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本日　６月６日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　委　員　会　活　動　実　績　報　告

次週　６月13日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　委　員　会　活　動　実　績　報　告

第2379回　例会報告／平成30年５月30日　天候　雨

◇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。
雨の中、たくさんの出席
ありがとうございます。
　私は建築業ですので、
この梅雨の時季は工事が
進まず困ります。梅雨と

台風にはめっぽう弱い業種です。今、住宅産
業も地盤調査を必ずして、それに伴って地盤
の改良をしないといけないのか、そのまま基
礎をしていいのか決めるわけですが、雨の時
季は地盤が軟弱になります。この仕事に携
わって40数年ですが、今までは梅雨のときに
基礎や建て方をせずに、夏から始めるという
のが通説でしたが、今は家賃も高いし補助金
の関係もあって、梅雨を避けるということも
少なくなり、慎重にしないといけなくなりま
した。
　先週建てる予定のものも金曜日まで待って
みようと思っていますが、３、４日天気が続
いてくれないとテントをかけて養生するとこ
ろまでいきませんので、やきもきしています。
　米山先生の話をずっとしてきましたが、３
男である桂三氏が父親の梅吉氏について次の
ように語っています。
　「父が亡くなって初めて、父の本当の気持
ちが分かったような気がしました。父は若い
ころにアメリカで苦学して、アメリカの教育

の、いかに他人を楽しませるかということを
身に付けて帰ってきました。そうした父は、
普段から他人の楽しむのを見ているほど幸せ
なことはない。という人生の考え方を持って
いました。だから、奉仕の精神に支えられて
いたロータリークラブの活動に心惹かれて、
ロータリークラブを日本に紹介したのも偶然
ではありません。
　恐らく、父が自分の財産を投げ出して青山
学院に緑が岡小学校、緑が岡幼稚園を創った
のは、こうした考え方を幼いころから教えら
れた日本人をつくり、よりよい明るい民主社
会にしようとしたからでしょう。父が他人に
つとめるときは、文字通り真心を込めてした
ので、自分でも楽しかったのです。だから、
父はそうすることによって、報酬をもらった
りお返しをもらったり、ということを求める
ような気持ちは少しもありませんでした。父
は、心からお互いに幸せであることだけを
願っていました」
　本日の卓話は、川端会員の「私の履歴書」
です。楽しみにしています。
◇来訪ロータリアン
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
　高知ＲＣ　　吉門文恵 氏
◇奉仕プロジェクト研究会より
　本日、18時半から城西館で奉仕プロジェク
ト研究会を開催し、ロータリーでどういう奉
仕活動をしたらいいか、話し合います。参加

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

できない方でも、活動内容の提案があればご
連絡ください。
◇会　長　報　告
・先週、12月に「源流の会」を高知で開催す

る旨お伝えしましたが、少し早とちりでま

だ決定ではないようです。
◇幹　事　報　告
・来週、再来週は委員会の事業報告です。委

員長さんよろしくお願いします。
・本日例会終了後、役員会を行います。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

　私は1967（昭和42）年６月３日、大阪市堺
市中区に生まれました。双子座のＢ型。次の
日曜日で51歳。妻と21歳の娘が浦安市に住ん
でいます。父母、二つ上の姉、五つ下の弟が
いて、父は北九州市、母は東京の出身です。
　堺市の人口は83万人。大阪湾に面した臨海
工場地帯のほか、住宅地が多く大阪市のベッ
ドタウンです。伝統産業は刃物、線香、自転
車。お祭りはだんじり祭りで、全国的には岸
和田が有名ですが、南大阪はだんじり祭りを
しているところが多くあります。堺市に本社
のある会社は、サカイ引っ越しセンター、コ
ーナン、ラウンドワン、くら寿司等々。また
仁徳天皇陵を中心に古墳の多い地域です。千
利休や与謝野晶子の銅像やザビエル公園。サ
ッカーのセレッソ大阪の本拠地でもあります。
　父は昭和10年生まれ。時代だったのかもし
れませんが、亭主関白で非常に厳しい、怖い
父親でした。庭の手入れが好きで、私がキャ
ッチボールなどで庭の木を傷つけると大目玉
をくらって、無人の警察の派出所にくくりつ
けられていました。通りすがりの人は笑うだ
けで誰も助けてくれません。子どもながらに
とても恥ずかしかった記憶があります。母は
昭和８年生まれ。東京育ちのせいか上品で優
しい人でした。母は大阪弁に慣れなくて、私
も友人から「お前の母ちゃん気取っとる」と
言われてよくけんかになりました。
　私は、堺市の八田荘幼稚園に入園。幼少期
は、非常に素直で心優しい子で、ボーッとし
ていて、お昼ご飯を食べるのに３時間以上か

かるような子どもでした。小学校１年で地元
の野球チームに入り、３年生ぐらいでレギュ
ラーになっていました。中学でも野球を続け
るつもりでしたが、当時の大阪は野球どころ
で、ＰＬ学園の清原選手、桑田選手など、う
まい選手がいっぱいいました。野球は諦めて
高校受験のために、大阪市内のスパルタの
塾、入江塾に入りました。ここは人間７分、
学力３分の信念から徹底した内面教育を行
い、礼儀やマナーが守れない生徒は容赦なく
叱責・罵倒しました。体罰も公然と行われて
いましたが、それに伴う学力指導の成果も
あって、毎年難関校に多数の合格者を出して
いました。灘高、ラサール、愛光と西の御三
家のツアー受験を行っていたことでも有名で
した。
　この塾は正月の三が日以外は休みなし、男
子は全員丸刈り、テレビを見る時間は一切あ
りません。懸命に勉強して、学年で一番いい
クラスに入りましたが、中学２年で１学年下
の女の子と仲良くなり、そちらに関心がいっ
てしまい勉強どころではなくなり、ついには
塾も辞めてしまいました。
　高校は、大阪市内のカトリックの明星高校
で、真田幸村の居城だった真田丸のすぐ横に
ありました。昔は野球が強くて、昭和38年に
は夏の甲子園で優勝しています。大学は、中
央大学に何とか現役で入りました。３年まで
は全く勉強せず遊び呆けていましたが、３年
の終わりにこれではちょっとまずいと思って、
父に１年間だけアメリカに行かせてくれと頼
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■高知東ＲＣ当面の日程
６月10日㈰　野外レクリエーション
　　　　　　（西条、新居浜）
６月13日㈬　委員会活動実績報告
６月20日㈬　ガバナー補佐訪問
６月27日㈬　最終夜間例会
　　　　　　（ザ クラウンパレス）
７月４日㈬　会長クラブ運営方針発表
　　　　　　臨時総会、定例理事会
７月10日㈫～13日㈮　短期交換留学生受入
７月11日㈬　ガバナー訪問
７月18日㈬　各委員会発表
７月25日㈬　各委員会発表

■例会変更のお知らせ
高知南ＲＣ　　６月７日㈭　日時計例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　６月12日㈫　17日㈰職場例会に変更
高知西ＲＣ　　６月15日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　６月18日㈪　夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　６月19日㈫　夜間例会
高知中央ＲＣ　６月21日㈭　夜間例会
仁淀ＲＣ　　　６月21日㈭　夜間例会
高知西ＲＣ　　６月22日㈮　最終夜間例会
高知北ＲＣ　　６月25日㈪　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　６月26日㈫　あじさい夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　６月26日㈫　ロータリー休日
香長ＲＣ　　　６月26日㈫　役員交代夜間例会
高知南ＲＣ　　６月28日㈭　年度末夜間例会
高知中央ＲＣ　６月28日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　７月５日㈭　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　７月10日㈫　夜間例会
香長ＲＣ　　　７月10日㈫　12日㈭短期交換学生歓迎会に変更
高知西ＲＣ　　７月13日㈮　夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　７月17日㈫　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　７月23日㈪　夜間例会
高知中央ＲＣ　７月26日㈭　夜間例会
仁淀ＲＣ　　　７月26日㈭　夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　７月31日㈫　ロータリー休日

◇出席率報告

　

 ● 柳澤光秋　宗像市、東京、余島、高松市、
つくば市と２週間弱で無事回りました。
 ● 石川　健　あとついに１ヵ月、全力で取り
組みます。　　

 ● 土居祐三　酒井建設・石川社長、永室内
工芸・永社長、よろしく、よろしくお願い
します。
 ● 鬼田知明　川端さん、本日は卓話をいただ
きありがとうございました。予定が遅くなり
申しわけありませんでした。
 ● 川端信一郎　私の履歴書、つたない発表、
大変失礼しました。
 ● サロンイースト協力金として　いつもあり
がとうございます。
◇遅刻・早退　３件

「私の履歴書」

◇会員スピーチ 川端信一郎 会員

んでオレゴン大学に留学します。オレゴンは
カリフォルニア州の上にあり、治安もよくて
気候も穏やか、日本人が多く留学するところ
です。今度こそ勉強をと思ったのですが、日
本人がたくさんいて、ここでも楽しい生活が
始まってしまいました。オレゴン大学は緑が
スクールカラーで、マスコットはダックス。
アメフト、バスケットなどが人気で、私もし
ょっちゅうアメフトのくじを買っていました。
　1991年、バブルの時代で、大正海上から社
名変更した三井海上火災に入社。平成13年10
月、住友海上火災と合併。アジアの全ての国
に進出しています。ＭＳ＆ＡＤグループの中
核企業として、本社は東京のお茶の水にあり

ます。１年目は、大阪の堺支店に配属されま
した。その年、10月に開催される道頓堀パレ
ードに参加するために来ていた熊本の女性と
知り合い、２年目に結婚。その後、東京９
年、広島４年、神奈川９年、昨年４月、高知
に着任しました。
　私の座右の銘は「笑う門には福来たる」で
す。笑うというのは明るい、勢いのある状態
で、そこには、さらによい状態のものが集
まってくると思います。今後も、このロータ
リークラブで精進して、自身が成長すること
によって、良きものを得て、それを周囲に発
進していくことができればと思っています。
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事務局・河野さん
「フィレンツェのワンコ Vol.5」
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高知東ＲＣ現新合同クラブ協議会
2018年５月23日㈬　於：城西館
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まい選手がいっぱいいました。野球は諦めて
高校受験のために、大阪市内のスパルタの
塾、入江塾に入りました。ここは人間７分、
学力３分の信念から徹底した内面教育を行
い、礼儀やマナーが守れない生徒は容赦なく
叱責・罵倒しました。体罰も公然と行われて
いましたが、それに伴う学力指導の成果も
あって、毎年難関校に多数の合格者を出して
いました。灘高、ラサール、愛光と西の御三
家のツアー受験を行っていたことでも有名で
した。
　この塾は正月の三が日以外は休みなし、男
子は全員丸刈り、テレビを見る時間は一切あ
りません。懸命に勉強して、学年で一番いい
クラスに入りましたが、中学２年で１学年下
の女の子と仲良くなり、そちらに関心がいっ
てしまい勉強どころではなくなり、ついには
塾も辞めてしまいました。
　高校は、大阪市内のカトリックの明星高校
で、真田幸村の居城だった真田丸のすぐ横に
ありました。昔は野球が強くて、昭和38年に
は夏の甲子園で優勝しています。大学は、中
央大学に何とか現役で入りました。３年まで
は全く勉強せず遊び呆けていましたが、３年
の終わりにこれではちょっとまずいと思って、
父に１年間だけアメリカに行かせてくれと頼

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
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17,279円

15円

17,294円
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14,715円

1,684,564円

チビニコ 合　計

５月30日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
６月10日㈰　野外レクリエーション
　　　　　　（西条、新居浜）
６月13日㈬　委員会活動実績報告
６月20日㈬　ガバナー補佐訪問
６月27日㈬　最終夜間例会
　　　　　　（ザ クラウンパレス）
７月４日㈬　会長クラブ運営方針発表
　　　　　　臨時総会、定例理事会
７月10日㈫～13日㈮　短期交換留学生受入
７月11日㈬　ガバナー訪問
７月18日㈬　各委員会発表
７月25日㈬　各委員会発表

■例会変更のお知らせ
高知南ＲＣ　　６月７日㈭　日時計例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　６月12日㈫　17日㈰職場例会に変更
高知西ＲＣ　　６月15日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　６月18日㈪　夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　６月19日㈫　夜間例会
高知中央ＲＣ　６月21日㈭　夜間例会
仁淀ＲＣ　　　６月21日㈭　夜間例会
高知西ＲＣ　　６月22日㈮　最終夜間例会
高知北ＲＣ　　６月25日㈪　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　６月26日㈫　あじさい夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　６月26日㈫　ロータリー休日
香長ＲＣ　　　６月26日㈫　役員交代夜間例会
高知南ＲＣ　　６月28日㈭　年度末夜間例会
高知中央ＲＣ　６月28日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　７月５日㈭　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　７月10日㈫　夜間例会
香長ＲＣ　　　７月10日㈫　12日㈭短期交換学生歓迎会に変更
高知西ＲＣ　　７月13日㈮　夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　７月17日㈫　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　７月23日㈪　夜間例会
高知中央ＲＣ　７月26日㈭　夜間例会
仁淀ＲＣ　　　７月26日㈭　夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　７月31日㈫　ロータリー休日

◇出席率報告

　

 ● 柳澤光秋　宗像市、東京、余島、高松市、
つくば市と２週間弱で無事回りました。
 ● 石川　健　あとついに１ヵ月、全力で取り
組みます。　　

 ● 土居祐三　酒井建設・石川社長、永室内
工芸・永社長、よろしく、よろしくお願い
します。
 ● 鬼田知明　川端さん、本日は卓話をいただ
きありがとうございました。予定が遅くなり
申しわけありませんでした。
 ● 川端信一郎　私の履歴書、つたない発表、
大変失礼しました。
 ● サロンイースト協力金として　いつもあり
がとうございます。
◇遅刻・早退　３件

「私の履歴書」

◇会員スピーチ 川端信一郎 会員

んでオレゴン大学に留学します。オレゴンは
カリフォルニア州の上にあり、治安もよくて
気候も穏やか、日本人が多く留学するところ
です。今度こそ勉強をと思ったのですが、日
本人がたくさんいて、ここでも楽しい生活が
始まってしまいました。オレゴン大学は緑が
スクールカラーで、マスコットはダックス。
アメフト、バスケットなどが人気で、私もし
ょっちゅうアメフトのくじを買っていました。
　1991年、バブルの時代で、大正海上から社
名変更した三井海上火災に入社。平成13年10
月、住友海上火災と合併。アジアの全ての国
に進出しています。ＭＳ＆ＡＤグループの中
核企業として、本社は東京のお茶の水にあり

ます。１年目は、大阪の堺支店に配属されま
した。その年、10月に開催される道頓堀パレ
ードに参加するために来ていた熊本の女性と
知り合い、２年目に結婚。その後、東京９
年、広島４年、神奈川９年、昨年４月、高知
に着任しました。
　私の座右の銘は「笑う門には福来たる」で
す。笑うというのは明るい、勢いのある状態
で、そこには、さらによい状態のものが集
まってくると思います。今後も、このロータ
リークラブで精進して、自身が成長すること
によって、良きものを得て、それを周囲に発
進していくことができればと思っています。
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事務局・河野さん
「フィレンツェのワンコ Vol.5」

事務局・河野さん
「フィレンツェのワンコ Vol.5」

高知東ＲＣ現新合同クラブ協議会
2018年５月23日㈬　於：城西館
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本日　６月６日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　委　員　会　活　動　実　績　報　告

次週　６月13日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　委　員　会　活　動　実　績　報　告

第2379回　例会報告／平成30年５月30日　天候　雨

◇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。
雨の中、たくさんの出席
ありがとうございます。
　私は建築業ですので、
この梅雨の時季は工事が
進まず困ります。梅雨と

台風にはめっぽう弱い業種です。今、住宅産
業も地盤調査を必ずして、それに伴って地盤
の改良をしないといけないのか、そのまま基
礎をしていいのか決めるわけですが、雨の時
季は地盤が軟弱になります。この仕事に携
わって40数年ですが、今までは梅雨のときに
基礎や建て方をせずに、夏から始めるという
のが通説でしたが、今は家賃も高いし補助金
の関係もあって、梅雨を避けるということも
少なくなり、慎重にしないといけなくなりま
した。
　先週建てる予定のものも金曜日まで待って
みようと思っていますが、３、４日天気が続
いてくれないとテントをかけて養生するとこ
ろまでいきませんので、やきもきしています。
　米山先生の話をずっとしてきましたが、３
男である桂三氏が父親の梅吉氏について次の
ように語っています。
　「父が亡くなって初めて、父の本当の気持
ちが分かったような気がしました。父は若い
ころにアメリカで苦学して、アメリカの教育

の、いかに他人を楽しませるかということを
身に付けて帰ってきました。そうした父は、
普段から他人の楽しむのを見ているほど幸せ
なことはない。という人生の考え方を持って
いました。だから、奉仕の精神に支えられて
いたロータリークラブの活動に心惹かれて、
ロータリークラブを日本に紹介したのも偶然
ではありません。
　恐らく、父が自分の財産を投げ出して青山
学院に緑が岡小学校、緑が岡幼稚園を創った
のは、こうした考え方を幼いころから教えら
れた日本人をつくり、よりよい明るい民主社
会にしようとしたからでしょう。父が他人に
つとめるときは、文字通り真心を込めてした
ので、自分でも楽しかったのです。だから、
父はそうすることによって、報酬をもらった
りお返しをもらったり、ということを求める
ような気持ちは少しもありませんでした。父
は、心からお互いに幸せであることだけを
願っていました」
　本日の卓話は、川端会員の「私の履歴書」
です。楽しみにしています。
◇来訪ロータリアン
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
　高知ＲＣ　　吉門文恵 氏
◇奉仕プロジェクト研究会より
　本日、18時半から城西館で奉仕プロジェク
ト研究会を開催し、ロータリーでどういう奉
仕活動をしたらいいか、話し合います。参加

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

できない方でも、活動内容の提案があればご
連絡ください。
◇会　長　報　告
・先週、12月に「源流の会」を高知で開催す

る旨お伝えしましたが、少し早とちりでま

だ決定ではないようです。
◇幹　事　報　告
・来週、再来週は委員会の事業報告です。委

員長さんよろしくお願いします。
・本日例会終了後、役員会を行います。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

　私は1967（昭和42）年６月３日、大阪市堺
市中区に生まれました。双子座のＢ型。次の
日曜日で51歳。妻と21歳の娘が浦安市に住ん
でいます。父母、二つ上の姉、五つ下の弟が
いて、父は北九州市、母は東京の出身です。
　堺市の人口は83万人。大阪湾に面した臨海
工場地帯のほか、住宅地が多く大阪市のベッ
ドタウンです。伝統産業は刃物、線香、自転
車。お祭りはだんじり祭りで、全国的には岸
和田が有名ですが、南大阪はだんじり祭りを
しているところが多くあります。堺市に本社
のある会社は、サカイ引っ越しセンター、コ
ーナン、ラウンドワン、くら寿司等々。また
仁徳天皇陵を中心に古墳の多い地域です。千
利休や与謝野晶子の銅像やザビエル公園。サ
ッカーのセレッソ大阪の本拠地でもあります。
　父は昭和10年生まれ。時代だったのかもし
れませんが、亭主関白で非常に厳しい、怖い
父親でした。庭の手入れが好きで、私がキャ
ッチボールなどで庭の木を傷つけると大目玉
をくらって、無人の警察の派出所にくくりつ
けられていました。通りすがりの人は笑うだ
けで誰も助けてくれません。子どもながらに
とても恥ずかしかった記憶があります。母は
昭和８年生まれ。東京育ちのせいか上品で優
しい人でした。母は大阪弁に慣れなくて、私
も友人から「お前の母ちゃん気取っとる」と
言われてよくけんかになりました。
　私は、堺市の八田荘幼稚園に入園。幼少期
は、非常に素直で心優しい子で、ボーッとし
ていて、お昼ご飯を食べるのに３時間以上か

かるような子どもでした。小学校１年で地元
の野球チームに入り、３年生ぐらいでレギュ
ラーになっていました。中学でも野球を続け
るつもりでしたが、当時の大阪は野球どころ
で、ＰＬ学園の清原選手、桑田選手など、う
まい選手がいっぱいいました。野球は諦めて
高校受験のために、大阪市内のスパルタの
塾、入江塾に入りました。ここは人間７分、
学力３分の信念から徹底した内面教育を行
い、礼儀やマナーが守れない生徒は容赦なく
叱責・罵倒しました。体罰も公然と行われて
いましたが、それに伴う学力指導の成果も
あって、毎年難関校に多数の合格者を出して
いました。灘高、ラサール、愛光と西の御三
家のツアー受験を行っていたことでも有名で
した。
　この塾は正月の三が日以外は休みなし、男
子は全員丸刈り、テレビを見る時間は一切あ
りません。懸命に勉強して、学年で一番いい
クラスに入りましたが、中学２年で１学年下
の女の子と仲良くなり、そちらに関心がいっ
てしまい勉強どころではなくなり、ついには
塾も辞めてしまいました。
　高校は、大阪市内のカトリックの明星高校
で、真田幸村の居城だった真田丸のすぐ横に
ありました。昔は野球が強くて、昭和38年に
は夏の甲子園で優勝しています。大学は、中
央大学に何とか現役で入りました。３年まで
は全く勉強せず遊び呆けていましたが、３年
の終わりにこれではちょっとまずいと思って、
父に１年間だけアメリカに行かせてくれと頼
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チビニコ 合　計

５月30日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
６月10日㈰　野外レクリエーション
　　　　　　（西条、新居浜）
６月13日㈬　委員会活動実績報告
６月20日㈬　ガバナー補佐訪問
６月27日㈬　最終夜間例会
　　　　　　（ザ クラウンパレス）
７月４日㈬　会長クラブ運営方針発表
　　　　　　臨時総会、定例理事会
７月10日㈫～13日㈮　短期交換留学生受入
７月11日㈬　ガバナー訪問
７月18日㈬　各委員会発表
７月25日㈬　各委員会発表

■例会変更のお知らせ
高知南ＲＣ　　６月７日㈭　日時計例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　６月12日㈫　17日㈰職場例会に変更
高知西ＲＣ　　６月15日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　６月18日㈪　夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　６月19日㈫　夜間例会
高知中央ＲＣ　６月21日㈭　夜間例会
仁淀ＲＣ　　　６月21日㈭　夜間例会
高知西ＲＣ　　６月22日㈮　最終夜間例会
高知北ＲＣ　　６月25日㈪　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　６月26日㈫　あじさい夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　６月26日㈫　ロータリー休日
香長ＲＣ　　　６月26日㈫　役員交代夜間例会
高知南ＲＣ　　６月28日㈭　年度末夜間例会
高知中央ＲＣ　６月28日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　７月５日㈭　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　７月10日㈫　夜間例会
香長ＲＣ　　　７月10日㈫　12日㈭短期交換学生歓迎会に変更
高知西ＲＣ　　７月13日㈮　夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　７月17日㈫　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　７月23日㈪　夜間例会
高知中央ＲＣ　７月26日㈭　夜間例会
仁淀ＲＣ　　　７月26日㈭　夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　７月31日㈫　ロータリー休日

◇出席率報告

　

 ● 柳澤光秋　宗像市、東京、余島、高松市、
つくば市と２週間弱で無事回りました。
 ● 石川　健　あとついに１ヵ月、全力で取り
組みます。　　

 ● 土居祐三　酒井建設・石川社長、永室内
工芸・永社長、よろしく、よろしくお願い
します。
 ● 鬼田知明　川端さん、本日は卓話をいただ
きありがとうございました。予定が遅くなり
申しわけありませんでした。
 ● 川端信一郎　私の履歴書、つたない発表、
大変失礼しました。
 ● サロンイースト協力金として　いつもあり
がとうございます。
◇遅刻・早退　３件

「私の履歴書」

◇会員スピーチ 川端信一郎 会員

んでオレゴン大学に留学します。オレゴンは
カリフォルニア州の上にあり、治安もよくて
気候も穏やか、日本人が多く留学するところ
です。今度こそ勉強をと思ったのですが、日
本人がたくさんいて、ここでも楽しい生活が
始まってしまいました。オレゴン大学は緑が
スクールカラーで、マスコットはダックス。
アメフト、バスケットなどが人気で、私もし
ょっちゅうアメフトのくじを買っていました。
　1991年、バブルの時代で、大正海上から社
名変更した三井海上火災に入社。平成13年10
月、住友海上火災と合併。アジアの全ての国
に進出しています。ＭＳ＆ＡＤグループの中
核企業として、本社は東京のお茶の水にあり

ます。１年目は、大阪の堺支店に配属されま
した。その年、10月に開催される道頓堀パレ
ードに参加するために来ていた熊本の女性と
知り合い、２年目に結婚。その後、東京９
年、広島４年、神奈川９年、昨年４月、高知
に着任しました。
　私の座右の銘は「笑う門には福来たる」で
す。笑うというのは明るい、勢いのある状態
で、そこには、さらによい状態のものが集
まってくると思います。今後も、このロータ
リークラブで精進して、自身が成長すること
によって、良きものを得て、それを周囲に発
進していくことができればと思っています。
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本日　６月６日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　委　員　会　活　動　実　績　報　告

次週　６月13日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　委　員　会　活　動　実　績　報　告

第2379回　例会報告／平成30年５月30日　天候　雨

◇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。
雨の中、たくさんの出席
ありがとうございます。
　私は建築業ですので、
この梅雨の時季は工事が
進まず困ります。梅雨と

台風にはめっぽう弱い業種です。今、住宅産
業も地盤調査を必ずして、それに伴って地盤
の改良をしないといけないのか、そのまま基
礎をしていいのか決めるわけですが、雨の時
季は地盤が軟弱になります。この仕事に携
わって40数年ですが、今までは梅雨のときに
基礎や建て方をせずに、夏から始めるという
のが通説でしたが、今は家賃も高いし補助金
の関係もあって、梅雨を避けるということも
少なくなり、慎重にしないといけなくなりま
した。
　先週建てる予定のものも金曜日まで待って
みようと思っていますが、３、４日天気が続
いてくれないとテントをかけて養生するとこ
ろまでいきませんので、やきもきしています。
　米山先生の話をずっとしてきましたが、３
男である桂三氏が父親の梅吉氏について次の
ように語っています。
　「父が亡くなって初めて、父の本当の気持
ちが分かったような気がしました。父は若い
ころにアメリカで苦学して、アメリカの教育

の、いかに他人を楽しませるかということを
身に付けて帰ってきました。そうした父は、
普段から他人の楽しむのを見ているほど幸せ
なことはない。という人生の考え方を持って
いました。だから、奉仕の精神に支えられて
いたロータリークラブの活動に心惹かれて、
ロータリークラブを日本に紹介したのも偶然
ではありません。
　恐らく、父が自分の財産を投げ出して青山
学院に緑が岡小学校、緑が岡幼稚園を創った
のは、こうした考え方を幼いころから教えら
れた日本人をつくり、よりよい明るい民主社
会にしようとしたからでしょう。父が他人に
つとめるときは、文字通り真心を込めてした
ので、自分でも楽しかったのです。だから、
父はそうすることによって、報酬をもらった
りお返しをもらったり、ということを求める
ような気持ちは少しもありませんでした。父
は、心からお互いに幸せであることだけを
願っていました」
　本日の卓話は、川端会員の「私の履歴書」
です。楽しみにしています。
◇来訪ロータリアン
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
　高知ＲＣ　　吉門文恵 氏
◇奉仕プロジェクト研究会より
　本日、18時半から城西館で奉仕プロジェク
ト研究会を開催し、ロータリーでどういう奉
仕活動をしたらいいか、話し合います。参加

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

できない方でも、活動内容の提案があればご
連絡ください。
◇会　長　報　告
・先週、12月に「源流の会」を高知で開催す

る旨お伝えしましたが、少し早とちりでま

だ決定ではないようです。
◇幹　事　報　告
・来週、再来週は委員会の事業報告です。委

員長さんよろしくお願いします。
・本日例会終了後、役員会を行います。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

　私は1967（昭和42）年６月３日、大阪市堺
市中区に生まれました。双子座のＢ型。次の
日曜日で51歳。妻と21歳の娘が浦安市に住ん
でいます。父母、二つ上の姉、五つ下の弟が
いて、父は北九州市、母は東京の出身です。
　堺市の人口は83万人。大阪湾に面した臨海
工場地帯のほか、住宅地が多く大阪市のベッ
ドタウンです。伝統産業は刃物、線香、自転
車。お祭りはだんじり祭りで、全国的には岸
和田が有名ですが、南大阪はだんじり祭りを
しているところが多くあります。堺市に本社
のある会社は、サカイ引っ越しセンター、コ
ーナン、ラウンドワン、くら寿司等々。また
仁徳天皇陵を中心に古墳の多い地域です。千
利休や与謝野晶子の銅像やザビエル公園。サ
ッカーのセレッソ大阪の本拠地でもあります。
　父は昭和10年生まれ。時代だったのかもし
れませんが、亭主関白で非常に厳しい、怖い
父親でした。庭の手入れが好きで、私がキャ
ッチボールなどで庭の木を傷つけると大目玉
をくらって、無人の警察の派出所にくくりつ
けられていました。通りすがりの人は笑うだ
けで誰も助けてくれません。子どもながらに
とても恥ずかしかった記憶があります。母は
昭和８年生まれ。東京育ちのせいか上品で優
しい人でした。母は大阪弁に慣れなくて、私
も友人から「お前の母ちゃん気取っとる」と
言われてよくけんかになりました。
　私は、堺市の八田荘幼稚園に入園。幼少期
は、非常に素直で心優しい子で、ボーッとし
ていて、お昼ご飯を食べるのに３時間以上か

かるような子どもでした。小学校１年で地元
の野球チームに入り、３年生ぐらいでレギュ
ラーになっていました。中学でも野球を続け
るつもりでしたが、当時の大阪は野球どころ
で、ＰＬ学園の清原選手、桑田選手など、う
まい選手がいっぱいいました。野球は諦めて
高校受験のために、大阪市内のスパルタの
塾、入江塾に入りました。ここは人間７分、
学力３分の信念から徹底した内面教育を行
い、礼儀やマナーが守れない生徒は容赦なく
叱責・罵倒しました。体罰も公然と行われて
いましたが、それに伴う学力指導の成果も
あって、毎年難関校に多数の合格者を出して
いました。灘高、ラサール、愛光と西の御三
家のツアー受験を行っていたことでも有名で
した。
　この塾は正月の三が日以外は休みなし、男
子は全員丸刈り、テレビを見る時間は一切あ
りません。懸命に勉強して、学年で一番いい
クラスに入りましたが、中学２年で１学年下
の女の子と仲良くなり、そちらに関心がいっ
てしまい勉強どころではなくなり、ついには
塾も辞めてしまいました。
　高校は、大阪市内のカトリックの明星高校
で、真田幸村の居城だった真田丸のすぐ横に
ありました。昔は野球が強くて、昭和38年に
は夏の甲子園で優勝しています。大学は、中
央大学に何とか現役で入りました。３年まで
は全く勉強せず遊び呆けていましたが、３年
の終わりにこれではちょっとまずいと思って、
父に１年間だけアメリカに行かせてくれと頼

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
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14,700円
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17,279円
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17,294円

1,669,849円

14,715円

1,684,564円

チビニコ 合　計

５月30日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
６月10日㈰　野外レクリエーション
　　　　　　（西条、新居浜）
６月13日㈬　委員会活動実績報告
６月20日㈬　ガバナー補佐訪問
６月27日㈬　最終夜間例会
　　　　　　（ザ クラウンパレス）
７月４日㈬　会長クラブ運営方針発表
　　　　　　臨時総会、定例理事会
７月10日㈫～13日㈮　短期交換留学生受入
７月11日㈬　ガバナー訪問
７月18日㈬　各委員会発表
７月25日㈬　各委員会発表

■例会変更のお知らせ
高知南ＲＣ　　６月７日㈭　日時計例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　６月12日㈫　17日㈰職場例会に変更
高知西ＲＣ　　６月15日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　６月18日㈪　夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　６月19日㈫　夜間例会
高知中央ＲＣ　６月21日㈭　夜間例会
仁淀ＲＣ　　　６月21日㈭　夜間例会
高知西ＲＣ　　６月22日㈮　最終夜間例会
高知北ＲＣ　　６月25日㈪　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　６月26日㈫　あじさい夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　６月26日㈫　ロータリー休日
香長ＲＣ　　　６月26日㈫　役員交代夜間例会
高知南ＲＣ　　６月28日㈭　年度末夜間例会
高知中央ＲＣ　６月28日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　７月５日㈭　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　７月10日㈫　夜間例会
香長ＲＣ　　　７月10日㈫　12日㈭短期交換学生歓迎会に変更
高知西ＲＣ　　７月13日㈮　夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　７月17日㈫　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　７月23日㈪　夜間例会
高知中央ＲＣ　７月26日㈭　夜間例会
仁淀ＲＣ　　　７月26日㈭　夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　７月31日㈫　ロータリー休日

◇出席率報告

　

 ● 柳澤光秋　宗像市、東京、余島、高松市、
つくば市と２週間弱で無事回りました。
 ● 石川　健　あとついに１ヵ月、全力で取り
組みます。　　

 ● 土居祐三　酒井建設・石川社長、永室内
工芸・永社長、よろしく、よろしくお願い
します。
 ● 鬼田知明　川端さん、本日は卓話をいただ
きありがとうございました。予定が遅くなり
申しわけありませんでした。
 ● 川端信一郎　私の履歴書、つたない発表、
大変失礼しました。
 ● サロンイースト協力金として　いつもあり
がとうございます。
◇遅刻・早退　３件

「私の履歴書」

◇会員スピーチ 川端信一郎 会員

んでオレゴン大学に留学します。オレゴンは
カリフォルニア州の上にあり、治安もよくて
気候も穏やか、日本人が多く留学するところ
です。今度こそ勉強をと思ったのですが、日
本人がたくさんいて、ここでも楽しい生活が
始まってしまいました。オレゴン大学は緑が
スクールカラーで、マスコットはダックス。
アメフト、バスケットなどが人気で、私もし
ょっちゅうアメフトのくじを買っていました。
　1991年、バブルの時代で、大正海上から社
名変更した三井海上火災に入社。平成13年10
月、住友海上火災と合併。アジアの全ての国
に進出しています。ＭＳ＆ＡＤグループの中
核企業として、本社は東京のお茶の水にあり

ます。１年目は、大阪の堺支店に配属されま
した。その年、10月に開催される道頓堀パレ
ードに参加するために来ていた熊本の女性と
知り合い、２年目に結婚。その後、東京９
年、広島４年、神奈川９年、昨年４月、高知
に着任しました。
　私の座右の銘は「笑う門には福来たる」で
す。笑うというのは明るい、勢いのある状態
で、そこには、さらによい状態のものが集
まってくると思います。今後も、このロータ
リークラブで精進して、自身が成長すること
によって、良きものを得て、それを周囲に発
進していくことができればと思っています。
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