
◇出席率報告

 ● 寺尾正生　ロータリーのあるべき形より、
ロータリーのあるべき姿を感じていきたいと
思います。
 ● 松本隆之　幹事は、例会１時間前に待機し
ているようにと先輩から教えを受けていたの
に、全く守れていなくて申しわけありません。
 ● 前川美智子　マエカワの両親の遺品整理が
全て完了しました。見て、読んで、片付ける
にはかなりの月日がかかりました。残された
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本日　９月26日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「ハンガリー・ルーマニアの旅」

関　　淑公 会員

次週　10月３日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　高知東ＲＣ50周年記念事業実行委員会
　　　　　　　　全　体　会　議

第2393回　例会報告／平成30年９月19日　天候　曇

◇ロータリーソング
  「我らの生業」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんにちは。
先週、情報集会が４回に
わたって行われました。
テーマは「職業奉仕につ
いて考えよう」でした。
私は２回参加させていた

だきましたが、個人的に職業奉仕について感
じたことは、職業に対する倫理観として、道
徳観というものに全員の意見が集約されて
いったような気がします。職業ですのでプロ
意識があると思いますが、プロとアマの違い
は、例えば花を見て、素人の僕は美しい、可
愛いと感じます。プロは、花弁は何枚ある
か、花びらや葉の形、おしべ・めしべはいく
つあるのか。花の性質を克明に分析してい
く。素人とプロの違いはそういうものではな
いかと思います。
　物事には姿というものがあります。姿を英
語でフォームですが、これを訳すと「形式」
と出てきます。日本には「姿、形」という言
葉がありますが、姿と形は違うものであって、
姿というのは日本人にしか分からない感覚だ
と思います。日本人は姿というものにことの
本質を求めていきます。ロータリーも職業奉
仕を通じて、ロータリーの形ではなく姿とい
うものを、僕も含めて皆さんももう１回考え
ていけば、ロータリーは素晴らしいものだと

いうことが見えてくるのではないかと思いま
した。
　繰り返しになりますが、僕は姿と形は絶対
に違うものだと思っていますので、ロータリ
ーをプロの目だけで見て語っていくよりも、
どういう姿であればいいのかという本質的な
ものを勉強していけたら、ロータリーも例会
も非常に有意義なものになってくるのではな
いかと、柄にもなく考えた先週でした。
◇来訪ロータリアン
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
◇親睦委員会より
　本日酔鯨亭にて、18時半から東酔会を開催
します。出席予定者は参加をお願いします。
また急遽参加できる方は、ご連絡ください。
◇幹　事　報　告
・本日例会終了後、クラブ協議会を、その後、

臨時理事会を行います。
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■高知東ＲＣ当面の日程
10月３日㈬　定例理事会
10月８日㈪　創立50周年記念夜間例会
　　　　　　　　　（ザ クラウンパレス）
10月９日㈫　高知東ＲＣ創立記念日
10月10日㈬　振替のため休会
10月17日㈬　ロータリー休日
10月24日㈬　役員会
10月27日㈯・28日㈰　地区大会
　　　　　　　（新居浜市民文化センター）
11月７日㈬　定例理事会
11月28日㈬　第４回クラブ協議会
　　　　　　役員会

■例会変更のお知らせ
高知西ＲＣ　　９月28日㈮　創立記念夜間例会
香長ＲＣ　　　10月２日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　10月４日㈭　月見例会
高知ＲＣ　　　10月９日㈫　夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　10月９日㈫　定款第８条第１節により休会
香長ＲＣ　　　10月９日㈫　10月8日高知東RC周年記念行事へ振替
高知中央ＲＣ　10月11日㈭　定款第８条第１節により休会
高知北ＲＣ　　10月15日㈪　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　10月25日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　10月26日㈮　地区大会に振替
高知北ＲＣ　　10月29日㈪　地区大会に振替
高知ＲＣ　　　10月30日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　10月30日㈫　地区大会に振替

　６月に入会しました第一生命の岡本です。
よろしくお願いします。
　私の家族は、妻と子ども２人、26歳（社会
人）と16歳（高校２年）です。出身は関西、
自宅は大阪。単身赴任は、現在11年半です。
自宅はローンだけを払って、私は一度も住ん
だことがありません。昭和61年、第一生命に
入社して以来、高知支社が14場所目です。居
住地としては、生まれてから数えると20場所
目。支社の成績がダウンすると、支社長の職
を外されかねませんので、この１年半ぐらい
は気を抜かず業務を遂行しています。
　私は昭和38年12月２日生まれ、54歳。妹が
１人。小学校４年生までは神戸市内にいて、
川でカメを取ったり、神戸の街中には防空壕
が何個が残っていて、その中で遊んだりして
いました。
　両親が家を買って、小野市に転居しました。
小学校５年の５月の連休でした。小野市は、
山の中の人口３万人の町。ソロバンの産地で
全国のシェアの７割ぐらいを占めていまし
た。小野中学校、小野高校に通いました。長
距離が早かったので、中学校ではサッカー部
でしたが、冬場は陸上部に駆り出されていま
した。高校は、陸上部に入り1,500ｍ障害や
5,000ｍを走っていました。
　子ども心に、うちは余りお金がなさそうだ
と感じていましたので、高校を卒業後は学費
の安い岡山大学へ。大学では寮に入りまし
た。上下関係があり、１年生は先輩に絶対服
従、逆らうことはできません。真夜中に酒を
買いにいかされたり、麻雀のメンバーに入れ
られたり、部屋にはカギもなく、プライバ
シーは全く守られていません。校内に寮があ
りましたので、パジャマのまま授業を受けた
同期もいます。ある夏場の明け方、先輩が
酔っ払って１年生の断髪式と称して、髪をパ

サッと切られた経験があります。私は空手部
でしたので、丸刈りだろうが何であろうが気
になりませんでした。
　放浪癖があったのか、大学２年のとき、ア
ルバイト代を全部つぎ込んで４人で40日間ぐ
らい、メキシコ、グァテマラ、ホンジュラ
ス、ベリースからメキシコに帰るという旅を
しました。ホンジュラスから国境を越える
際、内戦が起こっていて銃を向けられたとき
は、生きた心地がしませんでした。３年の夏
はニュージーランドに30日ぐらい行ってまし
た。メキシコもニュージーランドも、往復切
符だけを買って、あとは現地で宿を取ってと
いった旅でした。寮生活、部活、一人旅
等々、学生時代はメンタル面で鍛えられたか
なと思っています。
　第一生命に入った最初は池袋営業部で新規
契約の事務処理。次が大阪南支社でイベント
やその他諸々の雑用担当。ここで２ヵ月間、
保険の飛び込みの研修をしました。３場所目
は銀座本社。人事権が全部集まっていました
ので、クリスマスイブになると500人ぐらい
を壁に並べて異動を組んだり、私の会社人生
で一番格好いい職場だったかなと思います。
次が岩手の盛岡支社、神戸支社の港南第二支
部のときは、阪神大震災直後で戦争の跡みた
いなところでスタートして３年間。大阪北の
三田、次の広島で管理職を２年、吉祥寺で副
支社長、松本の後、監査部で２年、この４月
から支社長となっています。
　最近の少し自慢できる事としては、高校２
年から登校拒否だった甥っ子を改善させまし
た。父親も先生も諦めていたのですが、うち
に呼んで、その子の話を聞いて説得して帰し
ました。それでも行かないということで、後
は脅しと褒めるを繰り返して、その後はほと
んど休むことなく学校に行ってるようです。

９月19日

９月５日

総数
－7 57
－5 57

出席
42
41

欠席
3
0

メイク
アップ HC出席率

73.68％

71.93％

出席率
94.00％

100％

5
11

甥っ子には龍馬マラソンに出ろと勧めていて、
何とか完走してくれたらと思っています。

　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。

子どもたちに同じことをさせないように、こ
れから自分の脱捨離を始めようと決心しまし
た。まずは、本音で長年綴ってきた１年、３
年、10年日誌を処分しなきゃ！です。
 ● 永野健生　妻の誕生祝いありがとうござい
ます。誕生日忘れるところでした。感謝です。
 ● 松野宏司　情報集会欠席のお詫び。
 ● 鬼頭愼一　欠席続きで申しわけありません。
 ● 竹村克彦　名札持ち帰りました。
 ● ９月13日情報集会一同　９月13日の情報集
会の二次会での残りです。少しですが、ニコ
ニコへ。　　
 ● 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　５件

「私の履歴書」

◇会員スピーチ 岡本　祐史 会員

高知東ＲＣ　東酔会
2018年９月19日㈬　於：酔鯨亭
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は銀座本社。人事権が全部集まっていました
ので、クリスマスイブになると500人ぐらい
を壁に並べて異動を組んだり、私の会社人生
で一番格好いい職場だったかなと思います。
次が岩手の盛岡支社、神戸支社の港南第二支
部のときは、阪神大震災直後で戦争の跡みた
いなところでスタートして３年間。大阪北の
三田、次の広島で管理職を２年、吉祥寺で副
支社長、松本の後、監査部で２年、この４月
から支社長となっています。
　最近の少し自慢できる事としては、高校２
年から登校拒否だった甥っ子を改善させまし
た。父親も先生も諦めていたのですが、うち
に呼んで、その子の話を聞いて説得して帰し
ました。それでも行かないということで、後
は脅しと褒めるを繰り返して、その後はほと
んど休むことなく学校に行ってるようです。
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甥っ子には龍馬マラソンに出ろと勧めていて、
何とか完走してくれたらと思っています。

　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。

子どもたちに同じことをさせないように、こ
れから自分の脱捨離を始めようと決心しまし
た。まずは、本音で長年綴ってきた１年、３
年、10年日誌を処分しなきゃ！です。
 ● 永野健生　妻の誕生祝いありがとうござい
ます。誕生日忘れるところでした。感謝です。
 ● 松野宏司　情報集会欠席のお詫び。
 ● 鬼頭愼一　欠席続きで申しわけありません。
 ● 竹村克彦　名札持ち帰りました。
 ● ９月13日情報集会一同　９月13日の情報集
会の二次会での残りです。少しですが、ニコ
ニコへ。　　
 ● 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　５件

「私の履歴書」

◇会員スピーチ 岡本　祐史 会員

高知東ＲＣ　東酔会
2018年９月19日㈬　於：酔鯨亭



◇出席率報告

 ● 寺尾正生　ロータリーのあるべき形より、
ロータリーのあるべき姿を感じていきたいと
思います。
 ● 松本隆之　幹事は、例会１時間前に待機し
ているようにと先輩から教えを受けていたの
に、全く守れていなくて申しわけありません。
 ● 前川美智子　マエカワの両親の遺品整理が
全て完了しました。見て、読んで、片付ける
にはかなりの月日がかかりました。残された
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本日　９月26日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「ハンガリー・ルーマニアの旅」

関　　淑公 会員

次週　10月３日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　高知東ＲＣ50周年記念事業実行委員会
　　　　　　　　全　体　会　議

第2393回　例会報告／平成30年９月19日　天候　曇

◇ロータリーソング
  「我らの生業」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんにちは。
先週、情報集会が４回に
わたって行われました。
テーマは「職業奉仕につ
いて考えよう」でした。
私は２回参加させていた

だきましたが、個人的に職業奉仕について感
じたことは、職業に対する倫理観として、道
徳観というものに全員の意見が集約されて
いったような気がします。職業ですのでプロ
意識があると思いますが、プロとアマの違い
は、例えば花を見て、素人の僕は美しい、可
愛いと感じます。プロは、花弁は何枚ある
か、花びらや葉の形、おしべ・めしべはいく
つあるのか。花の性質を克明に分析してい
く。素人とプロの違いはそういうものではな
いかと思います。
　物事には姿というものがあります。姿を英
語でフォームですが、これを訳すと「形式」
と出てきます。日本には「姿、形」という言
葉がありますが、姿と形は違うものであって、
姿というのは日本人にしか分からない感覚だ
と思います。日本人は姿というものにことの
本質を求めていきます。ロータリーも職業奉
仕を通じて、ロータリーの形ではなく姿とい
うものを、僕も含めて皆さんももう１回考え
ていけば、ロータリーは素晴らしいものだと

いうことが見えてくるのではないかと思いま
した。
　繰り返しになりますが、僕は姿と形は絶対
に違うものだと思っていますので、ロータリ
ーをプロの目だけで見て語っていくよりも、
どういう姿であればいいのかという本質的な
ものを勉強していけたら、ロータリーも例会
も非常に有意義なものになってくるのではな
いかと、柄にもなく考えた先週でした。
◇来訪ロータリアン
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
◇親睦委員会より
　本日酔鯨亭にて、18時半から東酔会を開催
します。出席予定者は参加をお願いします。
また急遽参加できる方は、ご連絡ください。
◇幹　事　報　告
・本日例会終了後、クラブ協議会を、その後、

臨時理事会を行います。
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９月19日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
10月３日㈬　定例理事会
10月８日㈪　創立50周年記念夜間例会
　　　　　　　　　（ザ クラウンパレス）
10月９日㈫　高知東ＲＣ創立記念日
10月10日㈬　振替のため休会
10月17日㈬　ロータリー休日
10月24日㈬　役員会
10月27日㈯・28日㈰　地区大会
　　　　　　　（新居浜市民文化センター）
11月７日㈬　定例理事会
11月28日㈬　第４回クラブ協議会
　　　　　　役員会

■例会変更のお知らせ
高知西ＲＣ　　９月28日㈮　創立記念夜間例会
香長ＲＣ　　　10月２日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　10月４日㈭　月見例会
高知ＲＣ　　　10月９日㈫　夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　10月９日㈫　定款第８条第１節により休会
香長ＲＣ　　　10月９日㈫　10月8日高知東RC周年記念行事へ振替
高知中央ＲＣ　10月11日㈭　定款第８条第１節により休会
高知北ＲＣ　　10月15日㈪　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　10月25日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　10月26日㈮　地区大会に振替
高知北ＲＣ　　10月29日㈪　地区大会に振替
高知ＲＣ　　　10月30日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　10月30日㈫　地区大会に振替

　６月に入会しました第一生命の岡本です。
よろしくお願いします。
　私の家族は、妻と子ども２人、26歳（社会
人）と16歳（高校２年）です。出身は関西、
自宅は大阪。単身赴任は、現在11年半です。
自宅はローンだけを払って、私は一度も住ん
だことがありません。昭和61年、第一生命に
入社して以来、高知支社が14場所目です。居
住地としては、生まれてから数えると20場所
目。支社の成績がダウンすると、支社長の職
を外されかねませんので、この１年半ぐらい
は気を抜かず業務を遂行しています。
　私は昭和38年12月２日生まれ、54歳。妹が
１人。小学校４年生までは神戸市内にいて、
川でカメを取ったり、神戸の街中には防空壕
が何個が残っていて、その中で遊んだりして
いました。
　両親が家を買って、小野市に転居しました。
小学校５年の５月の連休でした。小野市は、
山の中の人口３万人の町。ソロバンの産地で
全国のシェアの７割ぐらいを占めていまし
た。小野中学校、小野高校に通いました。長
距離が早かったので、中学校ではサッカー部
でしたが、冬場は陸上部に駆り出されていま
した。高校は、陸上部に入り1,500ｍ障害や
5,000ｍを走っていました。
　子ども心に、うちは余りお金がなさそうだ
と感じていましたので、高校を卒業後は学費
の安い岡山大学へ。大学では寮に入りまし
た。上下関係があり、１年生は先輩に絶対服
従、逆らうことはできません。真夜中に酒を
買いにいかされたり、麻雀のメンバーに入れ
られたり、部屋にはカギもなく、プライバ
シーは全く守られていません。校内に寮があ
りましたので、パジャマのまま授業を受けた
同期もいます。ある夏場の明け方、先輩が
酔っ払って１年生の断髪式と称して、髪をパ

サッと切られた経験があります。私は空手部
でしたので、丸刈りだろうが何であろうが気
になりませんでした。
　放浪癖があったのか、大学２年のとき、ア
ルバイト代を全部つぎ込んで４人で40日間ぐ
らい、メキシコ、グァテマラ、ホンジュラ
ス、ベリースからメキシコに帰るという旅を
しました。ホンジュラスから国境を越える
際、内戦が起こっていて銃を向けられたとき
は、生きた心地がしませんでした。３年の夏
はニュージーランドに30日ぐらい行ってまし
た。メキシコもニュージーランドも、往復切
符だけを買って、あとは現地で宿を取ってと
いった旅でした。寮生活、部活、一人旅
等々、学生時代はメンタル面で鍛えられたか
なと思っています。
　第一生命に入った最初は池袋営業部で新規
契約の事務処理。次が大阪南支社でイベント
やその他諸々の雑用担当。ここで２ヵ月間、
保険の飛び込みの研修をしました。３場所目
は銀座本社。人事権が全部集まっていました
ので、クリスマスイブになると500人ぐらい
を壁に並べて異動を組んだり、私の会社人生
で一番格好いい職場だったかなと思います。
次が岩手の盛岡支社、神戸支社の港南第二支
部のときは、阪神大震災直後で戦争の跡みた
いなところでスタートして３年間。大阪北の
三田、次の広島で管理職を２年、吉祥寺で副
支社長、松本の後、監査部で２年、この４月
から支社長となっています。
　最近の少し自慢できる事としては、高校２
年から登校拒否だった甥っ子を改善させまし
た。父親も先生も諦めていたのですが、うち
に呼んで、その子の話を聞いて説得して帰し
ました。それでも行かないということで、後
は脅しと褒めるを繰り返して、その後はほと
んど休むことなく学校に行ってるようです。
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甥っ子には龍馬マラソンに出ろと勧めていて、
何とか完走してくれたらと思っています。

　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。

子どもたちに同じことをさせないように、こ
れから自分の脱捨離を始めようと決心しまし
た。まずは、本音で長年綴ってきた１年、３
年、10年日誌を処分しなきゃ！です。
 ● 永野健生　妻の誕生祝いありがとうござい
ます。誕生日忘れるところでした。感謝です。
 ● 松野宏司　情報集会欠席のお詫び。
 ● 鬼頭愼一　欠席続きで申しわけありません。
 ● 竹村克彦　名札持ち帰りました。
 ● ９月13日情報集会一同　９月13日の情報集
会の二次会での残りです。少しですが、ニコ
ニコへ。　　
 ● 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　５件

「私の履歴書」

◇会員スピーチ 岡本　祐史 会員

高知東ＲＣ　東酔会
2018年９月19日㈬　於：酔鯨亭



◇出席率報告

 ● 寺尾正生　ロータリーのあるべき形より、
ロータリーのあるべき姿を感じていきたいと
思います。
 ● 松本隆之　幹事は、例会１時間前に待機し
ているようにと先輩から教えを受けていたの
に、全く守れていなくて申しわけありません。
 ● 前川美智子　マエカワの両親の遺品整理が
全て完了しました。見て、読んで、片付ける
にはかなりの月日がかかりました。残された
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　　　会員スピーチ
　　　 「ハンガリー・ルーマニアの旅」

関　　淑公 会員

次週　10月３日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　高知東ＲＣ50周年記念事業実行委員会
　　　　　　　　全　体　会　議

第2393回　例会報告／平成30年９月19日　天候　曇

◇ロータリーソング
  「我らの生業」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんにちは。
先週、情報集会が４回に
わたって行われました。
テーマは「職業奉仕につ
いて考えよう」でした。
私は２回参加させていた

だきましたが、個人的に職業奉仕について感
じたことは、職業に対する倫理観として、道
徳観というものに全員の意見が集約されて
いったような気がします。職業ですのでプロ
意識があると思いますが、プロとアマの違い
は、例えば花を見て、素人の僕は美しい、可
愛いと感じます。プロは、花弁は何枚ある
か、花びらや葉の形、おしべ・めしべはいく
つあるのか。花の性質を克明に分析してい
く。素人とプロの違いはそういうものではな
いかと思います。
　物事には姿というものがあります。姿を英
語でフォームですが、これを訳すと「形式」
と出てきます。日本には「姿、形」という言
葉がありますが、姿と形は違うものであって、
姿というのは日本人にしか分からない感覚だ
と思います。日本人は姿というものにことの
本質を求めていきます。ロータリーも職業奉
仕を通じて、ロータリーの形ではなく姿とい
うものを、僕も含めて皆さんももう１回考え
ていけば、ロータリーは素晴らしいものだと

いうことが見えてくるのではないかと思いま
した。
　繰り返しになりますが、僕は姿と形は絶対
に違うものだと思っていますので、ロータリ
ーをプロの目だけで見て語っていくよりも、
どういう姿であればいいのかという本質的な
ものを勉強していけたら、ロータリーも例会
も非常に有意義なものになってくるのではな
いかと、柄にもなく考えた先週でした。
◇来訪ロータリアン
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
◇親睦委員会より
　本日酔鯨亭にて、18時半から東酔会を開催
します。出席予定者は参加をお願いします。
また急遽参加できる方は、ご連絡ください。
◇幹　事　報　告
・本日例会終了後、クラブ協議会を、その後、

臨時理事会を行います。
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10月９日㈫　高知東ＲＣ創立記念日
10月10日㈬　振替のため休会
10月17日㈬　ロータリー休日
10月24日㈬　役員会
10月27日㈯・28日㈰　地区大会
　　　　　　　（新居浜市民文化センター）
11月７日㈬　定例理事会
11月28日㈬　第４回クラブ協議会
　　　　　　役員会

■例会変更のお知らせ
高知西ＲＣ　　９月28日㈮　創立記念夜間例会
香長ＲＣ　　　10月２日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　10月４日㈭　月見例会
高知ＲＣ　　　10月９日㈫　夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　10月９日㈫　定款第８条第１節により休会
香長ＲＣ　　　10月９日㈫　10月8日高知東RC周年記念行事へ振替
高知中央ＲＣ　10月11日㈭　定款第８条第１節により休会
高知北ＲＣ　　10月15日㈪　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　10月25日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　10月26日㈮　地区大会に振替
高知北ＲＣ　　10月29日㈪　地区大会に振替
高知ＲＣ　　　10月30日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　10月30日㈫　地区大会に振替

　６月に入会しました第一生命の岡本です。
よろしくお願いします。
　私の家族は、妻と子ども２人、26歳（社会
人）と16歳（高校２年）です。出身は関西、
自宅は大阪。単身赴任は、現在11年半です。
自宅はローンだけを払って、私は一度も住ん
だことがありません。昭和61年、第一生命に
入社して以来、高知支社が14場所目です。居
住地としては、生まれてから数えると20場所
目。支社の成績がダウンすると、支社長の職
を外されかねませんので、この１年半ぐらい
は気を抜かず業務を遂行しています。
　私は昭和38年12月２日生まれ、54歳。妹が
１人。小学校４年生までは神戸市内にいて、
川でカメを取ったり、神戸の街中には防空壕
が何個が残っていて、その中で遊んだりして
いました。
　両親が家を買って、小野市に転居しました。
小学校５年の５月の連休でした。小野市は、
山の中の人口３万人の町。ソロバンの産地で
全国のシェアの７割ぐらいを占めていまし
た。小野中学校、小野高校に通いました。長
距離が早かったので、中学校ではサッカー部
でしたが、冬場は陸上部に駆り出されていま
した。高校は、陸上部に入り1,500ｍ障害や
5,000ｍを走っていました。
　子ども心に、うちは余りお金がなさそうだ
と感じていましたので、高校を卒業後は学費
の安い岡山大学へ。大学では寮に入りまし
た。上下関係があり、１年生は先輩に絶対服
従、逆らうことはできません。真夜中に酒を
買いにいかされたり、麻雀のメンバーに入れ
られたり、部屋にはカギもなく、プライバ
シーは全く守られていません。校内に寮があ
りましたので、パジャマのまま授業を受けた
同期もいます。ある夏場の明け方、先輩が
酔っ払って１年生の断髪式と称して、髪をパ

サッと切られた経験があります。私は空手部
でしたので、丸刈りだろうが何であろうが気
になりませんでした。
　放浪癖があったのか、大学２年のとき、ア
ルバイト代を全部つぎ込んで４人で40日間ぐ
らい、メキシコ、グァテマラ、ホンジュラ
ス、ベリースからメキシコに帰るという旅を
しました。ホンジュラスから国境を越える
際、内戦が起こっていて銃を向けられたとき
は、生きた心地がしませんでした。３年の夏
はニュージーランドに30日ぐらい行ってまし
た。メキシコもニュージーランドも、往復切
符だけを買って、あとは現地で宿を取ってと
いった旅でした。寮生活、部活、一人旅
等々、学生時代はメンタル面で鍛えられたか
なと思っています。
　第一生命に入った最初は池袋営業部で新規
契約の事務処理。次が大阪南支社でイベント
やその他諸々の雑用担当。ここで２ヵ月間、
保険の飛び込みの研修をしました。３場所目
は銀座本社。人事権が全部集まっていました
ので、クリスマスイブになると500人ぐらい
を壁に並べて異動を組んだり、私の会社人生
で一番格好いい職場だったかなと思います。
次が岩手の盛岡支社、神戸支社の港南第二支
部のときは、阪神大震災直後で戦争の跡みた
いなところでスタートして３年間。大阪北の
三田、次の広島で管理職を２年、吉祥寺で副
支社長、松本の後、監査部で２年、この４月
から支社長となっています。
　最近の少し自慢できる事としては、高校２
年から登校拒否だった甥っ子を改善させまし
た。父親も先生も諦めていたのですが、うち
に呼んで、その子の話を聞いて説得して帰し
ました。それでも行かないということで、後
は脅しと褒めるを繰り返して、その後はほと
んど休むことなく学校に行ってるようです。
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甥っ子には龍馬マラソンに出ろと勧めていて、
何とか完走してくれたらと思っています。

　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。

子どもたちに同じことをさせないように、こ
れから自分の脱捨離を始めようと決心しまし
た。まずは、本音で長年綴ってきた１年、３
年、10年日誌を処分しなきゃ！です。
 ● 永野健生　妻の誕生祝いありがとうござい
ます。誕生日忘れるところでした。感謝です。
 ● 松野宏司　情報集会欠席のお詫び。
 ● 鬼頭愼一　欠席続きで申しわけありません。
 ● 竹村克彦　名札持ち帰りました。
 ● ９月13日情報集会一同　９月13日の情報集
会の二次会での残りです。少しですが、ニコ
ニコへ。　　
 ● 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　５件

「私の履歴書」

◇会員スピーチ 岡本　祐史 会員
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