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本日　８月８日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「会員増強・退会防止委員会よりの発表」

会員増強・退会防止委員会 竹村　克彦 会員

次週　８月15日㈬ 

　　　 　休　　　　　会　（お盆休み）

第2387回　例会報告／平成30年８月１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。
この間から、沖先生と私
と前川さんとで、50周年
のご招待の挨拶に各クラ
ブを回っています。先
日、私は北ＲＣに挨拶に

行き、１時に帰りました。その後、カバンが
なくなったことに気がつきました。三翠園さ
んに聞いてもないということで、探し回りま
した。結局、発見したのは、三翠園では車に
カギを付けたまま止めますので、カバンがな
くなってはいけないと思い、トランクに入れ
ていました。それを忘れていて、大騒動をし
ました。さらに、先日、天野さんの会社にお
邪魔して帰ろうとすると「カバンを忘れてる
よ」とご忠告もいただきました。最近非常に
物忘れがひどいなと感じます。以前、うちで
飼っていた犬が、おやつを庭の木陰や草の間
に隠して、結局どこに隠したか分からなく
なって探し回っていました。犬と一緒のレベ
ルかなと。
　先週、沖先生のところで診察を受けたら、
先生も50周年の挨拶に全然違う会場に行って
しまい、途方にくれたというお話をされてい
ました。私一人でなくて良かったなと思って
います。

　一番困るのは、どうでもいいことを覚えて
いて、くよくよする性格なので、物忘れよ
り、そっちの性格を先に治した方がいいよう
に思います。いろいろ失敗もあると思います
が、ポジティブにロータリー活動はしていき
たいと思いますので、これからもよろしくお
願いします。
◇８月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　永野　正将
　西森　　大
　天野　禎久
　岡　　朝男
 ● 配偶者誕生日
　窪田　健哉　　島村　利栄　　浦田比奈子
　早瀬恵美子
 ● 家庭記念日
　川端信一郎　　西森やよい
 ● 入会記念日
　八田　聡子　　窪田満里子　　関　　淑公
　松野　宏司
◇親睦委員会より
　８月８日、18時半より当ホテルのマンダリ
ンコートにて、新入会員歓迎会を行います。
追加で参加いただける方は事務局まで。
◇幹　事　報　告
・８月のロータリーレートは１ドル112円です。
・本日例会終了後、理事会を行います。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

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

●会長／寺尾正生　●幹事／松本隆之　●雑誌会報委員／中西克行・西山忠利・関　淑公
●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

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
164,350円

47,200円

211,550円

1,521円

305円

1,826円

165,871円

47,505円

213,376円
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８月１日
今期の累計

　その連れて行ってくださった方は、大和さ
んの方でしたが、会議手法や運営、考え方、
仕事の仕方、いろんなことを教えてもらいま
した。今、いろんな役を仰せつかってお手伝
いしていますが、それができるようになった
のも、その方のお陰だと思います。あらゆる
角度から自分や会社、相手の方、物事を見る
ことができるようになりました。その方がい
なければ、今の僕は存在していないと思いま
すし、親父だという気持ちでいます。
　そんな中で、何でも挑戦していくことが大
事だと考えるようになりました。新しい施工

方法がきたら、まずは取り入れてみる、やっ
てみる。やってみないと、ここはこうだから
駄目だということも言えません。評価もでき
ません。
　以前、寺尾会長とお酒を飲んでいるとき、
ある方が入ってこられて、何かやっているの
と聞かれ、何もしていないと答えると、まず
商工会のＹＥＧに入ってくれと。それがきっ
かけでロータリーへも入会させていただきま
した。こんな私ですが、今後ともお付き合い
をよろしくお願いします。

■高知東ＲＣ当面の日程
８月15日㈬　休会（お盆休み）
８月22日㈬　時間変更例会（ザ クラウンパレス）
８月29日㈬　役員会
９月５日㈬　定例理事会
情報集会
　９月11日㈫～13日㈭　18:30（得月樓）
　９月12日㈬　13:30（ザ クラウンパレス）
９月19日㈬　第３回クラブ協議会
９月26日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
高知南ＲＣ　　８月９日㈭　休会（盆休み）
高知中央ＲＣ　８月９日㈭　休会（盆休み）
高知西ＲＣ　　８月10日㈮　休会（盆休み）
高知北ＲＣ　　８月13日㈪　休会（盆休み）
高知ＲＣ　　　８月14日㈫　休会（盆休み）
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　８月14日㈫　休会（盆休み）
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　８月21日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　８月23日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　８月23日㈭　夜間例会
高知北ＲＣ　　８月27日㈪　創立記念夜間例会
高知南ＲＣ　　８月30日㈭　夜間例会
高知北ＲＣ　　９月３日㈪　月見夜間例会
高知中央ＲＣ　９月６日㈭　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　９月11日㈫　月見夜間例会
高知中央ＲＣ　９月13日㈭　月見夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　９月18日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　９月20日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　９月20日㈭　職場例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　９月25日㈫　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　９月28日㈮　創立記念夜間例会

◇出席率報告

 ● 寺尾正生　帯状疱疹まだ大事に持っていま
す。お盆までに治したいです。　　　　
 ● 松本隆之　岡﨑さん、本日は卓話ありがと
うございました。
 ● 福岡満喜子　駆け込みで行ってきました。
牧野植物園のキュー王立植物園の植物画を見
てきました。素晴らしかったです。
 ● 久松啓一・鬼田知明　高知商業野球部が12
年ぶりに甲子園出場になりました。奉加帳で
はお世話になりました。
 ● 岡　　朝男　誕生祝いありがとうございま
した。
 ● 天野禎久　誕生祝いありがとうございまし
た。親睦委員長頑張ります！
 ● 西森　大　誕生日のお祝いいただきありが
とうございます。とうとう半世紀越え、健康
第一を目標に生活できれば・・・。
 ● 永野正将　誕生日のお祝いありがとうござ
います。５人家族中３人が８月生まれで、父
は祝ってもらえません。
 ● 島村信一　妻の誕生日祝いありがとうござ
いました。
 ● 浦田健治　妻の誕生日祝いありがとうござ
いました。

 ● 早瀬源慶　今日、８月１日、妻がオースト
ラリア長期滞在から帰国しました。静かな毎
日でしたが、女房帰宅と同時に騒がしくなり
ました。女房誕生祝いお礼。
 ● 西森やよい　家庭記念日のお祝いをありが
とうございました。平穏に１年１年を重ねて
いけておりますこと、心より感謝いたしてお
ります。
 ● 関　淑公　入会して38年を迎えます。入会
祝いのお礼。
 ● 松野宏司　入会祝いいただきました。あり
がとうございました。
 ● 八田聡子　入会祝いありがとうございまし
た。入会させていただいて２年が経ちまし
た。
 ● 窪田満里子　入会祝い、配偶者誕生日あり
がとうございました。元気で頑張らなくては
と思います。
 ● 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　４件
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「私の履歴書」

◇会員スピーチ 岡﨑　勇樹 会員

　６月に入会させていただいた日進設備工業
の岡﨑と申します。よろしくお願いします。
　私は1973年10月４日生まれ、４男です。小
さいときは兄弟によくプロレス技をかけられ
て、元気に育ってきました。幼稚園は聖泉幼
稚園に、百石町の家から一人でバスで通って
いました。幼稚園のとき、ブロックから飛び
降りてセパという鋼材で膝を擦って、自分の
イメージでは骨が見えていたように思います
が、救急車で運ばれました。　
　父が胃がんで亡くなったのが、私が小学２
年の春ですから、私には余り父の記憶があり
ません。覚えているのは、泣いていると父が
きて「何で泣きよった」と声をかけてもらっ
たことと、亡くなる前に病院に行って手を
握ったことぐらいです。ある日、家に帰ると
部屋に棺があるのを見た瞬間、泣きまくった
記憶があります。その後、よく夢の中に父が
出てきました。
　潮江中学校に入ると父親のいないことも
あって、ちょっとぐれて悪いことばかりして
いました。学校に行く前、タバコを買って振
り向くと先生がいて、体育館で大きな声で
謝ったりしました。釣りにはまって、十市ま
でブラックバスを釣りに行ったりしていまし
た。中学２年のとき、次男にビリヤードを初
めて教えてもらいました。それがものすごく
楽しくて、当時、知寄町にあったビリヤード
場に小遣いも全部使って通っていました。余
りにも好きになり過ぎて、夜な夜な家を抜け
出してまで行っていましたので、学校では授
業なんか聞けません。昼間に寝て、夜活動す
るという逆転生活をしていました。中学３年
から高校１年にかけては、店の人の話では、
高知県の中でも何本かの指に入ると言われ
て、正直プロになろうと思っていました。当
然、親にはすごい反対されて、泣く泣く諦め

ました。
　そんな生活をしていましたので、いい学校
なんかへ行けるはずもなく、専門学校に入っ
て３年間通いました。卒業後、１年目は家電
関係に就職して、家電販売やエアコンの取り
付けとか電気工事などをしていました。１年
経ったとき、長男が東京から帰ってきて実家
を継ぐことになり、一緒にやってくれないか
と声をかけてもらって、実家の会社に入りま
した。それまでは、実家を継ぐことが嫌で、
親と違うところで結果を出したいという思い
がありましたが、結局は今、そこで頑張って
やっています。
　平成５年、会社に入ったものの上司も厳し
くて、今のように熱中症なんかは余り言われ
ませんでしたし、好きな時間にお茶を飲むこ
ともできない。現場に行くのに道１本間違え
ば、叩いて怒られるし、辞めたいと思ったこ
とは何回もありました。ただ、上司は、怒る
ことはあっても、本当はすごくいい方で、
やっぱりこの人に付いていこうと、歯を食い
しばって立ち直ってきたと、今になって思い
ます。
　仕事を始めて、１、２年目、阪神・淡路大
震災が起こり、いの一番に仮設住宅を建てに
行くぞという方がいて、その方につられて水
道、電気、タイル、左官さん、さまざまな業
種の方が淡路に入りました。行った当日、雹
が降っていたことは忘れません。すごい断層
も見て、これはなかなか厳しいと思いました。
仮設住宅と言っても家を建てるためには、木
の杭を打ちます。重機もありませんので、一
日中大きなハンマーで、手が震えるぐらい振
り続けます。お風呂に入ろうにもお湯があり
ません。お昼に、大工さんからこっそりも
らったカップヌードルが、ものすごくおいし
かったことを覚えています。
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高知中央ＲＣ　９月13日㈭　月見夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　９月18日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　９月20日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　９月20日㈭　職場例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　９月25日㈫　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　９月28日㈮　創立記念夜間例会

◇出席率報告

 ● 寺尾正生　帯状疱疹まだ大事に持っていま
す。お盆までに治したいです。　　　　
 ● 松本隆之　岡﨑さん、本日は卓話ありがと
うございました。
 ● 福岡満喜子　駆け込みで行ってきました。
牧野植物園のキュー王立植物園の植物画を見
てきました。素晴らしかったです。
 ● 久松啓一・鬼田知明　高知商業野球部が12
年ぶりに甲子園出場になりました。奉加帳で
はお世話になりました。
 ● 岡　　朝男　誕生祝いありがとうございま
した。
 ● 天野禎久　誕生祝いありがとうございまし
た。親睦委員長頑張ります！
 ● 西森　大　誕生日のお祝いいただきありが
とうございます。とうとう半世紀越え、健康
第一を目標に生活できれば・・・。
 ● 永野正将　誕生日のお祝いありがとうござ
います。５人家族中３人が８月生まれで、父
は祝ってもらえません。
 ● 島村信一　妻の誕生日祝いありがとうござ
いました。
 ● 浦田健治　妻の誕生日祝いありがとうござ
いました。

 ● 早瀬源慶　今日、８月１日、妻がオースト
ラリア長期滞在から帰国しました。静かな毎
日でしたが、女房帰宅と同時に騒がしくなり
ました。女房誕生祝いお礼。
 ● 西森やよい　家庭記念日のお祝いをありが
とうございました。平穏に１年１年を重ねて
いけておりますこと、心より感謝いたしてお
ります。
 ● 関　淑公　入会して38年を迎えます。入会
祝いのお礼。
 ● 松野宏司　入会祝いいただきました。あり
がとうございました。
 ● 八田聡子　入会祝いありがとうございまし
た。入会させていただいて２年が経ちまし
た。
 ● 窪田満里子　入会祝い、配偶者誕生日あり
がとうございました。元気で頑張らなくては
と思います。
 ● 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　４件
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「私の履歴書」

◇会員スピーチ 岡﨑　勇樹 会員

　６月に入会させていただいた日進設備工業
の岡﨑と申します。よろしくお願いします。
　私は1973年10月４日生まれ、４男です。小
さいときは兄弟によくプロレス技をかけられ
て、元気に育ってきました。幼稚園は聖泉幼
稚園に、百石町の家から一人でバスで通って
いました。幼稚園のとき、ブロックから飛び
降りてセパという鋼材で膝を擦って、自分の
イメージでは骨が見えていたように思います
が、救急車で運ばれました。　
　父が胃がんで亡くなったのが、私が小学２
年の春ですから、私には余り父の記憶があり
ません。覚えているのは、泣いていると父が
きて「何で泣きよった」と声をかけてもらっ
たことと、亡くなる前に病院に行って手を
握ったことぐらいです。ある日、家に帰ると
部屋に棺があるのを見た瞬間、泣きまくった
記憶があります。その後、よく夢の中に父が
出てきました。
　潮江中学校に入ると父親のいないことも
あって、ちょっとぐれて悪いことばかりして
いました。学校に行く前、タバコを買って振
り向くと先生がいて、体育館で大きな声で
謝ったりしました。釣りにはまって、十市ま
でブラックバスを釣りに行ったりしていまし
た。中学２年のとき、次男にビリヤードを初
めて教えてもらいました。それがものすごく
楽しくて、当時、知寄町にあったビリヤード
場に小遣いも全部使って通っていました。余
りにも好きになり過ぎて、夜な夜な家を抜け
出してまで行っていましたので、学校では授
業なんか聞けません。昼間に寝て、夜活動す
るという逆転生活をしていました。中学３年
から高校１年にかけては、店の人の話では、
高知県の中でも何本かの指に入ると言われ
て、正直プロになろうと思っていました。当
然、親にはすごい反対されて、泣く泣く諦め

ました。
　そんな生活をしていましたので、いい学校
なんかへ行けるはずもなく、専門学校に入っ
て３年間通いました。卒業後、１年目は家電
関係に就職して、家電販売やエアコンの取り
付けとか電気工事などをしていました。１年
経ったとき、長男が東京から帰ってきて実家
を継ぐことになり、一緒にやってくれないか
と声をかけてもらって、実家の会社に入りま
した。それまでは、実家を継ぐことが嫌で、
親と違うところで結果を出したいという思い
がありましたが、結局は今、そこで頑張って
やっています。
　平成５年、会社に入ったものの上司も厳し
くて、今のように熱中症なんかは余り言われ
ませんでしたし、好きな時間にお茶を飲むこ
ともできない。現場に行くのに道１本間違え
ば、叩いて怒られるし、辞めたいと思ったこ
とは何回もありました。ただ、上司は、怒る
ことはあっても、本当はすごくいい方で、
やっぱりこの人に付いていこうと、歯を食い
しばって立ち直ってきたと、今になって思い
ます。
　仕事を始めて、１、２年目、阪神・淡路大
震災が起こり、いの一番に仮設住宅を建てに
行くぞという方がいて、その方につられて水
道、電気、タイル、左官さん、さまざまな業
種の方が淡路に入りました。行った当日、雹
が降っていたことは忘れません。すごい断層
も見て、これはなかなか厳しいと思いました。
仮設住宅と言っても家を建てるためには、木
の杭を打ちます。重機もありませんので、一
日中大きなハンマーで、手が震えるぐらい振
り続けます。お風呂に入ろうにもお湯があり
ません。お昼に、大工さんからこっそりも
らったカップヌードルが、ものすごくおいし
かったことを覚えています。



高知東ロータリークラブ週報
第2341号

080月080日.2018

本日　８月８日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「会員増強・退会防止委員会よりの発表」

会員増強・退会防止委員会 竹村　克彦 会員

次週　８月15日㈬ 

　　　 　休　　　　　会　（お盆休み）

第2387回　例会報告／平成30年８月１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。
この間から、沖先生と私
と前川さんとで、50周年
のご招待の挨拶に各クラ
ブを回っています。先
日、私は北ＲＣに挨拶に

行き、１時に帰りました。その後、カバンが
なくなったことに気がつきました。三翠園さ
んに聞いてもないということで、探し回りま
した。結局、発見したのは、三翠園では車に
カギを付けたまま止めますので、カバンがな
くなってはいけないと思い、トランクに入れ
ていました。それを忘れていて、大騒動をし
ました。さらに、先日、天野さんの会社にお
邪魔して帰ろうとすると「カバンを忘れてる
よ」とご忠告もいただきました。最近非常に
物忘れがひどいなと感じます。以前、うちで
飼っていた犬が、おやつを庭の木陰や草の間
に隠して、結局どこに隠したか分からなく
なって探し回っていました。犬と一緒のレベ
ルかなと。
　先週、沖先生のところで診察を受けたら、
先生も50周年の挨拶に全然違う会場に行って
しまい、途方にくれたというお話をされてい
ました。私一人でなくて良かったなと思って
います。

　一番困るのは、どうでもいいことを覚えて
いて、くよくよする性格なので、物忘れよ
り、そっちの性格を先に治した方がいいよう
に思います。いろいろ失敗もあると思います
が、ポジティブにロータリー活動はしていき
たいと思いますので、これからもよろしくお
願いします。
◇８月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　永野　正将
　西森　　大
　天野　禎久
　岡　　朝男
 ● 配偶者誕生日
　窪田　健哉　　島村　利栄　　浦田比奈子
　早瀬恵美子
 ● 家庭記念日
　川端信一郎　　西森やよい
 ● 入会記念日
　八田　聡子　　窪田満里子　　関　　淑公
　松野　宏司
◇親睦委員会より
　８月８日、18時半より当ホテルのマンダリ
ンコートにて、新入会員歓迎会を行います。
追加で参加いただける方は事務局まで。
◇幹　事　報　告
・８月のロータリーレートは１ドル112円です。
・本日例会終了後、理事会を行います。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

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

●会長／寺尾正生　●幹事／松本隆之　●雑誌会報委員／中西克行・西山忠利・関　淑公
●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

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
164,350円

47,200円

211,550円

1,521円

305円

1,826円

165,871円

47,505円

213,376円

チビニコ 合　計

８月１日
今期の累計

　その連れて行ってくださった方は、大和さ
んの方でしたが、会議手法や運営、考え方、
仕事の仕方、いろんなことを教えてもらいま
した。今、いろんな役を仰せつかってお手伝
いしていますが、それができるようになった
のも、その方のお陰だと思います。あらゆる
角度から自分や会社、相手の方、物事を見る
ことができるようになりました。その方がい
なければ、今の僕は存在していないと思いま
すし、親父だという気持ちでいます。
　そんな中で、何でも挑戦していくことが大
事だと考えるようになりました。新しい施工

方法がきたら、まずは取り入れてみる、やっ
てみる。やってみないと、ここはこうだから
駄目だということも言えません。評価もでき
ません。
　以前、寺尾会長とお酒を飲んでいるとき、
ある方が入ってこられて、何かやっているの
と聞かれ、何もしていないと答えると、まず
商工会のＹＥＧに入ってくれと。それがきっ
かけでロータリーへも入会させていただきま
した。こんな私ですが、今後ともお付き合い
をよろしくお願いします。

■高知東ＲＣ当面の日程
８月15日㈬　休会（お盆休み）
８月22日㈬　時間変更例会（ザ クラウンパレス）
８月29日㈬　役員会
９月５日㈬　定例理事会
情報集会
　９月11日㈫～13日㈭　18:30（得月樓）
　９月12日㈬　13:30（ザ クラウンパレス）
９月19日㈬　第３回クラブ協議会
９月26日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
高知南ＲＣ　　８月９日㈭　休会（盆休み）
高知中央ＲＣ　８月９日㈭　休会（盆休み）
高知西ＲＣ　　８月10日㈮　休会（盆休み）
高知北ＲＣ　　８月13日㈪　休会（盆休み）
高知ＲＣ　　　８月14日㈫　休会（盆休み）
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　８月14日㈫　休会（盆休み）
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　８月21日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　８月23日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　８月23日㈭　夜間例会
高知北ＲＣ　　８月27日㈪　創立記念夜間例会
高知南ＲＣ　　８月30日㈭　夜間例会
高知北ＲＣ　　９月３日㈪　月見夜間例会
高知中央ＲＣ　９月６日㈭　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
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高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　９月18日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　９月20日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　９月20日㈭　職場例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　９月25日㈫　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　９月28日㈮　創立記念夜間例会

◇出席率報告

 ● 寺尾正生　帯状疱疹まだ大事に持っていま
す。お盆までに治したいです。　　　　
 ● 松本隆之　岡﨑さん、本日は卓話ありがと
うございました。
 ● 福岡満喜子　駆け込みで行ってきました。
牧野植物園のキュー王立植物園の植物画を見
てきました。素晴らしかったです。
 ● 久松啓一・鬼田知明　高知商業野球部が12
年ぶりに甲子園出場になりました。奉加帳で
はお世話になりました。
 ● 岡　　朝男　誕生祝いありがとうございま
した。
 ● 天野禎久　誕生祝いありがとうございまし
た。親睦委員長頑張ります！
 ● 西森　大　誕生日のお祝いいただきありが
とうございます。とうとう半世紀越え、健康
第一を目標に生活できれば・・・。
 ● 永野正将　誕生日のお祝いありがとうござ
います。５人家族中３人が８月生まれで、父
は祝ってもらえません。
 ● 島村信一　妻の誕生日祝いありがとうござ
いました。
 ● 浦田健治　妻の誕生日祝いありがとうござ
いました。

 ● 早瀬源慶　今日、８月１日、妻がオースト
ラリア長期滞在から帰国しました。静かな毎
日でしたが、女房帰宅と同時に騒がしくなり
ました。女房誕生祝いお礼。
 ● 西森やよい　家庭記念日のお祝いをありが
とうございました。平穏に１年１年を重ねて
いけておりますこと、心より感謝いたしてお
ります。
 ● 関　淑公　入会して38年を迎えます。入会
祝いのお礼。
 ● 松野宏司　入会祝いいただきました。あり
がとうございました。
 ● 八田聡子　入会祝いありがとうございまし
た。入会させていただいて２年が経ちまし
た。
 ● 窪田満里子　入会祝い、配偶者誕生日あり
がとうございました。元気で頑張らなくては
と思います。
 ● 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。
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　６月に入会させていただいた日進設備工業
の岡﨑と申します。よろしくお願いします。
　私は1973年10月４日生まれ、４男です。小
さいときは兄弟によくプロレス技をかけられ
て、元気に育ってきました。幼稚園は聖泉幼
稚園に、百石町の家から一人でバスで通って
いました。幼稚園のとき、ブロックから飛び
降りてセパという鋼材で膝を擦って、自分の
イメージでは骨が見えていたように思います
が、救急車で運ばれました。　
　父が胃がんで亡くなったのが、私が小学２
年の春ですから、私には余り父の記憶があり
ません。覚えているのは、泣いていると父が
きて「何で泣きよった」と声をかけてもらっ
たことと、亡くなる前に病院に行って手を
握ったことぐらいです。ある日、家に帰ると
部屋に棺があるのを見た瞬間、泣きまくった
記憶があります。その後、よく夢の中に父が
出てきました。
　潮江中学校に入ると父親のいないことも
あって、ちょっとぐれて悪いことばかりして
いました。学校に行く前、タバコを買って振
り向くと先生がいて、体育館で大きな声で
謝ったりしました。釣りにはまって、十市ま
でブラックバスを釣りに行ったりしていまし
た。中学２年のとき、次男にビリヤードを初
めて教えてもらいました。それがものすごく
楽しくて、当時、知寄町にあったビリヤード
場に小遣いも全部使って通っていました。余
りにも好きになり過ぎて、夜な夜な家を抜け
出してまで行っていましたので、学校では授
業なんか聞けません。昼間に寝て、夜活動す
るという逆転生活をしていました。中学３年
から高校１年にかけては、店の人の話では、
高知県の中でも何本かの指に入ると言われ
て、正直プロになろうと思っていました。当
然、親にはすごい反対されて、泣く泣く諦め

ました。
　そんな生活をしていましたので、いい学校
なんかへ行けるはずもなく、専門学校に入っ
て３年間通いました。卒業後、１年目は家電
関係に就職して、家電販売やエアコンの取り
付けとか電気工事などをしていました。１年
経ったとき、長男が東京から帰ってきて実家
を継ぐことになり、一緒にやってくれないか
と声をかけてもらって、実家の会社に入りま
した。それまでは、実家を継ぐことが嫌で、
親と違うところで結果を出したいという思い
がありましたが、結局は今、そこで頑張って
やっています。
　平成５年、会社に入ったものの上司も厳し
くて、今のように熱中症なんかは余り言われ
ませんでしたし、好きな時間にお茶を飲むこ
ともできない。現場に行くのに道１本間違え
ば、叩いて怒られるし、辞めたいと思ったこ
とは何回もありました。ただ、上司は、怒る
ことはあっても、本当はすごくいい方で、
やっぱりこの人に付いていこうと、歯を食い
しばって立ち直ってきたと、今になって思い
ます。
　仕事を始めて、１、２年目、阪神・淡路大
震災が起こり、いの一番に仮設住宅を建てに
行くぞという方がいて、その方につられて水
道、電気、タイル、左官さん、さまざまな業
種の方が淡路に入りました。行った当日、雹
が降っていたことは忘れません。すごい断層
も見て、これはなかなか厳しいと思いました。
仮設住宅と言っても家を建てるためには、木
の杭を打ちます。重機もありませんので、一
日中大きなハンマーで、手が震えるぐらい振
り続けます。お風呂に入ろうにもお湯があり
ません。お昼に、大工さんからこっそりも
らったカップヌードルが、ものすごくおいし
かったことを覚えています。
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本日　８月８日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「会員増強・退会防止委員会よりの発表」

会員増強・退会防止委員会 竹村　克彦 会員

次週　８月15日㈬ 

　　　 　休　　　　　会　（お盆休み）

第2387回　例会報告／平成30年８月１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。
この間から、沖先生と私
と前川さんとで、50周年
のご招待の挨拶に各クラ
ブを回っています。先
日、私は北ＲＣに挨拶に

行き、１時に帰りました。その後、カバンが
なくなったことに気がつきました。三翠園さ
んに聞いてもないということで、探し回りま
した。結局、発見したのは、三翠園では車に
カギを付けたまま止めますので、カバンがな
くなってはいけないと思い、トランクに入れ
ていました。それを忘れていて、大騒動をし
ました。さらに、先日、天野さんの会社にお
邪魔して帰ろうとすると「カバンを忘れてる
よ」とご忠告もいただきました。最近非常に
物忘れがひどいなと感じます。以前、うちで
飼っていた犬が、おやつを庭の木陰や草の間
に隠して、結局どこに隠したか分からなく
なって探し回っていました。犬と一緒のレベ
ルかなと。
　先週、沖先生のところで診察を受けたら、
先生も50周年の挨拶に全然違う会場に行って
しまい、途方にくれたというお話をされてい
ました。私一人でなくて良かったなと思って
います。

　一番困るのは、どうでもいいことを覚えて
いて、くよくよする性格なので、物忘れよ
り、そっちの性格を先に治した方がいいよう
に思います。いろいろ失敗もあると思います
が、ポジティブにロータリー活動はしていき
たいと思いますので、これからもよろしくお
願いします。
◇８月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　永野　正将
　西森　　大
　天野　禎久
　岡　　朝男
 ● 配偶者誕生日
　窪田　健哉　　島村　利栄　　浦田比奈子
　早瀬恵美子
 ● 家庭記念日
　川端信一郎　　西森やよい
 ● 入会記念日
　八田　聡子　　窪田満里子　　関　　淑公
　松野　宏司
◇親睦委員会より
　８月８日、18時半より当ホテルのマンダリ
ンコートにて、新入会員歓迎会を行います。
追加で参加いただける方は事務局まで。
◇幹　事　報　告
・８月のロータリーレートは１ドル112円です。
・本日例会終了後、理事会を行います。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

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

●会長／寺尾正生　●幹事／松本隆之　●雑誌会報委員／中西克行・西山忠利・関　淑公
●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

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
164,350円

47,200円

211,550円

1,521円

305円

1,826円

165,871円

47,505円

213,376円

チビニコ 合　計

８月１日
今期の累計

　その連れて行ってくださった方は、大和さ
んの方でしたが、会議手法や運営、考え方、
仕事の仕方、いろんなことを教えてもらいま
した。今、いろんな役を仰せつかってお手伝
いしていますが、それができるようになった
のも、その方のお陰だと思います。あらゆる
角度から自分や会社、相手の方、物事を見る
ことができるようになりました。その方がい
なければ、今の僕は存在していないと思いま
すし、親父だという気持ちでいます。
　そんな中で、何でも挑戦していくことが大
事だと考えるようになりました。新しい施工

方法がきたら、まずは取り入れてみる、やっ
てみる。やってみないと、ここはこうだから
駄目だということも言えません。評価もでき
ません。
　以前、寺尾会長とお酒を飲んでいるとき、
ある方が入ってこられて、何かやっているの
と聞かれ、何もしていないと答えると、まず
商工会のＹＥＧに入ってくれと。それがきっ
かけでロータリーへも入会させていただきま
した。こんな私ですが、今後ともお付き合い
をよろしくお願いします。

■高知東ＲＣ当面の日程
８月15日㈬　休会（お盆休み）
８月22日㈬　時間変更例会（ザ クラウンパレス）
８月29日㈬　役員会
９月５日㈬　定例理事会
情報集会
　９月11日㈫～13日㈭　18:30（得月樓）
　９月12日㈬　13:30（ザ クラウンパレス）
９月19日㈬　第３回クラブ協議会
９月26日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
高知南ＲＣ　　８月９日㈭　休会（盆休み）
高知中央ＲＣ　８月９日㈭　休会（盆休み）
高知西ＲＣ　　８月10日㈮　休会（盆休み）
高知北ＲＣ　　８月13日㈪　休会（盆休み）
高知ＲＣ　　　８月14日㈫　休会（盆休み）
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　８月14日㈫　休会（盆休み）
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　８月21日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　８月23日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　８月23日㈭　夜間例会
高知北ＲＣ　　８月27日㈪　創立記念夜間例会
高知南ＲＣ　　８月30日㈭　夜間例会
高知北ＲＣ　　９月３日㈪　月見夜間例会
高知中央ＲＣ　９月６日㈭　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　９月11日㈫　月見夜間例会
高知中央ＲＣ　９月13日㈭　月見夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　９月18日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　９月20日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　９月20日㈭　職場例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　９月25日㈫　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　９月28日㈮　創立記念夜間例会

◇出席率報告

 ● 寺尾正生　帯状疱疹まだ大事に持っていま
す。お盆までに治したいです。　　　　
 ● 松本隆之　岡﨑さん、本日は卓話ありがと
うございました。
 ● 福岡満喜子　駆け込みで行ってきました。
牧野植物園のキュー王立植物園の植物画を見
てきました。素晴らしかったです。
 ● 久松啓一・鬼田知明　高知商業野球部が12
年ぶりに甲子園出場になりました。奉加帳で
はお世話になりました。
 ● 岡　　朝男　誕生祝いありがとうございま
した。
 ● 天野禎久　誕生祝いありがとうございまし
た。親睦委員長頑張ります！
 ● 西森　大　誕生日のお祝いいただきありが
とうございます。とうとう半世紀越え、健康
第一を目標に生活できれば・・・。
 ● 永野正将　誕生日のお祝いありがとうござ
います。５人家族中３人が８月生まれで、父
は祝ってもらえません。
 ● 島村信一　妻の誕生日祝いありがとうござ
いました。
 ● 浦田健治　妻の誕生日祝いありがとうござ
いました。

 ● 早瀬源慶　今日、８月１日、妻がオースト
ラリア長期滞在から帰国しました。静かな毎
日でしたが、女房帰宅と同時に騒がしくなり
ました。女房誕生祝いお礼。
 ● 西森やよい　家庭記念日のお祝いをありが
とうございました。平穏に１年１年を重ねて
いけておりますこと、心より感謝いたしてお
ります。
 ● 関　淑公　入会して38年を迎えます。入会
祝いのお礼。
 ● 松野宏司　入会祝いいただきました。あり
がとうございました。
 ● 八田聡子　入会祝いありがとうございまし
た。入会させていただいて２年が経ちまし
た。
 ● 窪田満里子　入会祝い、配偶者誕生日あり
がとうございました。元気で頑張らなくては
と思います。
 ● 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　４件

８月１日

７月23日

総数
－3 57
－3 58

出席
49
44

欠席
3
0

メイク
アップ HC出席率

85.96％

75.86％

出席率
94.44％

100％

2
11

「私の履歴書」

◇会員スピーチ 岡﨑　勇樹 会員

　６月に入会させていただいた日進設備工業
の岡﨑と申します。よろしくお願いします。
　私は1973年10月４日生まれ、４男です。小
さいときは兄弟によくプロレス技をかけられ
て、元気に育ってきました。幼稚園は聖泉幼
稚園に、百石町の家から一人でバスで通って
いました。幼稚園のとき、ブロックから飛び
降りてセパという鋼材で膝を擦って、自分の
イメージでは骨が見えていたように思います
が、救急車で運ばれました。　
　父が胃がんで亡くなったのが、私が小学２
年の春ですから、私には余り父の記憶があり
ません。覚えているのは、泣いていると父が
きて「何で泣きよった」と声をかけてもらっ
たことと、亡くなる前に病院に行って手を
握ったことぐらいです。ある日、家に帰ると
部屋に棺があるのを見た瞬間、泣きまくった
記憶があります。その後、よく夢の中に父が
出てきました。
　潮江中学校に入ると父親のいないことも
あって、ちょっとぐれて悪いことばかりして
いました。学校に行く前、タバコを買って振
り向くと先生がいて、体育館で大きな声で
謝ったりしました。釣りにはまって、十市ま
でブラックバスを釣りに行ったりしていまし
た。中学２年のとき、次男にビリヤードを初
めて教えてもらいました。それがものすごく
楽しくて、当時、知寄町にあったビリヤード
場に小遣いも全部使って通っていました。余
りにも好きになり過ぎて、夜な夜な家を抜け
出してまで行っていましたので、学校では授
業なんか聞けません。昼間に寝て、夜活動す
るという逆転生活をしていました。中学３年
から高校１年にかけては、店の人の話では、
高知県の中でも何本かの指に入ると言われ
て、正直プロになろうと思っていました。当
然、親にはすごい反対されて、泣く泣く諦め

ました。
　そんな生活をしていましたので、いい学校
なんかへ行けるはずもなく、専門学校に入っ
て３年間通いました。卒業後、１年目は家電
関係に就職して、家電販売やエアコンの取り
付けとか電気工事などをしていました。１年
経ったとき、長男が東京から帰ってきて実家
を継ぐことになり、一緒にやってくれないか
と声をかけてもらって、実家の会社に入りま
した。それまでは、実家を継ぐことが嫌で、
親と違うところで結果を出したいという思い
がありましたが、結局は今、そこで頑張って
やっています。
　平成５年、会社に入ったものの上司も厳し
くて、今のように熱中症なんかは余り言われ
ませんでしたし、好きな時間にお茶を飲むこ
ともできない。現場に行くのに道１本間違え
ば、叩いて怒られるし、辞めたいと思ったこ
とは何回もありました。ただ、上司は、怒る
ことはあっても、本当はすごくいい方で、
やっぱりこの人に付いていこうと、歯を食い
しばって立ち直ってきたと、今になって思い
ます。
　仕事を始めて、１、２年目、阪神・淡路大
震災が起こり、いの一番に仮設住宅を建てに
行くぞという方がいて、その方につられて水
道、電気、タイル、左官さん、さまざまな業
種の方が淡路に入りました。行った当日、雹
が降っていたことは忘れません。すごい断層
も見て、これはなかなか厳しいと思いました。
仮設住宅と言っても家を建てるためには、木
の杭を打ちます。重機もありませんので、一
日中大きなハンマーで、手が震えるぐらい振
り続けます。お風呂に入ろうにもお湯があり
ません。お昼に、大工さんからこっそりも
らったカップヌードルが、ものすごくおいし
かったことを覚えています。


