
◇出席率報告

 ● 寺尾正生　創立50周年記念行事の成功のお
礼と家内誕生日のお礼を併せまして。　　
 ● 松本隆之　武吉さん、卓話ありがとうござ
いました。これからもよろしくお願いいたし
ます。溝渕さんのご冥福をお祈りする次第で
す。
 ● 松﨑郷輔　出席免除届けは提出してありま
したが、今まで例会会場のホームクラブ出欠
表に出欠を記入したことがありませんでした。
西山さんに倣い、今後はしっかりと記入する
ようにします。
 ● 寺村　勉　先日の50周年、皆さまのお力添
えで無事終わることができました。心からお
礼申し上げます。ありがとうございました。
まだ12月22日の記念事業、50周年誌発刊と続
きます。これからもどうぞよろしくお願いし
ます。
 ● 早瀬源慶　130年振りにお寺の山門が改築さ
れ、完成いたしました。総桧造りで以前の建
物より立派です。一度ご覧ください。11月１
日、落慶供養です。
 ● 猿田隆夫　医療関係者の美術展がすぐ近く
の、このホテルと同じ並びの高新画廊で開催
されています。今日が最終日で、午後４時ま
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本日　10月31日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「学生生活」

米山奨学生 オユン スプドエルデネ さん

次週　11月７日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「軽減税率について」

高知税務署 法人課税第一部門 統括国税調査官 井上　順次 氏

第2396回　例会報告／平成30年10月24日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「それでこそロータリー」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんにちは。
皆さんにもお知らせが届
いていると思いますが、
悲しい出来事です。チャ
ーターメンバーであられ
た溝渕会員が21日、お亡

くなりになりました。溝渕会員を偲んで黙祷
を捧げたいと思います。
（黙祷）
　先日は50周年の記念講演、記念式典、祝賀
会が無事終了しました。他クラブの会員の方
にも、式典、祝賀会とも素晴らしいおもてな
しだったと言っていただきました。これもひ
とえに、会員全員の協力のお陰だと思います。
　これから、55周年、60周年と迎えるにあた
り、いろんな形での記念の仕方があると思い
ますが、今後どういう形の記念行事がいいの
か、時間をかけて全員で議論をしていけばい
いと思います。
　私事ですが、船縁に置いてあった携帯電話
が桂浜の沖に沈んでしまい、溝渕さんの訃報
の連絡が取れず、松本幹事からお叱りを受け
ました。ご迷惑をおかけしました。それから
１日半、携帯電話なしに過ごして、いかに携
帯電話依存症になっていたかが分かりました。
　「天下に利器多くして、民ますます昏し」
これは皆さんもご存知の老子の言葉です。

つまり、決まり事が多くなるほど国民は暮ら
しにくくなる。天下に便利なものができれば
できるほど、民は昏くなる。そして、「天下
に伎巧多くして、奇物滋々彰わる」利器とい
うのは、多分、携帯電話やパソコンのことで、
奇物というのは原爆や水爆のことではないか
と思います。最後に、天下に法律というもの
ができればできるほど、犯罪が増えていくと
言っています。
　決まり事をして、いろんな制約や重箱の隅
をつつくような教育、そういうものが蔓延し
てくると気持ちも荒んできます。ロータリー
においても、僕は勉強不足で偉そうなことは
言えませんが、国際ロータリーがどうの、日
本のロータリーの偉い方が決めたなど、次か
ら次へ決め事が増えてくると、本来のロータ
リーの精神は何らかの形で変化をしていくの
ではないか。良い方向に行けばいいのですが、
少し違った方向に行ってしまうという危惧も
あるような気がします。
　やはり初心に帰って、シンプルに奉仕の心、
親睦をもとに、東ＲＣの運営も細かい規則を
作らず、言わず、聞かず、和気藹々と奉仕が
できる活動を、これからやっていければ素晴
らしいのではないかと、携帯電話が海に沈ん
だことで、考えたことでした。
◇別役修平会員挨拶
　別役修平、ただ今帰ってまいりました。最
初は１週間ぐらいの軽い気持ちでしたが、結
局、胃を３分の２ほど取らないといけない。
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10月24日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
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
12月５日㈬　五大奉仕中間発表・年次総会
　　　　　　定例理事会
12月19日㈬　忘年夜間例会（ラ・ヴィータ）
　　　　　　役員会
12月26日㈬　ロータリー休日

■例会変更のお知らせ
高知南ＲＣ　　11月８日㈭　11月３日㈯周年式典に振替
高知西ＲＣ　　11月９日㈮　４ＲＣ合同夜間例会に振替
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　11月13日㈫　４ＲＣ合同夜間例会に振替
高知北ＲＣ　　11月19日㈪　定款第８条第１節により休会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　11月20日㈫　定款第８条第１節により休会
高知中央ＲＣ　11月22日㈭　定款第８条第１節により休会
高知南ＲＣ　　11月22日㈭　ロータリー休日

さらに大腸にもがんがあるということで、11
時間ぐらいかけて腹腔鏡の手術をしました。
手術は無事に終わったのですが、今度は胃か
ら十二指腸に下りていくところがうまくつな
がっていなくて、食べ物が下におりないとい
うことで、退院した後、もう1回入院して、
バイパス手術をしました。トータル72日間、
入院しました。
　ロータリーは６月６日の出席以降、休んで
いました。今後ともよろしくお願いいたしま
す。
◇地区大会について
　10月27日、新居浜で地区大会が開催されま
す。たくさんのご参加、ありがとうございま
す。バスは、西ＲＣの大型バスに、一緒に乗
せていただくことになりました。９時50分に
県民文化ホール前に集合、11時にお昼ご飯を
用意しています。

◇米山記念奨学会より
　西森やよい会員
　（第１回米山功労者）

◇幹　事　報　告
・溝渕会員ご逝去に伴い、本日18時より心月

記においてお通夜、明日12時半より告別式
が行われます。

・11月３日㈯、南ＲＣ60周年記念行事が行わ
れます。22名が参加します。

・親睦委員会の委員長、副委員長の転勤に伴
い、委員長に島村会員、副委員長に鬼田会
員が就任いたします。

・50周年記念事業のパンフレットの受け取り
をお願いします。

・元会員の増田さんより、50周年記念式典に
出席できなかったため、メッセージが届い
ています。

・50周年会場にクラブ計画書を忘れた方は、
幹事が預かっていますのでご連絡ください。
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でです。ご興味のある方は足をお運びいただ
ければ幸いです。沖パスト会長の奥さまも多
数出展されています。私も初めて風景写真に
挑戦してみました。
 ● 竹村克彦　写真のお礼。
 ● 西森やよい　50周年記念祝賀会写真のお礼。
 ● 西山忠利　入記記念の品、ありがとうござ
いました。
 ● 福岡満喜子　水曜会の皆さんと市役所仮庁
舎の花壇の植え替えと贈呈式に出席してきま
した。前川さん、お花の準備ありがとうござ
いました。松野さん、写真ありがとうござい
ました。
 ● 髙橋卓弥　50周年お疲れ様でした！今後に
向けてイイ経験をさせていただきました。松
野さん、写真ありがとうございます。
 ● 八田聡子　創立50周年記念式典の司会はカ
ミカミで申しわけありませんでした。何分、
素人なもので、出来の悪さはご容赦ください。
この度は、いい経験をさせていただきありが
とうございました。
 ● 別役修平　家庭記念日ありがとうございま
す。３回の手術、延べ72日の入院を経て、不
肖別役修平戻ってまいりました。早く体力を
つけ、ゴルフができるようがんばります。
 ● 関　淑公　昭和40年10月23日結婚。53年目
を迎えます。
 ● 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　３件

　私は、昭和48年６月に高知市で生まれまし
た。兄２人がいますが、７歳も離れています
し、私だけ女の子ですので、ほぼ一人っ子の
ような感じで可愛がってもらったと思います。
　現在は株式会社アリス・アドの代表を務め、
ドコモショップの運営をしています。
　共働き家庭でしたので、生後２ヵ月ぐらい
から、託児所、保育園、幼稚園と預けられて、
いわゆる鍵っ子として育ちました。幼稚園が
終わるとさっさと一人で家に帰って、友達と
遊んでいるといった子どもでした。年長さん
のときには、友達を連れて補助輪つきの自転
車で、横内の家から桟橋の祖母の家まで行っ
たりと、怖い物知らずで、自分は何でも出来

るんだと思い込んでいました。
　小学校２年ごろからどんどん身長が伸びて、
小学校５年で163センチになっていました。
身長が高いことで男の子にからかわれて、よ
くけんかをしていました。５年のとき、親の
転勤で１年ほど松山に転校しました。松山で
は、体育の授業で一輪車に乗ったり、休み時
間にはポンジュースが出てきたり、何よりも
校庭に土俵があったことに驚きました。学年
別の相撲大会では、背の高い私は順調に勝ち
進み、決勝でも勝ってしまいました。嬉しい
反面、恥ずかしさが優って、以来、余り目立
つことはやめようと思ってしまいました。見
た感じはほとんど引率の先生のような子が、

学校指定の黄色い帽子を被って、遠足の写真
に写っています。
　高知市に戻り旭中学、西高校と進みました。
中学から高校へ進学のとき、母と話し合いま
した。私は友達もたくさんいるし、可愛い制
服が着たいので南高校へ行きたいと言ったの
ですが、母には「とにかく一度、西高校へ行
って、駄目なら１学期で転校させてあげるし、
10万円もあげる」と言われ、西高校に行きま
した。１学期が終わり、母に「転校させて欲
しい」というと、「そんな制度はないし、転
校なんてできない」と言われました。騙され
たことにショックを受けた私は、しばらくは
母と口をきかなくなりました。ちなみに、10
万円もまだもらっていません。とは言え、西
高校では友人もでき楽しく過ごしました。
　高校卒業後は就職を希望していましたが、
急遽学園短大に行くことになりました。短大
時代は余り学業に熱心とは言えず、日々楽し
むことに一生懸命で、アルバイトをしてその
お金で遊ぶという、人生の中で一番遊んだ時
期ではないかと思います。
　短大を卒業した年に母親となり、子育てに
追われる日々となりました。自分が母となり、
苦労する上で初めて親への感謝の気持ちが湧
いてきて、「親になったら分かる」というの
は本当だなと思いました。さほど裕福ではな
かったのに、大学まで行かせてもらったり、
大事に育てた娘に口をきいてもらえなくて辛
かっただろうし、そういうもの全てを呑み込
んで育ててくれた母に、すごく感謝をしてい
ます。今は、私が息子に「親になったら分か
るわえ」と繰り返しています。
　1995年、息子がまもなく１歳を迎えるころ、
突然母が「自宅を改装して携帯電話屋さんを
始めるから手伝って」と言い出しました。母
への感謝に目覚めたころですので、当然断わ
れるわけもなく、翌週から研修に行きました。
当時は、携帯電話が普及する少し前で、覚え
ることも、サービス自体も少なかったのです
が、やはり大変でした。今考えると、働いた
こともない娘に、新しい事業を任せた母もす
ごいなと思います。
　仕事はとても面白くて、真面目に働きまし
た。社員も増えて、2011年、代表取締役に就
任。今は窓口業務から離れていますが、変化

の早い中、一生懸命頑張っているスタッフや
お客様に感謝しながら、毎日を過ごしていま
す。
　実際、代表になると自分が思っていたより
ストレスが多く、その発散方法として兄から
磯釣りに誘われました。最初は竿やタモの柄
を折るし、そんなこんなで始めた釣りですが、
磯に上がると気持ちがいいので、魚が釣れな
くても平気です。もともとの負けず嫌いと生
真面目さで、磯に上がった６、７時間ぐらい、
ずーっと釣っています。
　ゴルフも好きです。釣りとゴルフが趣味だ
というとおじさんみたいだと言われますが、
むしろいろいろな方と共通の話題があり、お
誘いいただくことも増えたので嬉しく思って
います。また、この年代で兄妹で一緒のこと
ができるのもいいなと思います。
　現在、24歳になった息子は県外に出ていま
すので、私はネコとイヌとの共同生活です。
今回、この発表のために今までの自分を振り
返って、数々の行いを反省もしました。会社
の代表として責任もあるし、背筋を伸ばして
いかないといけない部分もありますが、これ
からも正直に素直に自分は自分らしく、そし
て、周りへの感謝の気持ちや誠実さを持って
生きていきたいと思っています。
　45歳にして未熟で、まだまだ勉強をしなけ
ればいけない人間です。未だに敷居の高いロ
ータリークラブですが、これからも一生懸命
頑張っていきたいと思いますので、皆さん、
よろしくお願いいたします。

「私の履歴書」

◇会員スピーチ 武吉　佳月 会員

水曜会 花の贈呈式
2018年10月24日㈬　於：市役所仮庁舎前
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　決まり事をして、いろんな制約や重箱の隅
をつつくような教育、そういうものが蔓延し
てくると気持ちも荒んできます。ロータリー
においても、僕は勉強不足で偉そうなことは
言えませんが、国際ロータリーがどうの、日
本のロータリーの偉い方が決めたなど、次か
ら次へ決め事が増えてくると、本来のロータ
リーの精神は何らかの形で変化をしていくの
ではないか。良い方向に行けばいいのですが、
少し違った方向に行ってしまうという危惧も
あるような気がします。
　やはり初心に帰って、シンプルに奉仕の心、
親睦をもとに、東ＲＣの運営も細かい規則を
作らず、言わず、聞かず、和気藹々と奉仕が
できる活動を、これからやっていければ素晴
らしいのではないかと、携帯電話が海に沈ん
だことで、考えたことでした。
◇別役修平会員挨拶
　別役修平、ただ今帰ってまいりました。最
初は１週間ぐらいの軽い気持ちでしたが、結
局、胃を３分の２ほど取らないといけない。
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チビニコ 合　計

10月24日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
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
12月５日㈬　五大奉仕中間発表・年次総会
　　　　　　定例理事会
12月19日㈬　忘年夜間例会（ラ・ヴィータ）
　　　　　　役員会
12月26日㈬　ロータリー休日

■例会変更のお知らせ
高知南ＲＣ　　11月８日㈭　11月３日㈯周年式典に振替
高知西ＲＣ　　11月９日㈮　４ＲＣ合同夜間例会に振替
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　11月13日㈫　４ＲＣ合同夜間例会に振替
高知北ＲＣ　　11月19日㈪　定款第８条第１節により休会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　11月20日㈫　定款第８条第１節により休会
高知中央ＲＣ　11月22日㈭　定款第８条第１節により休会
高知南ＲＣ　　11月22日㈭　ロータリー休日

さらに大腸にもがんがあるということで、11
時間ぐらいかけて腹腔鏡の手術をしました。
手術は無事に終わったのですが、今度は胃か
ら十二指腸に下りていくところがうまくつな
がっていなくて、食べ物が下におりないとい
うことで、退院した後、もう1回入院して、
バイパス手術をしました。トータル72日間、
入院しました。
　ロータリーは６月６日の出席以降、休んで
いました。今後ともよろしくお願いいたしま
す。
◇地区大会について
　10月27日、新居浜で地区大会が開催されま
す。たくさんのご参加、ありがとうございま
す。バスは、西ＲＣの大型バスに、一緒に乗
せていただくことになりました。９時50分に
県民文化ホール前に集合、11時にお昼ご飯を
用意しています。

◇米山記念奨学会より
　西森やよい会員
　（第１回米山功労者）

◇幹　事　報　告
・溝渕会員ご逝去に伴い、本日18時より心月

記においてお通夜、明日12時半より告別式
が行われます。

・11月３日㈯、南ＲＣ60周年記念行事が行わ
れます。22名が参加します。

・親睦委員会の委員長、副委員長の転勤に伴
い、委員長に島村会員、副委員長に鬼田会
員が就任いたします。

・50周年記念事業のパンフレットの受け取り
をお願いします。

・元会員の増田さんより、50周年記念式典に
出席できなかったため、メッセージが届い
ています。

・50周年会場にクラブ計画書を忘れた方は、
幹事が預かっていますのでご連絡ください。
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でです。ご興味のある方は足をお運びいただ
ければ幸いです。沖パスト会長の奥さまも多
数出展されています。私も初めて風景写真に
挑戦してみました。
 ● 竹村克彦　写真のお礼。
 ● 西森やよい　50周年記念祝賀会写真のお礼。
 ● 西山忠利　入記記念の品、ありがとうござ
いました。
 ● 福岡満喜子　水曜会の皆さんと市役所仮庁
舎の花壇の植え替えと贈呈式に出席してきま
した。前川さん、お花の準備ありがとうござ
いました。松野さん、写真ありがとうござい
ました。
 ● 髙橋卓弥　50周年お疲れ様でした！今後に
向けてイイ経験をさせていただきました。松
野さん、写真ありがとうございます。
 ● 八田聡子　創立50周年記念式典の司会はカ
ミカミで申しわけありませんでした。何分、
素人なもので、出来の悪さはご容赦ください。
この度は、いい経験をさせていただきありが
とうございました。
 ● 別役修平　家庭記念日ありがとうございま
す。３回の手術、延べ72日の入院を経て、不
肖別役修平戻ってまいりました。早く体力を
つけ、ゴルフができるようがんばります。
 ● 関　淑公　昭和40年10月23日結婚。53年目
を迎えます。
 ● 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　３件

　私は、昭和48年６月に高知市で生まれまし
た。兄２人がいますが、７歳も離れています
し、私だけ女の子ですので、ほぼ一人っ子の
ような感じで可愛がってもらったと思います。
　現在は株式会社アリス・アドの代表を務め、
ドコモショップの運営をしています。
　共働き家庭でしたので、生後２ヵ月ぐらい
から、託児所、保育園、幼稚園と預けられて、
いわゆる鍵っ子として育ちました。幼稚園が
終わるとさっさと一人で家に帰って、友達と
遊んでいるといった子どもでした。年長さん
のときには、友達を連れて補助輪つきの自転
車で、横内の家から桟橋の祖母の家まで行っ
たりと、怖い物知らずで、自分は何でも出来

るんだと思い込んでいました。
　小学校２年ごろからどんどん身長が伸びて、
小学校５年で163センチになっていました。
身長が高いことで男の子にからかわれて、よ
くけんかをしていました。５年のとき、親の
転勤で１年ほど松山に転校しました。松山で
は、体育の授業で一輪車に乗ったり、休み時
間にはポンジュースが出てきたり、何よりも
校庭に土俵があったことに驚きました。学年
別の相撲大会では、背の高い私は順調に勝ち
進み、決勝でも勝ってしまいました。嬉しい
反面、恥ずかしさが優って、以来、余り目立
つことはやめようと思ってしまいました。見
た感じはほとんど引率の先生のような子が、

学校指定の黄色い帽子を被って、遠足の写真
に写っています。
　高知市に戻り旭中学、西高校と進みました。
中学から高校へ進学のとき、母と話し合いま
した。私は友達もたくさんいるし、可愛い制
服が着たいので南高校へ行きたいと言ったの
ですが、母には「とにかく一度、西高校へ行
って、駄目なら１学期で転校させてあげるし、
10万円もあげる」と言われ、西高校に行きま
した。１学期が終わり、母に「転校させて欲
しい」というと、「そんな制度はないし、転
校なんてできない」と言われました。騙され
たことにショックを受けた私は、しばらくは
母と口をきかなくなりました。ちなみに、10
万円もまだもらっていません。とは言え、西
高校では友人もでき楽しく過ごしました。
　高校卒業後は就職を希望していましたが、
急遽学園短大に行くことになりました。短大
時代は余り学業に熱心とは言えず、日々楽し
むことに一生懸命で、アルバイトをしてその
お金で遊ぶという、人生の中で一番遊んだ時
期ではないかと思います。
　短大を卒業した年に母親となり、子育てに
追われる日々となりました。自分が母となり、
苦労する上で初めて親への感謝の気持ちが湧
いてきて、「親になったら分かる」というの
は本当だなと思いました。さほど裕福ではな
かったのに、大学まで行かせてもらったり、
大事に育てた娘に口をきいてもらえなくて辛
かっただろうし、そういうもの全てを呑み込
んで育ててくれた母に、すごく感謝をしてい
ます。今は、私が息子に「親になったら分か
るわえ」と繰り返しています。
　1995年、息子がまもなく１歳を迎えるころ、
突然母が「自宅を改装して携帯電話屋さんを
始めるから手伝って」と言い出しました。母
への感謝に目覚めたころですので、当然断わ
れるわけもなく、翌週から研修に行きました。
当時は、携帯電話が普及する少し前で、覚え
ることも、サービス自体も少なかったのです
が、やはり大変でした。今考えると、働いた
こともない娘に、新しい事業を任せた母もす
ごいなと思います。
　仕事はとても面白くて、真面目に働きまし
た。社員も増えて、2011年、代表取締役に就
任。今は窓口業務から離れていますが、変化

の早い中、一生懸命頑張っているスタッフや
お客様に感謝しながら、毎日を過ごしていま
す。
　実際、代表になると自分が思っていたより
ストレスが多く、その発散方法として兄から
磯釣りに誘われました。最初は竿やタモの柄
を折るし、そんなこんなで始めた釣りですが、
磯に上がると気持ちがいいので、魚が釣れな
くても平気です。もともとの負けず嫌いと生
真面目さで、磯に上がった６、７時間ぐらい、
ずーっと釣っています。
　ゴルフも好きです。釣りとゴルフが趣味だ
というとおじさんみたいだと言われますが、
むしろいろいろな方と共通の話題があり、お
誘いいただくことも増えたので嬉しく思って
います。また、この年代で兄妹で一緒のこと
ができるのもいいなと思います。
　現在、24歳になった息子は県外に出ていま
すので、私はネコとイヌとの共同生活です。
今回、この発表のために今までの自分を振り
返って、数々の行いを反省もしました。会社
の代表として責任もあるし、背筋を伸ばして
いかないといけない部分もありますが、これ
からも正直に素直に自分は自分らしく、そし
て、周りへの感謝の気持ちや誠実さを持って
生きていきたいと思っています。
　45歳にして未熟で、まだまだ勉強をしなけ
ればいけない人間です。未だに敷居の高いロ
ータリークラブですが、これからも一生懸命
頑張っていきたいと思いますので、皆さん、
よろしくお願いいたします。

「私の履歴書」

◇会員スピーチ 武吉　佳月 会員

水曜会 花の贈呈式
2018年10月24日㈬　於：市役所仮庁舎前



◇出席率報告

 ● 寺尾正生　創立50周年記念行事の成功のお
礼と家内誕生日のお礼を併せまして。　　
 ● 松本隆之　武吉さん、卓話ありがとうござ
いました。これからもよろしくお願いいたし
ます。溝渕さんのご冥福をお祈りする次第で
す。
 ● 松﨑郷輔　出席免除届けは提出してありま
したが、今まで例会会場のホームクラブ出欠
表に出欠を記入したことがありませんでした。
西山さんに倣い、今後はしっかりと記入する
ようにします。
 ● 寺村　勉　先日の50周年、皆さまのお力添
えで無事終わることができました。心からお
礼申し上げます。ありがとうございました。
まだ12月22日の記念事業、50周年誌発刊と続
きます。これからもどうぞよろしくお願いし
ます。
 ● 早瀬源慶　130年振りにお寺の山門が改築さ
れ、完成いたしました。総桧造りで以前の建
物より立派です。一度ご覧ください。11月１
日、落慶供養です。
 ● 猿田隆夫　医療関係者の美術展がすぐ近く
の、このホテルと同じ並びの高新画廊で開催
されています。今日が最終日で、午後４時ま

高知東ロータリークラブ週報
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本日　10月31日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「学生生活」

米山奨学生 オユン スプドエルデネ さん

次週　11月７日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「軽減税率について」

高知税務署 法人課税第一部門 統括国税調査官 井上　順次 氏

第2396回　例会報告／平成30年10月24日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「それでこそロータリー」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんにちは。
皆さんにもお知らせが届
いていると思いますが、
悲しい出来事です。チャ
ーターメンバーであられ
た溝渕会員が21日、お亡

くなりになりました。溝渕会員を偲んで黙祷
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（黙祷）
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　「天下に利器多くして、民ますます昏し」
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しにくくなる。天下に便利なものができれば
できるほど、民は昏くなる。そして、「天下
に伎巧多くして、奇物滋々彰わる」利器とい
うのは、多分、携帯電話やパソコンのことで、
奇物というのは原爆や水爆のことではないか
と思います。最後に、天下に法律というもの
ができればできるほど、犯罪が増えていくと
言っています。
　決まり事をして、いろんな制約や重箱の隅
をつつくような教育、そういうものが蔓延し
てくると気持ちも荒んできます。ロータリー
においても、僕は勉強不足で偉そうなことは
言えませんが、国際ロータリーがどうの、日
本のロータリーの偉い方が決めたなど、次か
ら次へ決め事が増えてくると、本来のロータ
リーの精神は何らかの形で変化をしていくの
ではないか。良い方向に行けばいいのですが、
少し違った方向に行ってしまうという危惧も
あるような気がします。
　やはり初心に帰って、シンプルに奉仕の心、
親睦をもとに、東ＲＣの運営も細かい規則を
作らず、言わず、聞かず、和気藹々と奉仕が
できる活動を、これからやっていければ素晴
らしいのではないかと、携帯電話が海に沈ん
だことで、考えたことでした。
◇別役修平会員挨拶
　別役修平、ただ今帰ってまいりました。最
初は１週間ぐらいの軽い気持ちでしたが、結
局、胃を３分の２ほど取らないといけない。
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手術は無事に終わったのですが、今度は胃か
ら十二指腸に下りていくところがうまくつな
がっていなくて、食べ物が下におりないとい
うことで、退院した後、もう1回入院して、
バイパス手術をしました。トータル72日間、
入院しました。
　ロータリーは６月６日の出席以降、休んで
いました。今後ともよろしくお願いいたしま
す。
◇地区大会について
　10月27日、新居浜で地区大会が開催されま
す。たくさんのご参加、ありがとうございま
す。バスは、西ＲＣの大型バスに、一緒に乗
せていただくことになりました。９時50分に
県民文化ホール前に集合、11時にお昼ご飯を
用意しています。

◇米山記念奨学会より
　西森やよい会員
　（第１回米山功労者）

◇幹　事　報　告
・溝渕会員ご逝去に伴い、本日18時より心月

記においてお通夜、明日12時半より告別式
が行われます。

・11月３日㈯、南ＲＣ60周年記念行事が行わ
れます。22名が参加します。

・親睦委員会の委員長、副委員長の転勤に伴
い、委員長に島村会員、副委員長に鬼田会
員が就任いたします。

・50周年記念事業のパンフレットの受け取り
をお願いします。

・元会員の増田さんより、50周年記念式典に
出席できなかったため、メッセージが届い
ています。

・50周年会場にクラブ計画書を忘れた方は、
幹事が預かっていますのでご連絡ください。
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でです。ご興味のある方は足をお運びいただ
ければ幸いです。沖パスト会長の奥さまも多
数出展されています。私も初めて風景写真に
挑戦してみました。
 ● 竹村克彦　写真のお礼。
 ● 西森やよい　50周年記念祝賀会写真のお礼。
 ● 西山忠利　入記記念の品、ありがとうござ
いました。
 ● 福岡満喜子　水曜会の皆さんと市役所仮庁
舎の花壇の植え替えと贈呈式に出席してきま
した。前川さん、お花の準備ありがとうござ
いました。松野さん、写真ありがとうござい
ました。
 ● 髙橋卓弥　50周年お疲れ様でした！今後に
向けてイイ経験をさせていただきました。松
野さん、写真ありがとうございます。
 ● 八田聡子　創立50周年記念式典の司会はカ
ミカミで申しわけありませんでした。何分、
素人なもので、出来の悪さはご容赦ください。
この度は、いい経験をさせていただきありが
とうございました。
 ● 別役修平　家庭記念日ありがとうございま
す。３回の手術、延べ72日の入院を経て、不
肖別役修平戻ってまいりました。早く体力を
つけ、ゴルフができるようがんばります。
 ● 関　淑公　昭和40年10月23日結婚。53年目
を迎えます。
 ● 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　３件

　私は、昭和48年６月に高知市で生まれまし
た。兄２人がいますが、７歳も離れています
し、私だけ女の子ですので、ほぼ一人っ子の
ような感じで可愛がってもらったと思います。
　現在は株式会社アリス・アドの代表を務め、
ドコモショップの運営をしています。
　共働き家庭でしたので、生後２ヵ月ぐらい
から、託児所、保育園、幼稚園と預けられて、
いわゆる鍵っ子として育ちました。幼稚園が
終わるとさっさと一人で家に帰って、友達と
遊んでいるといった子どもでした。年長さん
のときには、友達を連れて補助輪つきの自転
車で、横内の家から桟橋の祖母の家まで行っ
たりと、怖い物知らずで、自分は何でも出来

るんだと思い込んでいました。
　小学校２年ごろからどんどん身長が伸びて、
小学校５年で163センチになっていました。
身長が高いことで男の子にからかわれて、よ
くけんかをしていました。５年のとき、親の
転勤で１年ほど松山に転校しました。松山で
は、体育の授業で一輪車に乗ったり、休み時
間にはポンジュースが出てきたり、何よりも
校庭に土俵があったことに驚きました。学年
別の相撲大会では、背の高い私は順調に勝ち
進み、決勝でも勝ってしまいました。嬉しい
反面、恥ずかしさが優って、以来、余り目立
つことはやめようと思ってしまいました。見
た感じはほとんど引率の先生のような子が、

学校指定の黄色い帽子を被って、遠足の写真
に写っています。
　高知市に戻り旭中学、西高校と進みました。
中学から高校へ進学のとき、母と話し合いま
した。私は友達もたくさんいるし、可愛い制
服が着たいので南高校へ行きたいと言ったの
ですが、母には「とにかく一度、西高校へ行
って、駄目なら１学期で転校させてあげるし、
10万円もあげる」と言われ、西高校に行きま
した。１学期が終わり、母に「転校させて欲
しい」というと、「そんな制度はないし、転
校なんてできない」と言われました。騙され
たことにショックを受けた私は、しばらくは
母と口をきかなくなりました。ちなみに、10
万円もまだもらっていません。とは言え、西
高校では友人もでき楽しく過ごしました。
　高校卒業後は就職を希望していましたが、
急遽学園短大に行くことになりました。短大
時代は余り学業に熱心とは言えず、日々楽し
むことに一生懸命で、アルバイトをしてその
お金で遊ぶという、人生の中で一番遊んだ時
期ではないかと思います。
　短大を卒業した年に母親となり、子育てに
追われる日々となりました。自分が母となり、
苦労する上で初めて親への感謝の気持ちが湧
いてきて、「親になったら分かる」というの
は本当だなと思いました。さほど裕福ではな
かったのに、大学まで行かせてもらったり、
大事に育てた娘に口をきいてもらえなくて辛
かっただろうし、そういうもの全てを呑み込
んで育ててくれた母に、すごく感謝をしてい
ます。今は、私が息子に「親になったら分か
るわえ」と繰り返しています。
　1995年、息子がまもなく１歳を迎えるころ、
突然母が「自宅を改装して携帯電話屋さんを
始めるから手伝って」と言い出しました。母
への感謝に目覚めたころですので、当然断わ
れるわけもなく、翌週から研修に行きました。
当時は、携帯電話が普及する少し前で、覚え
ることも、サービス自体も少なかったのです
が、やはり大変でした。今考えると、働いた
こともない娘に、新しい事業を任せた母もす
ごいなと思います。
　仕事はとても面白くて、真面目に働きまし
た。社員も増えて、2011年、代表取締役に就
任。今は窓口業務から離れていますが、変化

の早い中、一生懸命頑張っているスタッフや
お客様に感謝しながら、毎日を過ごしていま
す。
　実際、代表になると自分が思っていたより
ストレスが多く、その発散方法として兄から
磯釣りに誘われました。最初は竿やタモの柄
を折るし、そんなこんなで始めた釣りですが、
磯に上がると気持ちがいいので、魚が釣れな
くても平気です。もともとの負けず嫌いと生
真面目さで、磯に上がった６、７時間ぐらい、
ずーっと釣っています。
　ゴルフも好きです。釣りとゴルフが趣味だ
というとおじさんみたいだと言われますが、
むしろいろいろな方と共通の話題があり、お
誘いいただくことも増えたので嬉しく思って
います。また、この年代で兄妹で一緒のこと
ができるのもいいなと思います。
　現在、24歳になった息子は県外に出ていま
すので、私はネコとイヌとの共同生活です。
今回、この発表のために今までの自分を振り
返って、数々の行いを反省もしました。会社
の代表として責任もあるし、背筋を伸ばして
いかないといけない部分もありますが、これ
からも正直に素直に自分は自分らしく、そし
て、周りへの感謝の気持ちや誠実さを持って
生きていきたいと思っています。
　45歳にして未熟で、まだまだ勉強をしなけ
ればいけない人間です。未だに敷居の高いロ
ータリークラブですが、これからも一生懸命
頑張っていきたいと思いますので、皆さん、
よろしくお願いいたします。

「私の履歴書」

◇会員スピーチ 武吉　佳月 会員

水曜会 花の贈呈式
2018年10月24日㈬　於：市役所仮庁舎前



◇出席率報告

 ● 寺尾正生　創立50周年記念行事の成功のお
礼と家内誕生日のお礼を併せまして。　　
 ● 松本隆之　武吉さん、卓話ありがとうござ
いました。これからもよろしくお願いいたし
ます。溝渕さんのご冥福をお祈りする次第で
す。
 ● 松﨑郷輔　出席免除届けは提出してありま
したが、今まで例会会場のホームクラブ出欠
表に出欠を記入したことがありませんでした。
西山さんに倣い、今後はしっかりと記入する
ようにします。
 ● 寺村　勉　先日の50周年、皆さまのお力添
えで無事終わることができました。心からお
礼申し上げます。ありがとうございました。
まだ12月22日の記念事業、50周年誌発刊と続
きます。これからもどうぞよろしくお願いし
ます。
 ● 早瀬源慶　130年振りにお寺の山門が改築さ
れ、完成いたしました。総桧造りで以前の建
物より立派です。一度ご覧ください。11月１
日、落慶供養です。
 ● 猿田隆夫　医療関係者の美術展がすぐ近く
の、このホテルと同じ並びの高新画廊で開催
されています。今日が最終日で、午後４時ま

高知東ロータリークラブ週報
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本日　10月31日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「学生生活」

米山奨学生 オユン スプドエルデネ さん

次週　11月７日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「軽減税率について」

高知税務署 法人課税第一部門 統括国税調査官 井上　順次 氏

第2396回　例会報告／平成30年10月24日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「それでこそロータリー」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんにちは。
皆さんにもお知らせが届
いていると思いますが、
悲しい出来事です。チャ
ーターメンバーであられ
た溝渕会員が21日、お亡

くなりになりました。溝渕会員を偲んで黙祷
を捧げたいと思います。
（黙祷）
　先日は50周年の記念講演、記念式典、祝賀
会が無事終了しました。他クラブの会員の方
にも、式典、祝賀会とも素晴らしいおもてな
しだったと言っていただきました。これもひ
とえに、会員全員の協力のお陰だと思います。
　これから、55周年、60周年と迎えるにあた
り、いろんな形での記念の仕方があると思い
ますが、今後どういう形の記念行事がいいの
か、時間をかけて全員で議論をしていけばい
いと思います。
　私事ですが、船縁に置いてあった携帯電話
が桂浜の沖に沈んでしまい、溝渕さんの訃報
の連絡が取れず、松本幹事からお叱りを受け
ました。ご迷惑をおかけしました。それから
１日半、携帯電話なしに過ごして、いかに携
帯電話依存症になっていたかが分かりました。
　「天下に利器多くして、民ますます昏し」
これは皆さんもご存知の老子の言葉です。

つまり、決まり事が多くなるほど国民は暮ら
しにくくなる。天下に便利なものができれば
できるほど、民は昏くなる。そして、「天下
に伎巧多くして、奇物滋々彰わる」利器とい
うのは、多分、携帯電話やパソコンのことで、
奇物というのは原爆や水爆のことではないか
と思います。最後に、天下に法律というもの
ができればできるほど、犯罪が増えていくと
言っています。
　決まり事をして、いろんな制約や重箱の隅
をつつくような教育、そういうものが蔓延し
てくると気持ちも荒んできます。ロータリー
においても、僕は勉強不足で偉そうなことは
言えませんが、国際ロータリーがどうの、日
本のロータリーの偉い方が決めたなど、次か
ら次へ決め事が増えてくると、本来のロータ
リーの精神は何らかの形で変化をしていくの
ではないか。良い方向に行けばいいのですが、
少し違った方向に行ってしまうという危惧も
あるような気がします。
　やはり初心に帰って、シンプルに奉仕の心、
親睦をもとに、東ＲＣの運営も細かい規則を
作らず、言わず、聞かず、和気藹々と奉仕が
できる活動を、これからやっていければ素晴
らしいのではないかと、携帯電話が海に沈ん
だことで、考えたことでした。
◇別役修平会員挨拶
　別役修平、ただ今帰ってまいりました。最
初は１週間ぐらいの軽い気持ちでしたが、結
局、胃を３分の２ほど取らないといけない。
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10月24日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
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
12月５日㈬　五大奉仕中間発表・年次総会
　　　　　　定例理事会
12月19日㈬　忘年夜間例会（ラ・ヴィータ）
　　　　　　役員会
12月26日㈬　ロータリー休日

■例会変更のお知らせ
高知南ＲＣ　　11月８日㈭　11月３日㈯周年式典に振替
高知西ＲＣ　　11月９日㈮　４ＲＣ合同夜間例会に振替
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　11月13日㈫　４ＲＣ合同夜間例会に振替
高知北ＲＣ　　11月19日㈪　定款第８条第１節により休会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　11月20日㈫　定款第８条第１節により休会
高知中央ＲＣ　11月22日㈭　定款第８条第１節により休会
高知南ＲＣ　　11月22日㈭　ロータリー休日

さらに大腸にもがんがあるということで、11
時間ぐらいかけて腹腔鏡の手術をしました。
手術は無事に終わったのですが、今度は胃か
ら十二指腸に下りていくところがうまくつな
がっていなくて、食べ物が下におりないとい
うことで、退院した後、もう1回入院して、
バイパス手術をしました。トータル72日間、
入院しました。
　ロータリーは６月６日の出席以降、休んで
いました。今後ともよろしくお願いいたしま
す。
◇地区大会について
　10月27日、新居浜で地区大会が開催されま
す。たくさんのご参加、ありがとうございま
す。バスは、西ＲＣの大型バスに、一緒に乗
せていただくことになりました。９時50分に
県民文化ホール前に集合、11時にお昼ご飯を
用意しています。

◇米山記念奨学会より
　西森やよい会員
　（第１回米山功労者）

◇幹　事　報　告
・溝渕会員ご逝去に伴い、本日18時より心月

記においてお通夜、明日12時半より告別式
が行われます。

・11月３日㈯、南ＲＣ60周年記念行事が行わ
れます。22名が参加します。

・親睦委員会の委員長、副委員長の転勤に伴
い、委員長に島村会員、副委員長に鬼田会
員が就任いたします。

・50周年記念事業のパンフレットの受け取り
をお願いします。

・元会員の増田さんより、50周年記念式典に
出席できなかったため、メッセージが届い
ています。

・50周年会場にクラブ計画書を忘れた方は、
幹事が預かっていますのでご連絡ください。
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でです。ご興味のある方は足をお運びいただ
ければ幸いです。沖パスト会長の奥さまも多
数出展されています。私も初めて風景写真に
挑戦してみました。
 ● 竹村克彦　写真のお礼。
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ました。
 ● 髙橋卓弥　50周年お疲れ様でした！今後に
向けてイイ経験をさせていただきました。松
野さん、写真ありがとうございます。
 ● 八田聡子　創立50周年記念式典の司会はカ
ミカミで申しわけありませんでした。何分、
素人なもので、出来の悪さはご容赦ください。
この度は、いい経験をさせていただきありが
とうございました。
 ● 別役修平　家庭記念日ありがとうございま
す。３回の手術、延べ72日の入院を経て、不
肖別役修平戻ってまいりました。早く体力を
つけ、ゴルフができるようがんばります。
 ● 関　淑公　昭和40年10月23日結婚。53年目
を迎えます。
 ● 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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　私は、昭和48年６月に高知市で生まれまし
た。兄２人がいますが、７歳も離れています
し、私だけ女の子ですので、ほぼ一人っ子の
ような感じで可愛がってもらったと思います。
　現在は株式会社アリス・アドの代表を務め、
ドコモショップの運営をしています。
　共働き家庭でしたので、生後２ヵ月ぐらい
から、託児所、保育園、幼稚園と預けられて、
いわゆる鍵っ子として育ちました。幼稚園が
終わるとさっさと一人で家に帰って、友達と
遊んでいるといった子どもでした。年長さん
のときには、友達を連れて補助輪つきの自転
車で、横内の家から桟橋の祖母の家まで行っ
たりと、怖い物知らずで、自分は何でも出来

るんだと思い込んでいました。
　小学校２年ごろからどんどん身長が伸びて、
小学校５年で163センチになっていました。
身長が高いことで男の子にからかわれて、よ
くけんかをしていました。５年のとき、親の
転勤で１年ほど松山に転校しました。松山で
は、体育の授業で一輪車に乗ったり、休み時
間にはポンジュースが出てきたり、何よりも
校庭に土俵があったことに驚きました。学年
別の相撲大会では、背の高い私は順調に勝ち
進み、決勝でも勝ってしまいました。嬉しい
反面、恥ずかしさが優って、以来、余り目立
つことはやめようと思ってしまいました。見
た感じはほとんど引率の先生のような子が、

学校指定の黄色い帽子を被って、遠足の写真
に写っています。
　高知市に戻り旭中学、西高校と進みました。
中学から高校へ進学のとき、母と話し合いま
した。私は友達もたくさんいるし、可愛い制
服が着たいので南高校へ行きたいと言ったの
ですが、母には「とにかく一度、西高校へ行
って、駄目なら１学期で転校させてあげるし、
10万円もあげる」と言われ、西高校に行きま
した。１学期が終わり、母に「転校させて欲
しい」というと、「そんな制度はないし、転
校なんてできない」と言われました。騙され
たことにショックを受けた私は、しばらくは
母と口をきかなくなりました。ちなみに、10
万円もまだもらっていません。とは言え、西
高校では友人もでき楽しく過ごしました。
　高校卒業後は就職を希望していましたが、
急遽学園短大に行くことになりました。短大
時代は余り学業に熱心とは言えず、日々楽し
むことに一生懸命で、アルバイトをしてその
お金で遊ぶという、人生の中で一番遊んだ時
期ではないかと思います。
　短大を卒業した年に母親となり、子育てに
追われる日々となりました。自分が母となり、
苦労する上で初めて親への感謝の気持ちが湧
いてきて、「親になったら分かる」というの
は本当だなと思いました。さほど裕福ではな
かったのに、大学まで行かせてもらったり、
大事に育てた娘に口をきいてもらえなくて辛
かっただろうし、そういうもの全てを呑み込
んで育ててくれた母に、すごく感謝をしてい
ます。今は、私が息子に「親になったら分か
るわえ」と繰り返しています。
　1995年、息子がまもなく１歳を迎えるころ、
突然母が「自宅を改装して携帯電話屋さんを
始めるから手伝って」と言い出しました。母
への感謝に目覚めたころですので、当然断わ
れるわけもなく、翌週から研修に行きました。
当時は、携帯電話が普及する少し前で、覚え
ることも、サービス自体も少なかったのです
が、やはり大変でした。今考えると、働いた
こともない娘に、新しい事業を任せた母もす
ごいなと思います。
　仕事はとても面白くて、真面目に働きまし
た。社員も増えて、2011年、代表取締役に就
任。今は窓口業務から離れていますが、変化

の早い中、一生懸命頑張っているスタッフや
お客様に感謝しながら、毎日を過ごしていま
す。
　実際、代表になると自分が思っていたより
ストレスが多く、その発散方法として兄から
磯釣りに誘われました。最初は竿やタモの柄
を折るし、そんなこんなで始めた釣りですが、
磯に上がると気持ちがいいので、魚が釣れな
くても平気です。もともとの負けず嫌いと生
真面目さで、磯に上がった６、７時間ぐらい、
ずーっと釣っています。
　ゴルフも好きです。釣りとゴルフが趣味だ
というとおじさんみたいだと言われますが、
むしろいろいろな方と共通の話題があり、お
誘いいただくことも増えたので嬉しく思って
います。また、この年代で兄妹で一緒のこと
ができるのもいいなと思います。
　現在、24歳になった息子は県外に出ていま
すので、私はネコとイヌとの共同生活です。
今回、この発表のために今までの自分を振り
返って、数々の行いを反省もしました。会社
の代表として責任もあるし、背筋を伸ばして
いかないといけない部分もありますが、これ
からも正直に素直に自分は自分らしく、そし
て、周りへの感謝の気持ちや誠実さを持って
生きていきたいと思っています。
　45歳にして未熟で、まだまだ勉強をしなけ
ればいけない人間です。未だに敷居の高いロ
ータリークラブですが、これからも一生懸命
頑張っていきたいと思いますので、皆さん、
よろしくお願いいたします。

「私の履歴書」

◇会員スピーチ 武吉　佳月 会員

水曜会 花の贈呈式
2018年10月24日㈬　於：市役所仮庁舎前



◇出席率報告

 ● 寺尾正生　創立50周年記念行事の成功のお
礼と家内誕生日のお礼を併せまして。　　
 ● 松本隆之　武吉さん、卓話ありがとうござ
いました。これからもよろしくお願いいたし
ます。溝渕さんのご冥福をお祈りする次第で
す。
 ● 松﨑郷輔　出席免除届けは提出してありま
したが、今まで例会会場のホームクラブ出欠
表に出欠を記入したことがありませんでした。
西山さんに倣い、今後はしっかりと記入する
ようにします。
 ● 寺村　勉　先日の50周年、皆さまのお力添
えで無事終わることができました。心からお
礼申し上げます。ありがとうございました。
まだ12月22日の記念事業、50周年誌発刊と続
きます。これからもどうぞよろしくお願いし
ます。
 ● 早瀬源慶　130年振りにお寺の山門が改築さ
れ、完成いたしました。総桧造りで以前の建
物より立派です。一度ご覧ください。11月１
日、落慶供養です。
 ● 猿田隆夫　医療関係者の美術展がすぐ近く
の、このホテルと同じ並びの高新画廊で開催
されています。今日が最終日で、午後４時ま
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本日　10月31日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「学生生活」

米山奨学生 オユン スプドエルデネ さん

次週　11月７日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「軽減税率について」

高知税務署 法人課税第一部門 統括国税調査官 井上　順次 氏

第2396回　例会報告／平成30年10月24日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「それでこそロータリー」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんにちは。
皆さんにもお知らせが届
いていると思いますが、
悲しい出来事です。チャ
ーターメンバーであられ
た溝渕会員が21日、お亡

くなりになりました。溝渕会員を偲んで黙祷
を捧げたいと思います。
（黙祷）
　先日は50周年の記念講演、記念式典、祝賀
会が無事終了しました。他クラブの会員の方
にも、式典、祝賀会とも素晴らしいおもてな
しだったと言っていただきました。これもひ
とえに、会員全員の協力のお陰だと思います。
　これから、55周年、60周年と迎えるにあた
り、いろんな形での記念の仕方があると思い
ますが、今後どういう形の記念行事がいいの
か、時間をかけて全員で議論をしていけばい
いと思います。
　私事ですが、船縁に置いてあった携帯電話
が桂浜の沖に沈んでしまい、溝渕さんの訃報
の連絡が取れず、松本幹事からお叱りを受け
ました。ご迷惑をおかけしました。それから
１日半、携帯電話なしに過ごして、いかに携
帯電話依存症になっていたかが分かりました。
　「天下に利器多くして、民ますます昏し」
これは皆さんもご存知の老子の言葉です。

つまり、決まり事が多くなるほど国民は暮ら
しにくくなる。天下に便利なものができれば
できるほど、民は昏くなる。そして、「天下
に伎巧多くして、奇物滋々彰わる」利器とい
うのは、多分、携帯電話やパソコンのことで、
奇物というのは原爆や水爆のことではないか
と思います。最後に、天下に法律というもの
ができればできるほど、犯罪が増えていくと
言っています。
　決まり事をして、いろんな制約や重箱の隅
をつつくような教育、そういうものが蔓延し
てくると気持ちも荒んできます。ロータリー
においても、僕は勉強不足で偉そうなことは
言えませんが、国際ロータリーがどうの、日
本のロータリーの偉い方が決めたなど、次か
ら次へ決め事が増えてくると、本来のロータ
リーの精神は何らかの形で変化をしていくの
ではないか。良い方向に行けばいいのですが、
少し違った方向に行ってしまうという危惧も
あるような気がします。
　やはり初心に帰って、シンプルに奉仕の心、
親睦をもとに、東ＲＣの運営も細かい規則を
作らず、言わず、聞かず、和気藹々と奉仕が
できる活動を、これからやっていければ素晴
らしいのではないかと、携帯電話が海に沈ん
だことで、考えたことでした。
◇別役修平会員挨拶
　別役修平、ただ今帰ってまいりました。最
初は１週間ぐらいの軽い気持ちでしたが、結
局、胃を３分の２ほど取らないといけない。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

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／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
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56,498円

531,045円

チビニコ 合　計

10月24日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
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
12月５日㈬　五大奉仕中間発表・年次総会
　　　　　　定例理事会
12月19日㈬　忘年夜間例会（ラ・ヴィータ）
　　　　　　役員会
12月26日㈬　ロータリー休日

■例会変更のお知らせ
高知南ＲＣ　　11月８日㈭　11月３日㈯周年式典に振替
高知西ＲＣ　　11月９日㈮　４ＲＣ合同夜間例会に振替
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　11月13日㈫　４ＲＣ合同夜間例会に振替
高知北ＲＣ　　11月19日㈪　定款第８条第１節により休会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　11月20日㈫　定款第８条第１節により休会
高知中央ＲＣ　11月22日㈭　定款第８条第１節により休会
高知南ＲＣ　　11月22日㈭　ロータリー休日

さらに大腸にもがんがあるということで、11
時間ぐらいかけて腹腔鏡の手術をしました。
手術は無事に終わったのですが、今度は胃か
ら十二指腸に下りていくところがうまくつな
がっていなくて、食べ物が下におりないとい
うことで、退院した後、もう1回入院して、
バイパス手術をしました。トータル72日間、
入院しました。
　ロータリーは６月６日の出席以降、休んで
いました。今後ともよろしくお願いいたしま
す。
◇地区大会について
　10月27日、新居浜で地区大会が開催されま
す。たくさんのご参加、ありがとうございま
す。バスは、西ＲＣの大型バスに、一緒に乗
せていただくことになりました。９時50分に
県民文化ホール前に集合、11時にお昼ご飯を
用意しています。

◇米山記念奨学会より
　西森やよい会員
　（第１回米山功労者）

◇幹　事　報　告
・溝渕会員ご逝去に伴い、本日18時より心月

記においてお通夜、明日12時半より告別式
が行われます。

・11月３日㈯、南ＲＣ60周年記念行事が行わ
れます。22名が参加します。

・親睦委員会の委員長、副委員長の転勤に伴
い、委員長に島村会員、副委員長に鬼田会
員が就任いたします。

・50周年記念事業のパンフレットの受け取り
をお願いします。

・元会員の増田さんより、50周年記念式典に
出席できなかったため、メッセージが届い
ています。

・50周年会場にクラブ計画書を忘れた方は、
幹事が預かっていますのでご連絡ください。
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でです。ご興味のある方は足をお運びいただ
ければ幸いです。沖パスト会長の奥さまも多
数出展されています。私も初めて風景写真に
挑戦してみました。
 ● 竹村克彦　写真のお礼。
 ● 西森やよい　50周年記念祝賀会写真のお礼。
 ● 西山忠利　入記記念の品、ありがとうござ
いました。
 ● 福岡満喜子　水曜会の皆さんと市役所仮庁
舎の花壇の植え替えと贈呈式に出席してきま
した。前川さん、お花の準備ありがとうござ
いました。松野さん、写真ありがとうござい
ました。
 ● 髙橋卓弥　50周年お疲れ様でした！今後に
向けてイイ経験をさせていただきました。松
野さん、写真ありがとうございます。
 ● 八田聡子　創立50周年記念式典の司会はカ
ミカミで申しわけありませんでした。何分、
素人なもので、出来の悪さはご容赦ください。
この度は、いい経験をさせていただきありが
とうございました。
 ● 別役修平　家庭記念日ありがとうございま
す。３回の手術、延べ72日の入院を経て、不
肖別役修平戻ってまいりました。早く体力を
つけ、ゴルフができるようがんばります。
 ● 関　淑公　昭和40年10月23日結婚。53年目
を迎えます。
 ● 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　３件

　私は、昭和48年６月に高知市で生まれまし
た。兄２人がいますが、７歳も離れています
し、私だけ女の子ですので、ほぼ一人っ子の
ような感じで可愛がってもらったと思います。
　現在は株式会社アリス・アドの代表を務め、
ドコモショップの運営をしています。
　共働き家庭でしたので、生後２ヵ月ぐらい
から、託児所、保育園、幼稚園と預けられて、
いわゆる鍵っ子として育ちました。幼稚園が
終わるとさっさと一人で家に帰って、友達と
遊んでいるといった子どもでした。年長さん
のときには、友達を連れて補助輪つきの自転
車で、横内の家から桟橋の祖母の家まで行っ
たりと、怖い物知らずで、自分は何でも出来

るんだと思い込んでいました。
　小学校２年ごろからどんどん身長が伸びて、
小学校５年で163センチになっていました。
身長が高いことで男の子にからかわれて、よ
くけんかをしていました。５年のとき、親の
転勤で１年ほど松山に転校しました。松山で
は、体育の授業で一輪車に乗ったり、休み時
間にはポンジュースが出てきたり、何よりも
校庭に土俵があったことに驚きました。学年
別の相撲大会では、背の高い私は順調に勝ち
進み、決勝でも勝ってしまいました。嬉しい
反面、恥ずかしさが優って、以来、余り目立
つことはやめようと思ってしまいました。見
た感じはほとんど引率の先生のような子が、

学校指定の黄色い帽子を被って、遠足の写真
に写っています。
　高知市に戻り旭中学、西高校と進みました。
中学から高校へ進学のとき、母と話し合いま
した。私は友達もたくさんいるし、可愛い制
服が着たいので南高校へ行きたいと言ったの
ですが、母には「とにかく一度、西高校へ行
って、駄目なら１学期で転校させてあげるし、
10万円もあげる」と言われ、西高校に行きま
した。１学期が終わり、母に「転校させて欲
しい」というと、「そんな制度はないし、転
校なんてできない」と言われました。騙され
たことにショックを受けた私は、しばらくは
母と口をきかなくなりました。ちなみに、10
万円もまだもらっていません。とは言え、西
高校では友人もでき楽しく過ごしました。
　高校卒業後は就職を希望していましたが、
急遽学園短大に行くことになりました。短大
時代は余り学業に熱心とは言えず、日々楽し
むことに一生懸命で、アルバイトをしてその
お金で遊ぶという、人生の中で一番遊んだ時
期ではないかと思います。
　短大を卒業した年に母親となり、子育てに
追われる日々となりました。自分が母となり、
苦労する上で初めて親への感謝の気持ちが湧
いてきて、「親になったら分かる」というの
は本当だなと思いました。さほど裕福ではな
かったのに、大学まで行かせてもらったり、
大事に育てた娘に口をきいてもらえなくて辛
かっただろうし、そういうもの全てを呑み込
んで育ててくれた母に、すごく感謝をしてい
ます。今は、私が息子に「親になったら分か
るわえ」と繰り返しています。
　1995年、息子がまもなく１歳を迎えるころ、
突然母が「自宅を改装して携帯電話屋さんを
始めるから手伝って」と言い出しました。母
への感謝に目覚めたころですので、当然断わ
れるわけもなく、翌週から研修に行きました。
当時は、携帯電話が普及する少し前で、覚え
ることも、サービス自体も少なかったのです
が、やはり大変でした。今考えると、働いた
こともない娘に、新しい事業を任せた母もす
ごいなと思います。
　仕事はとても面白くて、真面目に働きまし
た。社員も増えて、2011年、代表取締役に就
任。今は窓口業務から離れていますが、変化

の早い中、一生懸命頑張っているスタッフや
お客様に感謝しながら、毎日を過ごしていま
す。
　実際、代表になると自分が思っていたより
ストレスが多く、その発散方法として兄から
磯釣りに誘われました。最初は竿やタモの柄
を折るし、そんなこんなで始めた釣りですが、
磯に上がると気持ちがいいので、魚が釣れな
くても平気です。もともとの負けず嫌いと生
真面目さで、磯に上がった６、７時間ぐらい、
ずーっと釣っています。
　ゴルフも好きです。釣りとゴルフが趣味だ
というとおじさんみたいだと言われますが、
むしろいろいろな方と共通の話題があり、お
誘いいただくことも増えたので嬉しく思って
います。また、この年代で兄妹で一緒のこと
ができるのもいいなと思います。
　現在、24歳になった息子は県外に出ていま
すので、私はネコとイヌとの共同生活です。
今回、この発表のために今までの自分を振り
返って、数々の行いを反省もしました。会社
の代表として責任もあるし、背筋を伸ばして
いかないといけない部分もありますが、これ
からも正直に素直に自分は自分らしく、そし
て、周りへの感謝の気持ちや誠実さを持って
生きていきたいと思っています。
　45歳にして未熟で、まだまだ勉強をしなけ
ればいけない人間です。未だに敷居の高いロ
ータリークラブですが、これからも一生懸命
頑張っていきたいと思いますので、皆さん、
よろしくお願いいたします。

「私の履歴書」

◇会員スピーチ 武吉　佳月 会員

水曜会 花の贈呈式
2018年10月24日㈬　於：市役所仮庁舎前



◇出席率報告

 ● 寺尾正生　創立50周年記念行事の成功のお
礼と家内誕生日のお礼を併せまして。　　
 ● 松本隆之　武吉さん、卓話ありがとうござ
いました。これからもよろしくお願いいたし
ます。溝渕さんのご冥福をお祈りする次第で
す。
 ● 松﨑郷輔　出席免除届けは提出してありま
したが、今まで例会会場のホームクラブ出欠
表に出欠を記入したことがありませんでした。
西山さんに倣い、今後はしっかりと記入する
ようにします。
 ● 寺村　勉　先日の50周年、皆さまのお力添
えで無事終わることができました。心からお
礼申し上げます。ありがとうございました。
まだ12月22日の記念事業、50周年誌発刊と続
きます。これからもどうぞよろしくお願いし
ます。
 ● 早瀬源慶　130年振りにお寺の山門が改築さ
れ、完成いたしました。総桧造りで以前の建
物より立派です。一度ご覧ください。11月１
日、落慶供養です。
 ● 猿田隆夫　医療関係者の美術展がすぐ近く
の、このホテルと同じ並びの高新画廊で開催
されています。今日が最終日で、午後４時ま
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本日　10月31日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「学生生活」

米山奨学生 オユン スプドエルデネ さん

次週　11月７日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「軽減税率について」

高知税務署 法人課税第一部門 統括国税調査官 井上　順次 氏
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◇ロータリーソング
  「それでこそロータリー」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんにちは。
皆さんにもお知らせが届
いていると思いますが、
悲しい出来事です。チャ
ーターメンバーであられ
た溝渕会員が21日、お亡

くなりになりました。溝渕会員を偲んで黙祷
を捧げたいと思います。
（黙祷）
　先日は50周年の記念講演、記念式典、祝賀
会が無事終了しました。他クラブの会員の方
にも、式典、祝賀会とも素晴らしいおもてな
しだったと言っていただきました。これもひ
とえに、会員全員の協力のお陰だと思います。
　これから、55周年、60周年と迎えるにあた
り、いろんな形での記念の仕方があると思い
ますが、今後どういう形の記念行事がいいの
か、時間をかけて全員で議論をしていけばい
いと思います。
　私事ですが、船縁に置いてあった携帯電話
が桂浜の沖に沈んでしまい、溝渕さんの訃報
の連絡が取れず、松本幹事からお叱りを受け
ました。ご迷惑をおかけしました。それから
１日半、携帯電話なしに過ごして、いかに携
帯電話依存症になっていたかが分かりました。
　「天下に利器多くして、民ますます昏し」
これは皆さんもご存知の老子の言葉です。

つまり、決まり事が多くなるほど国民は暮ら
しにくくなる。天下に便利なものができれば
できるほど、民は昏くなる。そして、「天下
に伎巧多くして、奇物滋々彰わる」利器とい
うのは、多分、携帯電話やパソコンのことで、
奇物というのは原爆や水爆のことではないか
と思います。最後に、天下に法律というもの
ができればできるほど、犯罪が増えていくと
言っています。
　決まり事をして、いろんな制約や重箱の隅
をつつくような教育、そういうものが蔓延し
てくると気持ちも荒んできます。ロータリー
においても、僕は勉強不足で偉そうなことは
言えませんが、国際ロータリーがどうの、日
本のロータリーの偉い方が決めたなど、次か
ら次へ決め事が増えてくると、本来のロータ
リーの精神は何らかの形で変化をしていくの
ではないか。良い方向に行けばいいのですが、
少し違った方向に行ってしまうという危惧も
あるような気がします。
　やはり初心に帰って、シンプルに奉仕の心、
親睦をもとに、東ＲＣの運営も細かい規則を
作らず、言わず、聞かず、和気藹々と奉仕が
できる活動を、これからやっていければ素晴
らしいのではないかと、携帯電話が海に沈ん
だことで、考えたことでした。
◇別役修平会員挨拶
　別役修平、ただ今帰ってまいりました。最
初は１週間ぐらいの軽い気持ちでしたが、結
局、胃を３分の２ほど取らないといけない。
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10月24日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
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
12月５日㈬　五大奉仕中間発表・年次総会
　　　　　　定例理事会
12月19日㈬　忘年夜間例会（ラ・ヴィータ）
　　　　　　役員会
12月26日㈬　ロータリー休日

■例会変更のお知らせ
高知南ＲＣ　　11月８日㈭　11月３日㈯周年式典に振替
高知西ＲＣ　　11月９日㈮　４ＲＣ合同夜間例会に振替
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　11月13日㈫　４ＲＣ合同夜間例会に振替
高知北ＲＣ　　11月19日㈪　定款第８条第１節により休会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　11月20日㈫　定款第８条第１節により休会
高知中央ＲＣ　11月22日㈭　定款第８条第１節により休会
高知南ＲＣ　　11月22日㈭　ロータリー休日

さらに大腸にもがんがあるということで、11
時間ぐらいかけて腹腔鏡の手術をしました。
手術は無事に終わったのですが、今度は胃か
ら十二指腸に下りていくところがうまくつな
がっていなくて、食べ物が下におりないとい
うことで、退院した後、もう1回入院して、
バイパス手術をしました。トータル72日間、
入院しました。
　ロータリーは６月６日の出席以降、休んで
いました。今後ともよろしくお願いいたしま
す。
◇地区大会について
　10月27日、新居浜で地区大会が開催されま
す。たくさんのご参加、ありがとうございま
す。バスは、西ＲＣの大型バスに、一緒に乗
せていただくことになりました。９時50分に
県民文化ホール前に集合、11時にお昼ご飯を
用意しています。

◇米山記念奨学会より
　西森やよい会員
　（第１回米山功労者）

◇幹　事　報　告
・溝渕会員ご逝去に伴い、本日18時より心月

記においてお通夜、明日12時半より告別式
が行われます。

・11月３日㈯、南ＲＣ60周年記念行事が行わ
れます。22名が参加します。

・親睦委員会の委員長、副委員長の転勤に伴
い、委員長に島村会員、副委員長に鬼田会
員が就任いたします。

・50周年記念事業のパンフレットの受け取り
をお願いします。

・元会員の増田さんより、50周年記念式典に
出席できなかったため、メッセージが届い
ています。

・50周年会場にクラブ計画書を忘れた方は、
幹事が預かっていますのでご連絡ください。
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でです。ご興味のある方は足をお運びいただ
ければ幸いです。沖パスト会長の奥さまも多
数出展されています。私も初めて風景写真に
挑戦してみました。
 ● 竹村克彦　写真のお礼。
 ● 西森やよい　50周年記念祝賀会写真のお礼。
 ● 西山忠利　入記記念の品、ありがとうござ
いました。
 ● 福岡満喜子　水曜会の皆さんと市役所仮庁
舎の花壇の植え替えと贈呈式に出席してきま
した。前川さん、お花の準備ありがとうござ
いました。松野さん、写真ありがとうござい
ました。
 ● 髙橋卓弥　50周年お疲れ様でした！今後に
向けてイイ経験をさせていただきました。松
野さん、写真ありがとうございます。
 ● 八田聡子　創立50周年記念式典の司会はカ
ミカミで申しわけありませんでした。何分、
素人なもので、出来の悪さはご容赦ください。
この度は、いい経験をさせていただきありが
とうございました。
 ● 別役修平　家庭記念日ありがとうございま
す。３回の手術、延べ72日の入院を経て、不
肖別役修平戻ってまいりました。早く体力を
つけ、ゴルフができるようがんばります。
 ● 関　淑公　昭和40年10月23日結婚。53年目
を迎えます。
 ● 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　３件

　私は、昭和48年６月に高知市で生まれまし
た。兄２人がいますが、７歳も離れています
し、私だけ女の子ですので、ほぼ一人っ子の
ような感じで可愛がってもらったと思います。
　現在は株式会社アリス・アドの代表を務め、
ドコモショップの運営をしています。
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遊んでいるといった子どもでした。年長さん
のときには、友達を連れて補助輪つきの自転
車で、横内の家から桟橋の祖母の家まで行っ
たりと、怖い物知らずで、自分は何でも出来

るんだと思い込んでいました。
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小学校５年で163センチになっていました。
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校庭に土俵があったことに驚きました。学年
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進み、決勝でも勝ってしまいました。嬉しい
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学校指定の黄色い帽子を被って、遠足の写真
に写っています。
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