会22年ですが、まだ
10年は大丈夫と思います。
•竹村克彦　明けましておめでとうございま
す。

ワイン同好会
2023年１月６日㈮　於：マンダリンコート

水曜会チャリティバザー
2023年１月８日㈰　於：新京橋プラザ前
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● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
729,730円
60,000円
789,730円

6,737円
0円

6,737円

736,467円
60,000円
796,467円

チビニコ 合　計

１月11日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
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 ●

１月11日
12月21日

総数
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－5 54

出席
46
39

欠席
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メイク
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12月14日 －3 54 39 0 72.22％ 100％12
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