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本日　９月13日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「わが国の金融政策－cool heads but warm hearts」

日銀高知支店長 大谷　　聡 氏

次週　９月20日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「フランス アルザス地方とブルゴーニュのワインの旅」

関　　淑公 会員

第2348回　例会報告／平成29年９月６日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんにちは。
９月に入り、朝夕は大分
涼しくなり、食欲も湧く
時季になりました。
　先週、私は飛行機の整
備状況を見てきたという

お話をしましたが、昨日、整備を見た777型
機が、エンジンのトラブルで引き返したと言
うニュースが流れました。会員の皆さんも飛
行機にはよく乗られると思いますが、十分に
気をつけていただきたいと思います。
　９月２日、2670地区の会員増強セミナーが
あり、増強委員長の西山さん、土居幹事、そ
して私の３人で出席しました。午後は、クラ
ブ研修リーダー育成セミナーで松岡さんも出
席されました。
　基調講演では、ロータリーの魅力について
のお話がありました。1923年に起こった関東
大震災には、アメリカ（375クラブ）をはじ
め・カナダ（40）・イギリス（60）等々、16カ
国、503クラブから８万9000ドルの義捐金が
送られてきました。その義捐金を何に使うか
委員会を開いて慎重に検討し、木下産院の建
設、小学校の備品整備、孤児院の建設などに
使ったそうです。その他、ダグラス・マッ
カーサーもロータリアンで、東京ＲＣの復帰

認証式にはマッカーサーから祝辞が届いてい
た。カーネルサンダースの像が道頓堀から引
き揚げられたとき、胸にロータリーバッジが
あり、彼もロータリアンだった。また、松下
幸之助もロータリークラブに出席するときに
は「勉強に行ってくる」と言っていた等々の
お話がありました。
　ガバナー公式訪問の随行員として、８月
29、30日は野町さんと髙橋さん、31日は山村
さん、９月１日は土居幹事、４、５日は土居
さん、竹村さん、６日は吉永さん、７日は髙
橋さん、８日は岡さんに行っていただきま
す。また、９月２日は午前、午後に分かれ
て、皆さんにご協力いただきました。ありが
とうございました。
　本日の卓話は、島村信一会員の「私の履歴
書」です。よろしくお願いします。
◇会員増強・退会防止委員会より

　先週土曜日、会員増強
セミナーに参加し、高知
第Ⅰ、第Ⅱ分区に分かれ
て話し合いました。
　結論としては、会員一
人一人が会員を増強する

という気持ちを持って、アンテナを張り巡ら
せる。会員の皆さまの意識の問題だというこ
とです。本日、増強にご協力をお願いします
ということで回覧を作りました。月２回ぐら
いは回覧したいと考えていますので、ご協力
をよろしくお願いします。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST
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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

◇９月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　寺村　　勉
　宇津木達也
　森田　康子
　北村　　裕

 ● 配偶者誕生日
　竹村　朱美　　山村　雅子　　永野加代子
　西内　恵子　　
 ● 家庭記念日
　竹村　克彦　　水上　　元　　石川　　健
 ● 入会記念日
　岡本　淳一　　天野　禎久

◇会　長　報　告
・10月７日、８日、春野球場でガバナー杯の

野球大会があります。８日は，東クラブの
ゴルフと重なっていますが、交通整理等に
８名から10名の手伝いが必要です。ご協力
をよろしくお願いします。

◇幹　事　報　告
・国際大会の案内が来ています。ぜひ、参加

してください。
・来週12日から14日、情報集会。20日はクラ

ブ協議会です。各委員はよろしくお願いし
ます。

・昨年度の地区大会の記録を、登録者のレ
ターボックスに入れています。ご覧ください。

● ニコニコ箱 ●

先週まで
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９月６日
今期の累計

　私は今から53年前、東京でオリンピックが
開催された年の６月に生まれました。２歳の
とき、父の転勤で秋田県秋田市に引っ越し、
小学校５年生の終わりまで過ごしました。冬
になると小学校の教室の真ん中に大きな石炭
のストーブが置かれます。朝、用務員さんが
授業前に石炭に火を点けて、３、４時間目に
石炭を足していきます。ストーブの上には、
水を入れた大きなたらいをかけて、給食の前
には牛乳瓶を入れて、温かい牛乳を飲みま
す。これが普通の生活だと思っていました。
　６年生で兵庫県の宝塚市に引っ越したと
き、初めて、冬にストーブがないことを知り
ました。秋田の小学校は、築100年以上の木
造の学校でしたが、宝塚は鉄筋コンクリート
４階建てという近代的な学校でした。横には
中国道が通っていて、道路の上に道路があ
る。おまけに飛行機の離発着のコース上に家
がありましたので、１日に何十機という飛行
機が飛んでいきます。カルチャーショックで
した。

■高知東ＲＣ当面の日程
情報集会
　９月12日㈫～14日㈭　18:30（得月樓）
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
高知ＲＣ　　　10月３日㈫　７日㈯に変更
高知南ＲＣ　　10月５日㈭　月見例会
高知中央ＲＣ　10月５日㈭　６日㈮に変更
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　10月10日㈫　夜間例会
高知南ＲＣ　　10月12日㈭　10日㈫に変更
高知中央ＲＣ　10月12日㈭　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　10月17日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　10月17日㈫　ロータリー休日

「私の履歴書」

◇会員スピーチ 島村　信一 会員

　中高と宝塚で過ごしました。大学は福岡
で、ケンタッキーフライドチキンで４年間ア
ルバイトをしましたので、夕食はほぼ毎日フ
ライドチキンでした。何とかギリギリの単位
で大学を卒業。いざ就職というときに、やは
り関西だろうと大阪のニッサンのカーディー
ラーに就職して営業をしました。30ぐらいの
とき、父から「お前は長男だから、そろそろ
帰って来ないか」という話があり「えっー」
と。高知には友達もいないし、住んだことも
ないし悩みましたが、いずれ帰るんだったら
今のうちがいいかもしれないと思って、30で
高知に帰ったというか、初めて来ました。
　当時のトヨタビスタ高知に中途採用で就
職。新しい高知の生活がスタートしました。
このまま、ずっとトヨタさんでお世話になる
つもりでしたが、４年ほど経ってヘッドハン
ティングされました、それも親父に。そのこ
ろ、会社のコンピュータを入れ替えたりして
いましたので、「わしらには分からん。どう
しても使えるやつが欲しい」という熱烈なア

プローチで、情報センター高知に入りまし
た。
　ここは個人の信用情報を扱っている会社
で、帝国データバンクの個人版といったとこ
ろです。日本では３社しかありません。会員
制ですが、会員になるのは金融機関だけで一
般の企業の方が取り引きすることはありませ
んので、世の中には知られていない会社だと
思います。
　信用情報というのは、名前、生年月日、住
所、勤務先と言った本人を特定する情報が一
つ。それから、ローンやクレジットなどの内
容に関する情報、取り引きに関する物。あ
と、情報センターが独自に収集するものとし
て、本人申告コメントと貸金業協会依頼情報
というのがあります。本人申告コメントとい
うのは、免許証を落とした、あるいは盗られ
たということを登録しておくと、免許証を
拾った第三者が金融機関でお金を借りたいと
いったときに、金融機関が本人かどうかの確
認をしてくれます。貸金業協会依頼情報とい
うのは、自分は借りるクセがあるので、貸さ

ないようして欲しい、借りれないように登録
できる制度です。
　貸金業法の改正があり、世間でお金を貸し
過ぎじゃないかというサラ金問題があり、法
律が変わりました。信用情報機関の要件も変
わり、100社以上の会員と取り引きをしてい
なければいけないということになりました。
けれども、地方で100社というのは無理なこ
とです。大きな信販会社が高知にあっても、
それは支店ですからカウントされません。地
元業者だけで100社となると要件になかなか
合わないということで、高知の会社は精算す
ることになりました。
　そこで、私は44歳のときに、今の会社を立
ち上げました。今はソフトウェアの開発など
を主にやっています。ソフトウェアというの
は、オペレーションの一番基本のソフトなど
もソフトウェアになりますし、会計用のソフ
ト、ワープロソフト、表計算ソフト、これら
も形上はソフトウェアに入ります。あと、
ホームページやスマホのアプリを作ったりと
いったことをしています。

◇出席率報告

 ● 石川　健　家庭記念日を祝っていただきあ
りがとうございます。10月７日、８日、ガバ
ナー杯野球大会に応援（交通整理等）１日あ
たり８～10名必要とのことです。８日㈰はゴ
ルフ大会があります。ゴルフ参加しない方は
ご協力くださいますよう、よろしくお願いし
ます。　　
 ● 土居祐三　１日㈮小豆島随行、２日㈯会員
増強セミナー、４日㈪高松北随行、５日㈫高
松東、観音寺東随行、本日６日㈬例会、理事
会、嗚呼ロータリーづくし！
 ● 浦田健治　週報に今は亡き愛犬ベルの写真
を載せていただきありがとうございました。
 ● 中平真理子　明日、東京の会議出席のため

ＪＡＬに乗ります。火を噴きませんように。
 ● 八田聡子　２日の「地区会員増強セミナー」
のお手伝いに協力できなかったお詫びと、１
日の地区大会会場委員会後の懇親会のおつり
を併せてニコニコへ。
 ● 近森範久　先日の地区会員研修セミナーお
疲れ様でした。その際の打ち上げのおつりを
少々ですが、ニコニコへ。
 ● 久松啓一　９月２日、地区研修セミナーで
は多くの会員の皆さまに応援いただきありが
とうございました。無事終了いたしました。
 ● 西山忠利　会員増強委員会の報告とお願い。
 ● 西森やよい　結婚祝いありがとうございま
す。出会ったころのときめきの魔法がだんだ
んとけてきましたが、とりあえず一緒にいる
予定です。
 ● 西内俊介　家内の誕生日ってことすっかり
忘れていました。と言うのもトーヨースー
パーがなくなって、毎日の半額の刺身が２日
に１回になりました。さびしい限りです。で
も、家内もついに大台です。ありがとうござ
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いました。
 ● 永野健生　妻の誕生祝いありがとうござい
ます。
 ● 森田康子　９月の誕生日を祝っていただき
ありがとうございました。孫の成長が楽しみ

の日々です。
 ● 北村　裕　62歳になります。ありがとうご
ざいました。　　　
 ● サロンイースト協力金として
◇遅刻・早退　３件
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９月６日
今期の累計

　私は今から53年前、東京でオリンピックが
開催された年の６月に生まれました。２歳の
とき、父の転勤で秋田県秋田市に引っ越し、
小学校５年生の終わりまで過ごしました。冬
になると小学校の教室の真ん中に大きな石炭
のストーブが置かれます。朝、用務員さんが
授業前に石炭に火を点けて、３、４時間目に
石炭を足していきます。ストーブの上には、
水を入れた大きなたらいをかけて、給食の前
には牛乳瓶を入れて、温かい牛乳を飲みま
す。これが普通の生活だと思っていました。
　６年生で兵庫県の宝塚市に引っ越したと
き、初めて、冬にストーブがないことを知り
ました。秋田の小学校は、築100年以上の木
造の学校でしたが、宝塚は鉄筋コンクリート
４階建てという近代的な学校でした。横には
中国道が通っていて、道路の上に道路があ
る。おまけに飛行機の離発着のコース上に家
がありましたので、１日に何十機という飛行
機が飛んでいきます。カルチャーショックで
した。

■高知東ＲＣ当面の日程
情報集会
　９月12日㈫～14日㈭　18:30（得月樓）
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
高知ＲＣ　　　10月３日㈫　７日㈯に変更
高知南ＲＣ　　10月５日㈭　月見例会
高知中央ＲＣ　10月５日㈭　６日㈮に変更
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　10月10日㈫　夜間例会
高知南ＲＣ　　10月12日㈭　10日㈫に変更
高知中央ＲＣ　10月12日㈭　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　10月17日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　10月17日㈫　ロータリー休日

「私の履歴書」

◇会員スピーチ 島村　信一 会員

　中高と宝塚で過ごしました。大学は福岡
で、ケンタッキーフライドチキンで４年間ア
ルバイトをしましたので、夕食はほぼ毎日フ
ライドチキンでした。何とかギリギリの単位
で大学を卒業。いざ就職というときに、やは
り関西だろうと大阪のニッサンのカーディー
ラーに就職して営業をしました。30ぐらいの
とき、父から「お前は長男だから、そろそろ
帰って来ないか」という話があり「えっー」
と。高知には友達もいないし、住んだことも
ないし悩みましたが、いずれ帰るんだったら
今のうちがいいかもしれないと思って、30で
高知に帰ったというか、初めて来ました。
　当時のトヨタビスタ高知に中途採用で就
職。新しい高知の生活がスタートしました。
このまま、ずっとトヨタさんでお世話になる
つもりでしたが、４年ほど経ってヘッドハン
ティングされました、それも親父に。そのこ
ろ、会社のコンピュータを入れ替えたりして
いましたので、「わしらには分からん。どう
しても使えるやつが欲しい」という熱烈なア

プローチで、情報センター高知に入りまし
た。
　ここは個人の信用情報を扱っている会社
で、帝国データバンクの個人版といったとこ
ろです。日本では３社しかありません。会員
制ですが、会員になるのは金融機関だけで一
般の企業の方が取り引きすることはありませ
んので、世の中には知られていない会社だと
思います。
　信用情報というのは、名前、生年月日、住
所、勤務先と言った本人を特定する情報が一
つ。それから、ローンやクレジットなどの内
容に関する情報、取り引きに関する物。あ
と、情報センターが独自に収集するものとし
て、本人申告コメントと貸金業協会依頼情報
というのがあります。本人申告コメントとい
うのは、免許証を落とした、あるいは盗られ
たということを登録しておくと、免許証を
拾った第三者が金融機関でお金を借りたいと
いったときに、金融機関が本人かどうかの確
認をしてくれます。貸金業協会依頼情報とい
うのは、自分は借りるクセがあるので、貸さ

ないようして欲しい、借りれないように登録
できる制度です。
　貸金業法の改正があり、世間でお金を貸し
過ぎじゃないかというサラ金問題があり、法
律が変わりました。信用情報機関の要件も変
わり、100社以上の会員と取り引きをしてい
なければいけないということになりました。
けれども、地方で100社というのは無理なこ
とです。大きな信販会社が高知にあっても、
それは支店ですからカウントされません。地
元業者だけで100社となると要件になかなか
合わないということで、高知の会社は精算す
ることになりました。
　そこで、私は44歳のときに、今の会社を立
ち上げました。今はソフトウェアの開発など
を主にやっています。ソフトウェアというの
は、オペレーションの一番基本のソフトなど
もソフトウェアになりますし、会計用のソフ
ト、ワープロソフト、表計算ソフト、これら
も形上はソフトウェアに入ります。あと、
ホームページやスマホのアプリを作ったりと
いったことをしています。

◇出席率報告

 ● 石川　健　家庭記念日を祝っていただきあ
りがとうございます。10月７日、８日、ガバ
ナー杯野球大会に応援（交通整理等）１日あ
たり８～10名必要とのことです。８日㈰はゴ
ルフ大会があります。ゴルフ参加しない方は
ご協力くださいますよう、よろしくお願いし
ます。　　
 ● 土居祐三　１日㈮小豆島随行、２日㈯会員
増強セミナー、４日㈪高松北随行、５日㈫高
松東、観音寺東随行、本日６日㈬例会、理事
会、嗚呼ロータリーづくし！
 ● 浦田健治　週報に今は亡き愛犬ベルの写真
を載せていただきありがとうございました。
 ● 中平真理子　明日、東京の会議出席のため

ＪＡＬに乗ります。火を噴きませんように。
 ● 八田聡子　２日の「地区会員増強セミナー」
のお手伝いに協力できなかったお詫びと、１
日の地区大会会場委員会後の懇親会のおつり
を併せてニコニコへ。
 ● 近森範久　先日の地区会員研修セミナーお
疲れ様でした。その際の打ち上げのおつりを
少々ですが、ニコニコへ。
 ● 久松啓一　９月２日、地区研修セミナーで
は多くの会員の皆さまに応援いただきありが
とうございました。無事終了いたしました。
 ● 西山忠利　会員増強委員会の報告とお願い。
 ● 西森やよい　結婚祝いありがとうございま
す。出会ったころのときめきの魔法がだんだ
んとけてきましたが、とりあえず一緒にいる
予定です。
 ● 西内俊介　家内の誕生日ってことすっかり
忘れていました。と言うのもトーヨースー
パーがなくなって、毎日の半額の刺身が２日
に１回になりました。さびしい限りです。で
も、家内もついに大台です。ありがとうござ

９月６日

８月23日
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いました。
 ● 永野健生　妻の誕生祝いありがとうござい
ます。
 ● 森田康子　９月の誕生日を祝っていただき
ありがとうございました。孫の成長が楽しみ

の日々です。
 ● 北村　裕　62歳になります。ありがとうご
ざいました。　　　
 ● サロンイースト協力金として
◇遅刻・早退　３件

窪田満里子会員「ハッピーちゃん」窪田満里子会員「ハッピーちゃん」
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本日　９月13日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「わが国の金融政策－cool heads but warm hearts」

日銀高知支店長 大谷　　聡 氏

次週　９月20日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「フランス アルザス地方とブルゴーニュのワインの旅」

関　　淑公 会員

第2348回　例会報告／平成29年９月６日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんにちは。
９月に入り、朝夕は大分
涼しくなり、食欲も湧く
時季になりました。
　先週、私は飛行機の整
備状況を見てきたという

お話をしましたが、昨日、整備を見た777型
機が、エンジンのトラブルで引き返したと言
うニュースが流れました。会員の皆さんも飛
行機にはよく乗られると思いますが、十分に
気をつけていただきたいと思います。
　９月２日、2670地区の会員増強セミナーが
あり、増強委員長の西山さん、土居幹事、そ
して私の３人で出席しました。午後は、クラ
ブ研修リーダー育成セミナーで松岡さんも出
席されました。
　基調講演では、ロータリーの魅力について
のお話がありました。1923年に起こった関東
大震災には、アメリカ（375クラブ）をはじ
め・カナダ（40）・イギリス（60）等々、16カ
国、503クラブから８万9000ドルの義捐金が
送られてきました。その義捐金を何に使うか
委員会を開いて慎重に検討し、木下産院の建
設、小学校の備品整備、孤児院の建設などに
使ったそうです。その他、ダグラス・マッ
カーサーもロータリアンで、東京ＲＣの復帰

認証式にはマッカーサーから祝辞が届いてい
た。カーネルサンダースの像が道頓堀から引
き揚げられたとき、胸にロータリーバッジが
あり、彼もロータリアンだった。また、松下
幸之助もロータリークラブに出席するときに
は「勉強に行ってくる」と言っていた等々の
お話がありました。
　ガバナー公式訪問の随行員として、８月
29、30日は野町さんと髙橋さん、31日は山村
さん、９月１日は土居幹事、４、５日は土居
さん、竹村さん、６日は吉永さん、７日は髙
橋さん、８日は岡さんに行っていただきま
す。また、９月２日は午前、午後に分かれ
て、皆さんにご協力いただきました。ありが
とうございました。
　本日の卓話は、島村信一会員の「私の履歴
書」です。よろしくお願いします。
◇会員増強・退会防止委員会より

　先週土曜日、会員増強
セミナーに参加し、高知
第Ⅰ、第Ⅱ分区に分かれ
て話し合いました。
　結論としては、会員一
人一人が会員を増強する

という気持ちを持って、アンテナを張り巡ら
せる。会員の皆さまの意識の問題だというこ
とです。本日、増強にご協力をお願いします
ということで回覧を作りました。月２回ぐら
いは回覧したいと考えていますので、ご協力
をよろしくお願いします。

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

◇９月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　寺村　　勉
　宇津木達也
　森田　康子
　北村　　裕

 ● 配偶者誕生日
　竹村　朱美　　山村　雅子　　永野加代子
　西内　恵子　　
 ● 家庭記念日
　竹村　克彦　　水上　　元　　石川　　健
 ● 入会記念日
　岡本　淳一　　天野　禎久

◇会　長　報　告
・10月７日、８日、春野球場でガバナー杯の

野球大会があります。８日は，東クラブの
ゴルフと重なっていますが、交通整理等に
８名から10名の手伝いが必要です。ご協力
をよろしくお願いします。

◇幹　事　報　告
・国際大会の案内が来ています。ぜひ、参加

してください。
・来週12日から14日、情報集会。20日はクラ

ブ協議会です。各委員はよろしくお願いし
ます。

・昨年度の地区大会の記録を、登録者のレ
ターボックスに入れています。ご覧ください。

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
290,000円
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5,958円

888円
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チビニコ 合　計

９月６日
今期の累計

　私は今から53年前、東京でオリンピックが
開催された年の６月に生まれました。２歳の
とき、父の転勤で秋田県秋田市に引っ越し、
小学校５年生の終わりまで過ごしました。冬
になると小学校の教室の真ん中に大きな石炭
のストーブが置かれます。朝、用務員さんが
授業前に石炭に火を点けて、３、４時間目に
石炭を足していきます。ストーブの上には、
水を入れた大きなたらいをかけて、給食の前
には牛乳瓶を入れて、温かい牛乳を飲みま
す。これが普通の生活だと思っていました。
　６年生で兵庫県の宝塚市に引っ越したと
き、初めて、冬にストーブがないことを知り
ました。秋田の小学校は、築100年以上の木
造の学校でしたが、宝塚は鉄筋コンクリート
４階建てという近代的な学校でした。横には
中国道が通っていて、道路の上に道路があ
る。おまけに飛行機の離発着のコース上に家
がありましたので、１日に何十機という飛行
機が飛んでいきます。カルチャーショックで
した。

■高知東ＲＣ当面の日程
情報集会
　９月12日㈫～14日㈭　18:30（得月樓）
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
高知ＲＣ　　　10月３日㈫　７日㈯に変更
高知南ＲＣ　　10月５日㈭　月見例会
高知中央ＲＣ　10月５日㈭　６日㈮に変更
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　10月10日㈫　夜間例会
高知南ＲＣ　　10月12日㈭　10日㈫に変更
高知中央ＲＣ　10月12日㈭　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　10月17日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　10月17日㈫　ロータリー休日

「私の履歴書」

◇会員スピーチ 島村　信一 会員

　中高と宝塚で過ごしました。大学は福岡
で、ケンタッキーフライドチキンで４年間ア
ルバイトをしましたので、夕食はほぼ毎日フ
ライドチキンでした。何とかギリギリの単位
で大学を卒業。いざ就職というときに、やは
り関西だろうと大阪のニッサンのカーディー
ラーに就職して営業をしました。30ぐらいの
とき、父から「お前は長男だから、そろそろ
帰って来ないか」という話があり「えっー」
と。高知には友達もいないし、住んだことも
ないし悩みましたが、いずれ帰るんだったら
今のうちがいいかもしれないと思って、30で
高知に帰ったというか、初めて来ました。
　当時のトヨタビスタ高知に中途採用で就
職。新しい高知の生活がスタートしました。
このまま、ずっとトヨタさんでお世話になる
つもりでしたが、４年ほど経ってヘッドハン
ティングされました、それも親父に。そのこ
ろ、会社のコンピュータを入れ替えたりして
いましたので、「わしらには分からん。どう
しても使えるやつが欲しい」という熱烈なア

プローチで、情報センター高知に入りまし
た。
　ここは個人の信用情報を扱っている会社
で、帝国データバンクの個人版といったとこ
ろです。日本では３社しかありません。会員
制ですが、会員になるのは金融機関だけで一
般の企業の方が取り引きすることはありませ
んので、世の中には知られていない会社だと
思います。
　信用情報というのは、名前、生年月日、住
所、勤務先と言った本人を特定する情報が一
つ。それから、ローンやクレジットなどの内
容に関する情報、取り引きに関する物。あ
と、情報センターが独自に収集するものとし
て、本人申告コメントと貸金業協会依頼情報
というのがあります。本人申告コメントとい
うのは、免許証を落とした、あるいは盗られ
たということを登録しておくと、免許証を
拾った第三者が金融機関でお金を借りたいと
いったときに、金融機関が本人かどうかの確
認をしてくれます。貸金業協会依頼情報とい
うのは、自分は借りるクセがあるので、貸さ

ないようして欲しい、借りれないように登録
できる制度です。
　貸金業法の改正があり、世間でお金を貸し
過ぎじゃないかというサラ金問題があり、法
律が変わりました。信用情報機関の要件も変
わり、100社以上の会員と取り引きをしてい
なければいけないということになりました。
けれども、地方で100社というのは無理なこ
とです。大きな信販会社が高知にあっても、
それは支店ですからカウントされません。地
元業者だけで100社となると要件になかなか
合わないということで、高知の会社は精算す
ることになりました。
　そこで、私は44歳のときに、今の会社を立
ち上げました。今はソフトウェアの開発など
を主にやっています。ソフトウェアというの
は、オペレーションの一番基本のソフトなど
もソフトウェアになりますし、会計用のソフ
ト、ワープロソフト、表計算ソフト、これら
も形上はソフトウェアに入ります。あと、
ホームページやスマホのアプリを作ったりと
いったことをしています。

◇出席率報告

 ● 石川　健　家庭記念日を祝っていただきあ
りがとうございます。10月７日、８日、ガバ
ナー杯野球大会に応援（交通整理等）１日あ
たり８～10名必要とのことです。８日㈰はゴ
ルフ大会があります。ゴルフ参加しない方は
ご協力くださいますよう、よろしくお願いし
ます。　　
 ● 土居祐三　１日㈮小豆島随行、２日㈯会員
増強セミナー、４日㈪高松北随行、５日㈫高
松東、観音寺東随行、本日６日㈬例会、理事
会、嗚呼ロータリーづくし！
 ● 浦田健治　週報に今は亡き愛犬ベルの写真
を載せていただきありがとうございました。
 ● 中平真理子　明日、東京の会議出席のため

ＪＡＬに乗ります。火を噴きませんように。
 ● 八田聡子　２日の「地区会員増強セミナー」
のお手伝いに協力できなかったお詫びと、１
日の地区大会会場委員会後の懇親会のおつり
を併せてニコニコへ。
 ● 近森範久　先日の地区会員研修セミナーお
疲れ様でした。その際の打ち上げのおつりを
少々ですが、ニコニコへ。
 ● 久松啓一　９月２日、地区研修セミナーで
は多くの会員の皆さまに応援いただきありが
とうございました。無事終了いたしました。
 ● 西山忠利　会員増強委員会の報告とお願い。
 ● 西森やよい　結婚祝いありがとうございま
す。出会ったころのときめきの魔法がだんだ
んとけてきましたが、とりあえず一緒にいる
予定です。
 ● 西内俊介　家内の誕生日ってことすっかり
忘れていました。と言うのもトーヨースー
パーがなくなって、毎日の半額の刺身が２日
に１回になりました。さびしい限りです。で
も、家内もついに大台です。ありがとうござ
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いました。
 ● 永野健生　妻の誕生祝いありがとうござい
ます。
 ● 森田康子　９月の誕生日を祝っていただき
ありがとうございました。孫の成長が楽しみ

の日々です。
 ● 北村　裕　62歳になります。ありがとうご
ざいました。　　　
 ● サロンイースト協力金として
◇遅刻・早退　３件
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本日　９月13日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「わが国の金融政策－cool heads but warm hearts」

日銀高知支店長 大谷　　聡 氏

次週　９月20日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「フランス アルザス地方とブルゴーニュのワインの旅」

関　　淑公 会員

第2348回　例会報告／平成29年９月６日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんにちは。
９月に入り、朝夕は大分
涼しくなり、食欲も湧く
時季になりました。
　先週、私は飛行機の整
備状況を見てきたという

お話をしましたが、昨日、整備を見た777型
機が、エンジンのトラブルで引き返したと言
うニュースが流れました。会員の皆さんも飛
行機にはよく乗られると思いますが、十分に
気をつけていただきたいと思います。
　９月２日、2670地区の会員増強セミナーが
あり、増強委員長の西山さん、土居幹事、そ
して私の３人で出席しました。午後は、クラ
ブ研修リーダー育成セミナーで松岡さんも出
席されました。
　基調講演では、ロータリーの魅力について
のお話がありました。1923年に起こった関東
大震災には、アメリカ（375クラブ）をはじ
め・カナダ（40）・イギリス（60）等々、16カ
国、503クラブから８万9000ドルの義捐金が
送られてきました。その義捐金を何に使うか
委員会を開いて慎重に検討し、木下産院の建
設、小学校の備品整備、孤児院の建設などに
使ったそうです。その他、ダグラス・マッ
カーサーもロータリアンで、東京ＲＣの復帰

認証式にはマッカーサーから祝辞が届いてい
た。カーネルサンダースの像が道頓堀から引
き揚げられたとき、胸にロータリーバッジが
あり、彼もロータリアンだった。また、松下
幸之助もロータリークラブに出席するときに
は「勉強に行ってくる」と言っていた等々の
お話がありました。
　ガバナー公式訪問の随行員として、８月
29、30日は野町さんと髙橋さん、31日は山村
さん、９月１日は土居幹事、４、５日は土居
さん、竹村さん、６日は吉永さん、７日は髙
橋さん、８日は岡さんに行っていただきま
す。また、９月２日は午前、午後に分かれ
て、皆さんにご協力いただきました。ありが
とうございました。
　本日の卓話は、島村信一会員の「私の履歴
書」です。よろしくお願いします。
◇会員増強・退会防止委員会より

　先週土曜日、会員増強
セミナーに参加し、高知
第Ⅰ、第Ⅱ分区に分かれ
て話し合いました。
　結論としては、会員一
人一人が会員を増強する

という気持ちを持って、アンテナを張り巡ら
せる。会員の皆さまの意識の問題だというこ
とです。本日、増強にご協力をお願いします
ということで回覧を作りました。月２回ぐら
いは回覧したいと考えていますので、ご協力
をよろしくお願いします。

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

◇９月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　寺村　　勉
　宇津木達也
　森田　康子
　北村　　裕

 ● 配偶者誕生日
　竹村　朱美　　山村　雅子　　永野加代子
　西内　恵子　　
 ● 家庭記念日
　竹村　克彦　　水上　　元　　石川　　健
 ● 入会記念日
　岡本　淳一　　天野　禎久

◇会　長　報　告
・10月７日、８日、春野球場でガバナー杯の

野球大会があります。８日は，東クラブの
ゴルフと重なっていますが、交通整理等に
８名から10名の手伝いが必要です。ご協力
をよろしくお願いします。

◇幹　事　報　告
・国際大会の案内が来ています。ぜひ、参加

してください。
・来週12日から14日、情報集会。20日はクラ

ブ協議会です。各委員はよろしくお願いし
ます。

・昨年度の地区大会の記録を、登録者のレ
ターボックスに入れています。ご覧ください。

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
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333,646円

チビニコ 合　計

９月６日
今期の累計

　私は今から53年前、東京でオリンピックが
開催された年の６月に生まれました。２歳の
とき、父の転勤で秋田県秋田市に引っ越し、
小学校５年生の終わりまで過ごしました。冬
になると小学校の教室の真ん中に大きな石炭
のストーブが置かれます。朝、用務員さんが
授業前に石炭に火を点けて、３、４時間目に
石炭を足していきます。ストーブの上には、
水を入れた大きなたらいをかけて、給食の前
には牛乳瓶を入れて、温かい牛乳を飲みま
す。これが普通の生活だと思っていました。
　６年生で兵庫県の宝塚市に引っ越したと
き、初めて、冬にストーブがないことを知り
ました。秋田の小学校は、築100年以上の木
造の学校でしたが、宝塚は鉄筋コンクリート
４階建てという近代的な学校でした。横には
中国道が通っていて、道路の上に道路があ
る。おまけに飛行機の離発着のコース上に家
がありましたので、１日に何十機という飛行
機が飛んでいきます。カルチャーショックで
した。

■高知東ＲＣ当面の日程
情報集会
　９月12日㈫～14日㈭　18:30（得月樓）
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
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高知南ＲＣ　　10月12日㈭　10日㈫に変更
高知中央ＲＣ　10月12日㈭　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　10月17日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　10月17日㈫　ロータリー休日

「私の履歴書」
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た。
　ここは個人の信用情報を扱っている会社
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過ぎじゃないかというサラ金問題があり、法
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なければいけないということになりました。
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ることになりました。
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