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本日　８月23日㈬ 18：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　時　　間　　変　　更　　例　　会

次週　８月30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」

小比賀和弘 会員

第2345回　例会報告／平成29年８月16日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「夏の思い出」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんにちは。
２週間ぶりの例会です。
本日は、土居幹事がお休
みでという文を作ってき
たのですが、さすが、幹
事です。11時には帰って

きて出席していただきました。
　９日の花火大会、続いてよさこい祭りの本
祭、全国大会が開かれました。我が東クラブ
のメンバーの中でも、町中で何人かの方を見
かけしました。是非ニコニコで活躍の内容を
報告していただきたいと思います。
　私事ですが、お盆休みは例年どおり、８月
12日から14日まで３日間、甲子園球場で高校
野球を観戦してきました。３年前から、いつ
行っても入れる通し券というのを買うのです
が、今年は予定が分からなかったので買いま
せんでした。三宮のホテルに泊まって、朝４
時51分の始発に乗ると５時半ごろ着きます。
それでも既に甲子園球場の周りには２万人ぐ
らいが列を作っています。
　私も70近くになって、まだこれだけの馬力
がある。この馬力を仕事に東クラブの会長職
につぎ込んだら、少しは仕事の成績もあが
り、会員の増員にもなるのではないかと思い
ます。
　終戦72年を迎えた15日、政府主催の全国戦

没者追悼式が東京の日本武道館で行われまし
た。天皇陛下、皇后様ともに参列され、６月
に、１代限りの天皇退位を可能とした特例法
が成立し、早ければ来年末にも退位される可
能性があります。
　追悼の対象となるのは、戦死した軍人、軍
属、230万人。空襲や広島･長﨑の原爆投下、
沖縄戦などで亡くなった民間人80万人、合計
310万人の犠牲の上に、この72年間の平和が
保たれているのだと思います。この平和が
ずっと続けばいいのですが、今世界では、き
な臭い出来事が起きています。
　ロータリーの友８月号の「クラブを訪ね
て」の欄に高崎ＲＣの「新会員の口コミで広
がるクラブの魅力」という記事が出ていま
す。64人の会員を１年間で54人増やして115
人にした。会長は高崎経済大学の教授の田中
久夫さん。田中さんは現在2840地区のガバ
ナーをされているそうです。秘訣は、例会を
面白くする。特に新入会員にとっても、行っ
て何か取り柄があるように。皆さんも新会員
さんにお声かけもお願いしたいと思います。
また、女性会員も０から７人に増えたそうで
す。予算も増え、ロータリー活動にもつぎ込
んでいるとのことです。
　親睦委員会も３グループに分かれて、例会
をどのように盛り上げていくか常々考えてい
るそうです。昨年のクリスマス会では、赤城
山の土地が景品に出て、ＮＴＴの群馬支局長
に当たり、登記をしたようです。このクラブ
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には中曽根元首相のお父さん、横浜ベイス
ターズのアレキサンダーラミネス監督も所属
していたそうです。行事では、鳴子踊りに高
崎の特色を取り入れた、ダンスパフォーマン
ス高崎雷舞フェスティバルにも会員が参加し
て、企画運営をしているそうです。
　群馬県内には46クラブがあり、会員数
2,100人を田中ガバナー年度に2,400人にまで
増やそうと頑張っているとのことです。
　当東クラブでも、鬼頭さんはホタルの幼虫
を育てて高知市内の川に放流をしています
し、寺村さんは土佐山田町の振興に努めてい
ます。吉永さんは伝書鳩を長年飼っていま
す。先週、西山会員増強委員長から、会員一
人一人が、候補者がいたらぜひとも連絡をと
いうお話がありました。
　本日は、「私の履歴書」で山本康平会員で
す。よろしくお願いします。
◇来訪ロータリアン
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN氏

◇セントアンドリュー
スＲＣ・OL IVER 
BJORKSTENさん
とバナーの交換を行
いました。

◇会　長　報　告
・先の理事会で、九州北部災害義援金を一人

当たり1,000円で５万8,000円、予備費から
４万2,000円、水曜会から５万円、合計15
万円を贈ることに決定。

◇幹　事　報　告
・９月９日、仁淀ＲＣの鮎の会への参加が若

干少ないようです。出欠表への記入をお願
いします。

・来週は時間変更例会です。石川会長がワイ
ンを何本か構えてくださいます。生ビール
（有料）もありますので出席をお願いしま
す。６時からです。

● ニコニコ箱 ●
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８月16日
今期の累計

　ロータリーに入会して２ヵ月、高知赴任し
て10ヵ月経ちました。高知に来る前、いろい
ろ高知の情報を収集すると、人はいごっそ
う、はちきんで相当気性の荒い土地で、日本
酒のおちょこは置けないように底がとがって
いるとか、大変なところだと思って来たので
すが、実際、住み始めてみて、こんなに自然
に好きになった地域はないなと思っていま
す。気性の激しさは少し分かりますが、皆さ
ん人情が厚くて、裏表がなくて、お酒も強い
のですが楽しい場を提供してくれます。よさ
こい祭りも、踊る人も大変だけど、炎天下で
見る人も大変だなと思っていましたが、私一
人で１日中見ていました。

　今日は、そんな高知に染まってきた私の自
己紹介です。
　私は愛知県瀬戸市に生まれました。瀬戸物
や瀬戸焼で有名な焼き物の町で、最近では将
棋の藤井聡太さんの出身地として一気に知名
度が挙がっています。2005年に愛知万博が開
催され、1970年以来の国際博覧会で入場者数
累計2,200万人。
　祖父は陶磁器の会社を起こしており、現在
は伯父が社長、父が専務として陶磁器から派
生した照明器具の会社を営んでいます。幼少
期は父の工場で、半分遊びながら手伝いをし
ていました。小中学校のころは社交的で、ク
ラスでも毎年学級委員をしたり、中学ではバ

■高知東ＲＣ当面の日程
８月30日㈬　役員会
９月６日㈬　定例理事会
情報集会
　９月12日㈫～14日㈭　18:30（得月樓）
　９月13日㈬　　　　　13:30
　　　　　　（ザ クラウンパレス新阪急）
９月20日㈬　第３回クラブ協議会
９月27日㈬　役員会
10月４日㈬　定例理事会
10月９日㈪　高知東ＲＣ創立記念日
10月11日㈬　創立記念夜間例会
　　　　　　（ザ クラウンパレス新阪急）
10月18日㈬　ロータリー休日
10月25日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
高知南ＲＣ　　８月24日㈭　ビヤガーデン夜間例会
高知中央ＲＣ　８月24日㈭　夜間例会
高知北ＲＣ　　９月11日㈪　職場例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　９月12日㈫　月見夜間例会
高知中央ＲＣ　９月14日㈭　月見夜間例会
高知ロイヤルＲＣ  　
　　　　　　　９月19日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　９月21日㈭　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　９月25日㈪　月見夜間例会
高知中央ＲＣ　９月28日㈭　職場例会
高知西ＲＣ　　９月29日㈮　創立記念夜間例会
香長ＲＣ　　　10月３日㈫　観月会

「私の履歴書」

◇会員スピーチ 山本　康平 会員

レーボール部に所属してキャプテンとして
チームを率いていました。
　高校から社交的な部分は一気になくなり、
人前で話すことが苦手になり、先生に当てら
れるだけで緊張して顔が真っ赤になって話せ
ない。ゴルフ部に所属したのですが、下手だ
ということもあって１年も経たずに辞めてし
まい、家でゲームをして過ごす日々でした。
高校から大学は受験なくエスカレーターで行
けましたが、このままだとずっと内向的なま
ま終わってしまうと思い、高校３年の夏、受
験する決意をして受験勉強に取り組みまし
た。参考書を買い込んで、お風呂や歯磨きの
時間まで惜しんで勉強するという、ちょっと
気持ちが悪いぐらい頑張った時代でした。
　何とか、大阪の関西大学に入学。心機一転
ゼロからのスタートでしたので、徐々に内向
的な部分がなくなってきたように思います。
３年間はひたすらアルバイトでお金を貯め
て、４年の９月バックパッカーで、オースト
リア、スイス、ドイツ、イタリア、フランス
の５カ国、３月にはインドネシア、カンボジ
ア、タイに行ったのが一番の思い出です。当
時は、日常会話ぐらいの英語はできたのです
が、しばらく英語から離れたため、今は全く
喋れません。また海外に行けるように、英語
を勉強したいと思っています。
　平成14年、東海東京証券に入社。今では考
えられないぐらいの超氷河期で、日経平均が
２万円から１万円に転がり落ちる。銀行は不
良債権を抱えて、りそなが公的資金を注入さ

れるような厳しい大逆風の中での就職活動で
した。父親に「営業はしたいけど、どんな業
種を選んだらいいか分からない」と相談する
と、「世の中にはいろんな営業がある。車、
住宅、服等々、その中でどんな営業にも共通
している役割は、お客様の問題を解決するこ
とだ」と。そうであれば、いろんな枠にとら
われない営業をしたいと考え、証券会社を選
びました。日本の株式だけでも数千銘柄、ア
メリカ、ヨーロッパ、新興国にも目を向ける
ことができます。株に関心がなければ債券、
あるいは税金対策等々、本当に枠にとらわれ
ない営業に魅力を感じ、その思いは今でも変
わっていません。
　証券会社で学んだことは、まずお客様のあ
りがたさです。２つ目が物事の見方が変わっ
たこと。みんなの考えが一方通行になってい
るときに、逆の考えを持つ重要性を知りまし
た。
　今までは自分の成績だったり、課の成績、
お客様との関係といった視点だけだったので
すが、支店長になってからは地域とどれだけ
関わりを持てるかといったことを考えまし
た。それで、ロータリーにも入会させていた
だいたわけです。私は会社でいつも、新入社
員は、挨拶やフレッシュさなど、新入社員だ
からこそできる役割があると言っています。
私もロータリアンとしては新入社員と同じレ
ベルですが、私だからこそできる役割がある
し、これから学んでいきたいと思っていま
す。今後ともよろしくお願いします。

◇出席率報告

 ● 柳澤光秋　内田会員、石川会員、岡本会員、
近森会員、永野会員、松野会員、小比賀会員、
随行ありがとうございました。
 ● 石川　健　今年も元気に甲子園行ってきま

した。山本会員、卓話ありがとうございまし
た。
 ● 土居祐三　本日、例会欠席の予定でしたが、
使命感に駆られて出てきました。松本副幹事、
お騒がせしました。
 ● 永野正将　誕生祝いありがとうございます。
43歳になります。厄抜けました！
 ● 島村信一　妻の誕生祝いありがとうござい
ます。
 ● 山本康平　本日は卓話の機会をいただきあ
りがとうございました。プログラム委員の鬼
田委員長、吉永副委員長、竹村委員、個別指
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導ありがとうございました。
 ● 永野健生　外出先から直行したもので、バ
ッジ（上着、サイフも）忘れました。初めて
です。
 ● 山村一正　「オカルト雑誌」ムーに当方の
稲荷神社が金運の神社として載りました。記
念にニコニコへ！
 ● 松﨑郷輔　先週の土居幹事のニコニコに対

しまして、宝くじが当たるよう、高知大神宮
さんに祈祷願います。
 ● 竹村克彦　よさこい祭り２日間、頑張りま
した。８月18日、金曜日にイオンモール高知
で行うイベントの告知で、昨日はＲＫＣラジ
オに生出演。明日はテレビ高知のテレっちの
たまごに生出演。見てください。　　
◇遅刻・早退　１件

浦田健治会員  故「ベルちゃん」浦田健治会員  故「ベルちゃん」
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◇セントアンドリュー
スＲＣ・OL IVER 
BJORKSTENさん
とバナーの交換を行
いました。

◇会　長　報　告
・先の理事会で、九州北部災害義援金を一人

当たり1,000円で５万8,000円、予備費から
４万2,000円、水曜会から５万円、合計15
万円を贈ることに決定。

◇幹　事　報　告
・９月９日、仁淀ＲＣの鮎の会への参加が若

干少ないようです。出欠表への記入をお願
いします。

・来週は時間変更例会です。石川会長がワイ
ンを何本か構えてくださいます。生ビール
（有料）もありますので出席をお願いしま
す。６時からです。

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
245,000円

20,500円

265,500円

5,452円

2円

5,454円

250,452円

20,502円

270,954円

チビニコ 合　計

８月16日
今期の累計

　ロータリーに入会して２ヵ月、高知赴任し
て10ヵ月経ちました。高知に来る前、いろい
ろ高知の情報を収集すると、人はいごっそ
う、はちきんで相当気性の荒い土地で、日本
酒のおちょこは置けないように底がとがって
いるとか、大変なところだと思って来たので
すが、実際、住み始めてみて、こんなに自然
に好きになった地域はないなと思っていま
す。気性の激しさは少し分かりますが、皆さ
ん人情が厚くて、裏表がなくて、お酒も強い
のですが楽しい場を提供してくれます。よさ
こい祭りも、踊る人も大変だけど、炎天下で
見る人も大変だなと思っていましたが、私一
人で１日中見ていました。

　今日は、そんな高知に染まってきた私の自
己紹介です。
　私は愛知県瀬戸市に生まれました。瀬戸物
や瀬戸焼で有名な焼き物の町で、最近では将
棋の藤井聡太さんの出身地として一気に知名
度が挙がっています。2005年に愛知万博が開
催され、1970年以来の国際博覧会で入場者数
累計2,200万人。
　祖父は陶磁器の会社を起こしており、現在
は伯父が社長、父が専務として陶磁器から派
生した照明器具の会社を営んでいます。幼少
期は父の工場で、半分遊びながら手伝いをし
ていました。小中学校のころは社交的で、ク
ラスでも毎年学級委員をしたり、中学ではバ

■高知東ＲＣ当面の日程
８月30日㈬　役員会
９月６日㈬　定例理事会
情報集会
　９月12日㈫～14日㈭　18:30（得月樓）
　９月13日㈬　　　　　13:30
　　　　　　（ザ クラウンパレス新阪急）
９月20日㈬　第３回クラブ協議会
９月27日㈬　役員会
10月４日㈬　定例理事会
10月９日㈪　高知東ＲＣ創立記念日
10月11日㈬　創立記念夜間例会
　　　　　　（ザ クラウンパレス新阪急）
10月18日㈬　ロータリー休日
10月25日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
高知南ＲＣ　　８月24日㈭　ビヤガーデン夜間例会
高知中央ＲＣ　８月24日㈭　夜間例会
高知北ＲＣ　　９月11日㈪　職場例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　９月12日㈫　月見夜間例会
高知中央ＲＣ　９月14日㈭　月見夜間例会
高知ロイヤルＲＣ  　
　　　　　　　９月19日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　９月21日㈭　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　９月25日㈪　月見夜間例会
高知中央ＲＣ　９月28日㈭　職場例会
高知西ＲＣ　　９月29日㈮　創立記念夜間例会
香長ＲＣ　　　10月３日㈫　観月会

「私の履歴書」

◇会員スピーチ 山本　康平 会員

レーボール部に所属してキャプテンとして
チームを率いていました。
　高校から社交的な部分は一気になくなり、
人前で話すことが苦手になり、先生に当てら
れるだけで緊張して顔が真っ赤になって話せ
ない。ゴルフ部に所属したのですが、下手だ
ということもあって１年も経たずに辞めてし
まい、家でゲームをして過ごす日々でした。
高校から大学は受験なくエスカレーターで行
けましたが、このままだとずっと内向的なま
ま終わってしまうと思い、高校３年の夏、受
験する決意をして受験勉強に取り組みまし
た。参考書を買い込んで、お風呂や歯磨きの
時間まで惜しんで勉強するという、ちょっと
気持ちが悪いぐらい頑張った時代でした。
　何とか、大阪の関西大学に入学。心機一転
ゼロからのスタートでしたので、徐々に内向
的な部分がなくなってきたように思います。
３年間はひたすらアルバイトでお金を貯め
て、４年の９月バックパッカーで、オースト
リア、スイス、ドイツ、イタリア、フランス
の５カ国、３月にはインドネシア、カンボジ
ア、タイに行ったのが一番の思い出です。当
時は、日常会話ぐらいの英語はできたのです
が、しばらく英語から離れたため、今は全く
喋れません。また海外に行けるように、英語
を勉強したいと思っています。
　平成14年、東海東京証券に入社。今では考
えられないぐらいの超氷河期で、日経平均が
２万円から１万円に転がり落ちる。銀行は不
良債権を抱えて、りそなが公的資金を注入さ

れるような厳しい大逆風の中での就職活動で
した。父親に「営業はしたいけど、どんな業
種を選んだらいいか分からない」と相談する
と、「世の中にはいろんな営業がある。車、
住宅、服等々、その中でどんな営業にも共通
している役割は、お客様の問題を解決するこ
とだ」と。そうであれば、いろんな枠にとら
われない営業をしたいと考え、証券会社を選
びました。日本の株式だけでも数千銘柄、ア
メリカ、ヨーロッパ、新興国にも目を向ける
ことができます。株に関心がなければ債券、
あるいは税金対策等々、本当に枠にとらわれ
ない営業に魅力を感じ、その思いは今でも変
わっていません。
　証券会社で学んだことは、まずお客様のあ
りがたさです。２つ目が物事の見方が変わっ
たこと。みんなの考えが一方通行になってい
るときに、逆の考えを持つ重要性を知りまし
た。
　今までは自分の成績だったり、課の成績、
お客様との関係といった視点だけだったので
すが、支店長になってからは地域とどれだけ
関わりを持てるかといったことを考えまし
た。それで、ロータリーにも入会させていた
だいたわけです。私は会社でいつも、新入社
員は、挨拶やフレッシュさなど、新入社員だ
からこそできる役割があると言っています。
私もロータリアンとしては新入社員と同じレ
ベルですが、私だからこそできる役割がある
し、これから学んでいきたいと思っていま
す。今後ともよろしくお願いします。

◇出席率報告

 ● 柳澤光秋　内田会員、石川会員、岡本会員、
近森会員、永野会員、松野会員、小比賀会員、
随行ありがとうございました。
 ● 石川　健　今年も元気に甲子園行ってきま

した。山本会員、卓話ありがとうございまし
た。
 ● 土居祐三　本日、例会欠席の予定でしたが、
使命感に駆られて出てきました。松本副幹事、
お騒がせしました。
 ● 永野正将　誕生祝いありがとうございます。
43歳になります。厄抜けました！
 ● 島村信一　妻の誕生祝いありがとうござい
ます。
 ● 山本康平　本日は卓話の機会をいただきあ
りがとうございました。プログラム委員の鬼
田委員長、吉永副委員長、竹村委員、個別指

８月16日

８月２日

総数
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8
0

メイク
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74.14％
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5
9
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導ありがとうございました。
 ● 永野健生　外出先から直行したもので、バ
ッジ（上着、サイフも）忘れました。初めて
です。
 ● 山村一正　「オカルト雑誌」ムーに当方の
稲荷神社が金運の神社として載りました。記
念にニコニコへ！
 ● 松﨑郷輔　先週の土居幹事のニコニコに対

しまして、宝くじが当たるよう、高知大神宮
さんに祈祷願います。
 ● 竹村克彦　よさこい祭り２日間、頑張りま
した。８月18日、金曜日にイオンモール高知
で行うイベントの告知で、昨日はＲＫＣラジ
オに生出演。明日はテレビ高知のテレっちの
たまごに生出演。見てください。　　
◇遅刻・早退　１件

浦田健治会員  故「ベルちゃん」浦田健治会員  故「ベルちゃん」
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本日　８月23日㈬ 18：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　時　　間　　変　　更　　例　　会

次週　８月30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」

小比賀和弘 会員

第2345回　例会報告／平成29年８月16日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「夏の思い出」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんにちは。
２週間ぶりの例会です。
本日は、土居幹事がお休
みでという文を作ってき
たのですが、さすが、幹
事です。11時には帰って

きて出席していただきました。
　９日の花火大会、続いてよさこい祭りの本
祭、全国大会が開かれました。我が東クラブ
のメンバーの中でも、町中で何人かの方を見
かけしました。是非ニコニコで活躍の内容を
報告していただきたいと思います。
　私事ですが、お盆休みは例年どおり、８月
12日から14日まで３日間、甲子園球場で高校
野球を観戦してきました。３年前から、いつ
行っても入れる通し券というのを買うのです
が、今年は予定が分からなかったので買いま
せんでした。三宮のホテルに泊まって、朝４
時51分の始発に乗ると５時半ごろ着きます。
それでも既に甲子園球場の周りには２万人ぐ
らいが列を作っています。
　私も70近くになって、まだこれだけの馬力
がある。この馬力を仕事に東クラブの会長職
につぎ込んだら、少しは仕事の成績もあが
り、会員の増員にもなるのではないかと思い
ます。
　終戦72年を迎えた15日、政府主催の全国戦

没者追悼式が東京の日本武道館で行われまし
た。天皇陛下、皇后様ともに参列され、６月
に、１代限りの天皇退位を可能とした特例法
が成立し、早ければ来年末にも退位される可
能性があります。
　追悼の対象となるのは、戦死した軍人、軍
属、230万人。空襲や広島･長﨑の原爆投下、
沖縄戦などで亡くなった民間人80万人、合計
310万人の犠牲の上に、この72年間の平和が
保たれているのだと思います。この平和が
ずっと続けばいいのですが、今世界では、き
な臭い出来事が起きています。
　ロータリーの友８月号の「クラブを訪ね
て」の欄に高崎ＲＣの「新会員の口コミで広
がるクラブの魅力」という記事が出ていま
す。64人の会員を１年間で54人増やして115
人にした。会長は高崎経済大学の教授の田中
久夫さん。田中さんは現在2840地区のガバ
ナーをされているそうです。秘訣は、例会を
面白くする。特に新入会員にとっても、行っ
て何か取り柄があるように。皆さんも新会員
さんにお声かけもお願いしたいと思います。
また、女性会員も０から７人に増えたそうで
す。予算も増え、ロータリー活動にもつぎ込
んでいるとのことです。
　親睦委員会も３グループに分かれて、例会
をどのように盛り上げていくか常々考えてい
るそうです。昨年のクリスマス会では、赤城
山の土地が景品に出て、ＮＴＴの群馬支局長
に当たり、登記をしたようです。このクラブ

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

●会長／石川　健　●幹事／土居祐三　●雑誌会報委員／髙橋卓弥・宇津木達也・西森良文
●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１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

には中曽根元首相のお父さん、横浜ベイス
ターズのアレキサンダーラミネス監督も所属
していたそうです。行事では、鳴子踊りに高
崎の特色を取り入れた、ダンスパフォーマン
ス高崎雷舞フェスティバルにも会員が参加し
て、企画運営をしているそうです。
　群馬県内には46クラブがあり、会員数
2,100人を田中ガバナー年度に2,400人にまで
増やそうと頑張っているとのことです。
　当東クラブでも、鬼頭さんはホタルの幼虫
を育てて高知市内の川に放流をしています
し、寺村さんは土佐山田町の振興に努めてい
ます。吉永さんは伝書鳩を長年飼っていま
す。先週、西山会員増強委員長から、会員一
人一人が、候補者がいたらぜひとも連絡をと
いうお話がありました。
　本日は、「私の履歴書」で山本康平会員で
す。よろしくお願いします。
◇来訪ロータリアン
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN氏

◇セントアンドリュー
スＲＣ・OL IVER 
BJORKSTENさん
とバナーの交換を行
いました。

◇会　長　報　告
・先の理事会で、九州北部災害義援金を一人

当たり1,000円で５万8,000円、予備費から
４万2,000円、水曜会から５万円、合計15
万円を贈ることに決定。

◇幹　事　報　告
・９月９日、仁淀ＲＣの鮎の会への参加が若

干少ないようです。出欠表への記入をお願
いします。

・来週は時間変更例会です。石川会長がワイ
ンを何本か構えてくださいます。生ビール
（有料）もありますので出席をお願いしま
す。６時からです。

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
245,000円

20,500円

265,500円

5,452円

2円

5,454円

250,452円

20,502円

270,954円

チビニコ 合　計

８月16日
今期の累計

　ロータリーに入会して２ヵ月、高知赴任し
て10ヵ月経ちました。高知に来る前、いろい
ろ高知の情報を収集すると、人はいごっそ
う、はちきんで相当気性の荒い土地で、日本
酒のおちょこは置けないように底がとがって
いるとか、大変なところだと思って来たので
すが、実際、住み始めてみて、こんなに自然
に好きになった地域はないなと思っていま
す。気性の激しさは少し分かりますが、皆さ
ん人情が厚くて、裏表がなくて、お酒も強い
のですが楽しい場を提供してくれます。よさ
こい祭りも、踊る人も大変だけど、炎天下で
見る人も大変だなと思っていましたが、私一
人で１日中見ていました。

　今日は、そんな高知に染まってきた私の自
己紹介です。
　私は愛知県瀬戸市に生まれました。瀬戸物
や瀬戸焼で有名な焼き物の町で、最近では将
棋の藤井聡太さんの出身地として一気に知名
度が挙がっています。2005年に愛知万博が開
催され、1970年以来の国際博覧会で入場者数
累計2,200万人。
　祖父は陶磁器の会社を起こしており、現在
は伯父が社長、父が専務として陶磁器から派
生した照明器具の会社を営んでいます。幼少
期は父の工場で、半分遊びながら手伝いをし
ていました。小中学校のころは社交的で、ク
ラスでも毎年学級委員をしたり、中学ではバ

■高知東ＲＣ当面の日程
８月30日㈬　役員会
９月６日㈬　定例理事会
情報集会
　９月12日㈫～14日㈭　18:30（得月樓）
　９月13日㈬　　　　　13:30
　　　　　　（ザ クラウンパレス新阪急）
９月20日㈬　第３回クラブ協議会
９月27日㈬　役員会
10月４日㈬　定例理事会
10月９日㈪　高知東ＲＣ創立記念日
10月11日㈬　創立記念夜間例会
　　　　　　（ザ クラウンパレス新阪急）
10月18日㈬　ロータリー休日
10月25日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
高知南ＲＣ　　８月24日㈭　ビヤガーデン夜間例会
高知中央ＲＣ　８月24日㈭　夜間例会
高知北ＲＣ　　９月11日㈪　職場例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　９月12日㈫　月見夜間例会
高知中央ＲＣ　９月14日㈭　月見夜間例会
高知ロイヤルＲＣ  　
　　　　　　　９月19日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　９月21日㈭　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　９月25日㈪　月見夜間例会
高知中央ＲＣ　９月28日㈭　職場例会
高知西ＲＣ　　９月29日㈮　創立記念夜間例会
香長ＲＣ　　　10月３日㈫　観月会

「私の履歴書」

◇会員スピーチ 山本　康平 会員

レーボール部に所属してキャプテンとして
チームを率いていました。
　高校から社交的な部分は一気になくなり、
人前で話すことが苦手になり、先生に当てら
れるだけで緊張して顔が真っ赤になって話せ
ない。ゴルフ部に所属したのですが、下手だ
ということもあって１年も経たずに辞めてし
まい、家でゲームをして過ごす日々でした。
高校から大学は受験なくエスカレーターで行
けましたが、このままだとずっと内向的なま
ま終わってしまうと思い、高校３年の夏、受
験する決意をして受験勉強に取り組みまし
た。参考書を買い込んで、お風呂や歯磨きの
時間まで惜しんで勉強するという、ちょっと
気持ちが悪いぐらい頑張った時代でした。
　何とか、大阪の関西大学に入学。心機一転
ゼロからのスタートでしたので、徐々に内向
的な部分がなくなってきたように思います。
３年間はひたすらアルバイトでお金を貯め
て、４年の９月バックパッカーで、オースト
リア、スイス、ドイツ、イタリア、フランス
の５カ国、３月にはインドネシア、カンボジ
ア、タイに行ったのが一番の思い出です。当
時は、日常会話ぐらいの英語はできたのです
が、しばらく英語から離れたため、今は全く
喋れません。また海外に行けるように、英語
を勉強したいと思っています。
　平成14年、東海東京証券に入社。今では考
えられないぐらいの超氷河期で、日経平均が
２万円から１万円に転がり落ちる。銀行は不
良債権を抱えて、りそなが公的資金を注入さ

れるような厳しい大逆風の中での就職活動で
した。父親に「営業はしたいけど、どんな業
種を選んだらいいか分からない」と相談する
と、「世の中にはいろんな営業がある。車、
住宅、服等々、その中でどんな営業にも共通
している役割は、お客様の問題を解決するこ
とだ」と。そうであれば、いろんな枠にとら
われない営業をしたいと考え、証券会社を選
びました。日本の株式だけでも数千銘柄、ア
メリカ、ヨーロッパ、新興国にも目を向ける
ことができます。株に関心がなければ債券、
あるいは税金対策等々、本当に枠にとらわれ
ない営業に魅力を感じ、その思いは今でも変
わっていません。
　証券会社で学んだことは、まずお客様のあ
りがたさです。２つ目が物事の見方が変わっ
たこと。みんなの考えが一方通行になってい
るときに、逆の考えを持つ重要性を知りまし
た。
　今までは自分の成績だったり、課の成績、
お客様との関係といった視点だけだったので
すが、支店長になってからは地域とどれだけ
関わりを持てるかといったことを考えまし
た。それで、ロータリーにも入会させていた
だいたわけです。私は会社でいつも、新入社
員は、挨拶やフレッシュさなど、新入社員だ
からこそできる役割があると言っています。
私もロータリアンとしては新入社員と同じレ
ベルですが、私だからこそできる役割がある
し、これから学んでいきたいと思っていま
す。今後ともよろしくお願いします。

◇出席率報告

 ● 柳澤光秋　内田会員、石川会員、岡本会員、
近森会員、永野会員、松野会員、小比賀会員、
随行ありがとうございました。
 ● 石川　健　今年も元気に甲子園行ってきま

した。山本会員、卓話ありがとうございまし
た。
 ● 土居祐三　本日、例会欠席の予定でしたが、
使命感に駆られて出てきました。松本副幹事、
お騒がせしました。
 ● 永野正将　誕生祝いありがとうございます。
43歳になります。厄抜けました！
 ● 島村信一　妻の誕生祝いありがとうござい
ます。
 ● 山本康平　本日は卓話の機会をいただきあ
りがとうございました。プログラム委員の鬼
田委員長、吉永副委員長、竹村委員、個別指
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導ありがとうございました。
 ● 永野健生　外出先から直行したもので、バ
ッジ（上着、サイフも）忘れました。初めて
です。
 ● 山村一正　「オカルト雑誌」ムーに当方の
稲荷神社が金運の神社として載りました。記
念にニコニコへ！
 ● 松﨑郷輔　先週の土居幹事のニコニコに対

しまして、宝くじが当たるよう、高知大神宮
さんに祈祷願います。
 ● 竹村克彦　よさこい祭り２日間、頑張りま
した。８月18日、金曜日にイオンモール高知
で行うイベントの告知で、昨日はＲＫＣラジ
オに生出演。明日はテレビ高知のテレっちの
たまごに生出演。見てください。　　
◇遅刻・早退　１件

浦田健治会員  故「ベルちゃん」浦田健治会員  故「ベルちゃん」
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本日　８月23日㈬ 18：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　時　　間　　変　　更　　例　　会

次週　８月30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」

小比賀和弘 会員

第2345回　例会報告／平成29年８月16日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「夏の思い出」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんにちは。
２週間ぶりの例会です。
本日は、土居幹事がお休
みでという文を作ってき
たのですが、さすが、幹
事です。11時には帰って

きて出席していただきました。
　９日の花火大会、続いてよさこい祭りの本
祭、全国大会が開かれました。我が東クラブ
のメンバーの中でも、町中で何人かの方を見
かけしました。是非ニコニコで活躍の内容を
報告していただきたいと思います。
　私事ですが、お盆休みは例年どおり、８月
12日から14日まで３日間、甲子園球場で高校
野球を観戦してきました。３年前から、いつ
行っても入れる通し券というのを買うのです
が、今年は予定が分からなかったので買いま
せんでした。三宮のホテルに泊まって、朝４
時51分の始発に乗ると５時半ごろ着きます。
それでも既に甲子園球場の周りには２万人ぐ
らいが列を作っています。
　私も70近くになって、まだこれだけの馬力
がある。この馬力を仕事に東クラブの会長職
につぎ込んだら、少しは仕事の成績もあが
り、会員の増員にもなるのではないかと思い
ます。
　終戦72年を迎えた15日、政府主催の全国戦

没者追悼式が東京の日本武道館で行われまし
た。天皇陛下、皇后様ともに参列され、６月
に、１代限りの天皇退位を可能とした特例法
が成立し、早ければ来年末にも退位される可
能性があります。
　追悼の対象となるのは、戦死した軍人、軍
属、230万人。空襲や広島･長﨑の原爆投下、
沖縄戦などで亡くなった民間人80万人、合計
310万人の犠牲の上に、この72年間の平和が
保たれているのだと思います。この平和が
ずっと続けばいいのですが、今世界では、き
な臭い出来事が起きています。
　ロータリーの友８月号の「クラブを訪ね
て」の欄に高崎ＲＣの「新会員の口コミで広
がるクラブの魅力」という記事が出ていま
す。64人の会員を１年間で54人増やして115
人にした。会長は高崎経済大学の教授の田中
久夫さん。田中さんは現在2840地区のガバ
ナーをされているそうです。秘訣は、例会を
面白くする。特に新入会員にとっても、行っ
て何か取り柄があるように。皆さんも新会員
さんにお声かけもお願いしたいと思います。
また、女性会員も０から７人に増えたそうで
す。予算も増え、ロータリー活動にもつぎ込
んでいるとのことです。
　親睦委員会も３グループに分かれて、例会
をどのように盛り上げていくか常々考えてい
るそうです。昨年のクリスマス会では、赤城
山の土地が景品に出て、ＮＴＴの群馬支局長
に当たり、登記をしたようです。このクラブ
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には中曽根元首相のお父さん、横浜ベイス
ターズのアレキサンダーラミネス監督も所属
していたそうです。行事では、鳴子踊りに高
崎の特色を取り入れた、ダンスパフォーマン
ス高崎雷舞フェスティバルにも会員が参加し
て、企画運営をしているそうです。
　群馬県内には46クラブがあり、会員数
2,100人を田中ガバナー年度に2,400人にまで
増やそうと頑張っているとのことです。
　当東クラブでも、鬼頭さんはホタルの幼虫
を育てて高知市内の川に放流をしています
し、寺村さんは土佐山田町の振興に努めてい
ます。吉永さんは伝書鳩を長年飼っていま
す。先週、西山会員増強委員長から、会員一
人一人が、候補者がいたらぜひとも連絡をと
いうお話がありました。
　本日は、「私の履歴書」で山本康平会員で
す。よろしくお願いします。
◇来訪ロータリアン
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN氏

◇セントアンドリュー
スＲＣ・OL IVER 
BJORKSTENさん
とバナーの交換を行
いました。

◇会　長　報　告
・先の理事会で、九州北部災害義援金を一人

当たり1,000円で５万8,000円、予備費から
４万2,000円、水曜会から５万円、合計15
万円を贈ることに決定。

◇幹　事　報　告
・９月９日、仁淀ＲＣの鮎の会への参加が若

干少ないようです。出欠表への記入をお願
いします。

・来週は時間変更例会です。石川会長がワイ
ンを何本か構えてくださいます。生ビール
（有料）もありますので出席をお願いしま
す。６時からです。

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
245,000円

20,500円

265,500円

5,452円

2円

5,454円

250,452円

20,502円

270,954円

チビニコ 合　計

８月16日
今期の累計

　ロータリーに入会して２ヵ月、高知赴任し
て10ヵ月経ちました。高知に来る前、いろい
ろ高知の情報を収集すると、人はいごっそ
う、はちきんで相当気性の荒い土地で、日本
酒のおちょこは置けないように底がとがって
いるとか、大変なところだと思って来たので
すが、実際、住み始めてみて、こんなに自然
に好きになった地域はないなと思っていま
す。気性の激しさは少し分かりますが、皆さ
ん人情が厚くて、裏表がなくて、お酒も強い
のですが楽しい場を提供してくれます。よさ
こい祭りも、踊る人も大変だけど、炎天下で
見る人も大変だなと思っていましたが、私一
人で１日中見ていました。

　今日は、そんな高知に染まってきた私の自
己紹介です。
　私は愛知県瀬戸市に生まれました。瀬戸物
や瀬戸焼で有名な焼き物の町で、最近では将
棋の藤井聡太さんの出身地として一気に知名
度が挙がっています。2005年に愛知万博が開
催され、1970年以来の国際博覧会で入場者数
累計2,200万人。
　祖父は陶磁器の会社を起こしており、現在
は伯父が社長、父が専務として陶磁器から派
生した照明器具の会社を営んでいます。幼少
期は父の工場で、半分遊びながら手伝いをし
ていました。小中学校のころは社交的で、ク
ラスでも毎年学級委員をしたり、中学ではバ

■高知東ＲＣ当面の日程
８月30日㈬　役員会
９月６日㈬　定例理事会
情報集会
　９月12日㈫～14日㈭　18:30（得月樓）
　９月13日㈬　　　　　13:30
　　　　　　（ザ クラウンパレス新阪急）
９月20日㈬　第３回クラブ協議会
９月27日㈬　役員会
10月４日㈬　定例理事会
10月９日㈪　高知東ＲＣ創立記念日
10月11日㈬　創立記念夜間例会
　　　　　　（ザ クラウンパレス新阪急）
10月18日㈬　ロータリー休日
10月25日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
高知南ＲＣ　　８月24日㈭　ビヤガーデン夜間例会
高知中央ＲＣ　８月24日㈭　夜間例会
高知北ＲＣ　　９月11日㈪　職場例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　９月12日㈫　月見夜間例会
高知中央ＲＣ　９月14日㈭　月見夜間例会
高知ロイヤルＲＣ  　
　　　　　　　９月19日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　９月21日㈭　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　９月25日㈪　月見夜間例会
高知中央ＲＣ　９月28日㈭　職場例会
高知西ＲＣ　　９月29日㈮　創立記念夜間例会
香長ＲＣ　　　10月３日㈫　観月会

「私の履歴書」

◇会員スピーチ 山本　康平 会員

レーボール部に所属してキャプテンとして
チームを率いていました。
　高校から社交的な部分は一気になくなり、
人前で話すことが苦手になり、先生に当てら
れるだけで緊張して顔が真っ赤になって話せ
ない。ゴルフ部に所属したのですが、下手だ
ということもあって１年も経たずに辞めてし
まい、家でゲームをして過ごす日々でした。
高校から大学は受験なくエスカレーターで行
けましたが、このままだとずっと内向的なま
ま終わってしまうと思い、高校３年の夏、受
験する決意をして受験勉強に取り組みまし
た。参考書を買い込んで、お風呂や歯磨きの
時間まで惜しんで勉強するという、ちょっと
気持ちが悪いぐらい頑張った時代でした。
　何とか、大阪の関西大学に入学。心機一転
ゼロからのスタートでしたので、徐々に内向
的な部分がなくなってきたように思います。
３年間はひたすらアルバイトでお金を貯め
て、４年の９月バックパッカーで、オースト
リア、スイス、ドイツ、イタリア、フランス
の５カ国、３月にはインドネシア、カンボジ
ア、タイに行ったのが一番の思い出です。当
時は、日常会話ぐらいの英語はできたのです
が、しばらく英語から離れたため、今は全く
喋れません。また海外に行けるように、英語
を勉強したいと思っています。
　平成14年、東海東京証券に入社。今では考
えられないぐらいの超氷河期で、日経平均が
２万円から１万円に転がり落ちる。銀行は不
良債権を抱えて、りそなが公的資金を注入さ

れるような厳しい大逆風の中での就職活動で
した。父親に「営業はしたいけど、どんな業
種を選んだらいいか分からない」と相談する
と、「世の中にはいろんな営業がある。車、
住宅、服等々、その中でどんな営業にも共通
している役割は、お客様の問題を解決するこ
とだ」と。そうであれば、いろんな枠にとら
われない営業をしたいと考え、証券会社を選
びました。日本の株式だけでも数千銘柄、ア
メリカ、ヨーロッパ、新興国にも目を向ける
ことができます。株に関心がなければ債券、
あるいは税金対策等々、本当に枠にとらわれ
ない営業に魅力を感じ、その思いは今でも変
わっていません。
　証券会社で学んだことは、まずお客様のあ
りがたさです。２つ目が物事の見方が変わっ
たこと。みんなの考えが一方通行になってい
るときに、逆の考えを持つ重要性を知りまし
た。
　今までは自分の成績だったり、課の成績、
お客様との関係といった視点だけだったので
すが、支店長になってからは地域とどれだけ
関わりを持てるかといったことを考えまし
た。それで、ロータリーにも入会させていた
だいたわけです。私は会社でいつも、新入社
員は、挨拶やフレッシュさなど、新入社員だ
からこそできる役割があると言っています。
私もロータリアンとしては新入社員と同じレ
ベルですが、私だからこそできる役割がある
し、これから学んでいきたいと思っていま
す。今後ともよろしくお願いします。

◇出席率報告

 ● 柳澤光秋　内田会員、石川会員、岡本会員、
近森会員、永野会員、松野会員、小比賀会員、
随行ありがとうございました。
 ● 石川　健　今年も元気に甲子園行ってきま

した。山本会員、卓話ありがとうございまし
た。
 ● 土居祐三　本日、例会欠席の予定でしたが、
使命感に駆られて出てきました。松本副幹事、
お騒がせしました。
 ● 永野正将　誕生祝いありがとうございます。
43歳になります。厄抜けました！
 ● 島村信一　妻の誕生祝いありがとうござい
ます。
 ● 山本康平　本日は卓話の機会をいただきあ
りがとうございました。プログラム委員の鬼
田委員長、吉永副委員長、竹村委員、個別指

８月16日

８月２日

総数
－2 58
58

出席
43
49

欠席
8
0

メイク
アップ HC出席率

74.14％

84.48％

出席率
85.71％

100％

5
9

７月26日 －3 58 40 0 68.97％ 100％15

導ありがとうございました。
 ● 永野健生　外出先から直行したもので、バ
ッジ（上着、サイフも）忘れました。初めて
です。
 ● 山村一正　「オカルト雑誌」ムーに当方の
稲荷神社が金運の神社として載りました。記
念にニコニコへ！
 ● 松﨑郷輔　先週の土居幹事のニコニコに対

しまして、宝くじが当たるよう、高知大神宮
さんに祈祷願います。
 ● 竹村克彦　よさこい祭り２日間、頑張りま
した。８月18日、金曜日にイオンモール高知
で行うイベントの告知で、昨日はＲＫＣラジ
オに生出演。明日はテレビ高知のテレっちの
たまごに生出演。見てください。　　
◇遅刻・早退　１件
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