
◇出席率報告

 ● 片岡由起夫（高知ロイヤルＲＣ）本日は、
貴重なお時間を頂きありがとうございまし
た。１月19日、お待ちしております。
 ● 寺尾正生　子育て応援、頑張ってください。
親（夫）育て応援のイベントはないのでしょ
うか？家内を参加させたいのですが。
 ● 松本隆之　井上真由美様、貴重な卓話あり
がとうございました。来月のコンサートの成
功を確信しました。ちなみにＲＫＣの井上た
くみアナウンサーがご主人です。
 ● 石川　健　先月、10月８日の50周年記念事
業の日に奇しくもケイタイ電話が破損しまし
た。早速買い換えましたが、バックアップが
できてなくて、ここ３年ほどの電話番号、ラ
インが消えてしまいました。ラインは石川退
室となるそうで、東ＲＣの中にも、“会長終
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本日　11月21日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「高知みらい科学館の目指すもの」

高知みらい科学館 館長 髙橋　信裕 氏

次週　11月28日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「日本で留学する意義を母国の経済状況に関連付けて考える」

米山記念奨学生 チンゲスダライ トール さん

第2399回　例会報告／平成30年11月14日　天候　曇

◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんにちは。
物持ちのいい寺尾ですの
で、まだ風邪が治りきら
ず、声の調子も悪くお聞
き苦しいと思いますが、
お許しください。

　昨日、ある業界の会があり、慶応大学で教
鞭をとられていた工藤先生のお話を聞きまし
た。演題は「日本一の商社をつくった人　金
子直吉」でした。現在、工藤先生は高知に帰
っておられますが、以前、高知で50人ぐらい
の宴席で、金子直吉のことを聞いても誰も知
らなかったそうです。数年前、私がロータ
リーで金子直吉の話をしたときも、数人の方
しかご存知なかった記憶があります。
　金子直吉は仁淀村の出身で、家が貧しかっ
たため高知の質屋さんで丁稚奉公をします。
ここで、彼は質入れされた本を読み、後に大
学はどこかと聞かれると「質屋大学」だと答
えていたそうです。利発だった彼は、質屋の
主人の紹介で、20歳のとき神戸の鈴木商店に
入ります。
　鈴木商店では、当主が亡くなったあと、未
亡人のよねさんが事業を継ぎますが、その直
後、直吉は樟脳の取り引きで大きな損失を出
します。当時、樟脳はキロ20円ぐらいの取り
引きだったものが第一次世界大戦の影響で、

高値になるだろうと考え、40円で外国商社に
売る約束をした。ところが、仕入れ値がキロ
80円にまで急騰し、40円で売る約束をしてい
た直吉は大損を出してしまいます。ご主人の
親戚などからお金を借りて、何とか仕舞いを
つけますが、そのとき、直吉はビジネスで一
番大切なのは情報だと。扱う物の情報を知ら
ずに商売をするとこういう結果になるという
ことを学びます。
　工藤先生は、岩﨑弥太郎を高知で知らない
人はいない。しかし、金子直吉を知っている
人がいない。これはおかしいのではないかと
おっしゃっていました。私もそう思います。
高知は坂本龍馬、坂本龍馬ばかりで、私が一
番恥ずかしいと思うのは「高知龍馬空港」で
す。もちろん賛否両論あるでしょうが、何が
悲しくて「龍馬空港」なんだと思います。龍
馬頼みというか、本来は判官贔屓で、そうい
うものに屈しないのが高知県民気質だと、僕
は思っています。
　高知には、植木枝盛、谷　干城など、まだ
まだすごい人物がたくさんいます。先日の高
知新聞にも載っていましたが、船中八策にし
ても本当に坂本龍馬が作ったかというと、
作ってはいない。坂本龍馬は、素晴らしい人
物であったことには間違いないようですが、
司馬遼太郎の小説で一躍時の人となってし
まっただけで、僕の言うことに不信を感じる
方がいたら、津本　陽が龍馬について書いた
本を見てください。和歌山の人は坂本龍馬が
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11月14日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
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

2019年
１月２日㈬　休会（国民の祝日）
１月９日㈬　時間変更例会

（ザ クラウンパレス）
　　　　　　定例理事会
１月19日㈯　高知第Ⅰ分区・第Ⅱ分区Ｉ.Ｍ.

（高知ロイヤルＲＣ・ホテル日航高知旭ロイヤル）
１月30日㈬　役員会
２月６日㈬　観梅夜間例会（得月樓）
　　　　　　定例理事会
２月10日㈰　PETS・DTTS

（徳島グランヴィリオホテル）
２月13日㈬　ロータリー休日
２月27日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
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
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月４日㈫　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　12月17日㈪　クリスマス夜間例会
高知南ＲＣ　　12月20日㈭　年内最終夜間例会
高知中央ＲＣ　12月20日㈭　クリスマス夜間例会
高知西ＲＣ　　12月21日㈮　忘年夜間例会
高知ＲＣ　　　12月25日㈫　忘年夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月25日㈫　クリスマス夜間例会
高知南ＲＣ　　12月27日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　12月27日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　12月28日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　12月31日㈪　ロータリー休日

大嫌いである。無灯火、航海法を無視してぶ
つかって、当たり屋で水戸藩から大金を威し
取ったわけですから、和歌山の人間は高知の
人間がものすごく嫌いだそうです。
　僕が一番いやなのは、坂本龍馬と同じ誕生
日の11月15日生まれだということです。ぼん
くらの自分と偉人の龍馬が比べられるのが、
小さいころからものすごくいやで悲しかっ
た。ただ、忘れて欲しくないのは、明日は全
国一斉「かまぼこの日」です。平安時代、宮
廷の献立にかまぼこが出た日です。また、日
本の生コンクリートが世に発送された「コン
クリートの日」でもあります。もう一つ、小
さいころから「お前は頭がめでたい」と言わ
れた七五三の日でもあります。
　いろんな意味で、近代史を勉強して本当の
歴史、事実を自分で調べていくことが大事で
はないでしょうか。龍馬のように単に小説で
偉人化されたものを崇拝するという風潮は、
土佐人としてはいかがなものかと思います。
　本日の卓話は、「子育て家族の笑顔」と題
して、井上真由美様からお話を伺います。ま
た、先日メイキャップで来られた東京調布む
らさきＲＣの斯波様から、バナーが届いてい
ますので回覧します。　

◇来訪ロータリアン
　高知ロイヤルＲＣ　　片岡由起夫 氏
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
◇ＩＭのご案内について

　来年１月19日、日航ホ
テル高知旭ロイヤルでＩ
Ｍを開催します。テーマ
は「高知発　地方から発
信」として、各クラブの
皆さんからご意見を頂戴

します。お誘い合わせの上、ぜひともご参加
ください。
◇青少年奉仕委員会より
　前年度開催された第40回LYRAセミナーの
報告書、３月に開催された第10回全国RYLA
研究会の報告書を回覧します。
◇西条ＲＣより事務局移転のお知らせ
　（平成30年12月４日より）
　新住所
　〒793－0027　西条市朔日市779－８
　　　　　　　　西条商工会議所３階

　電話番号、ＦＡＸ、メールアドレスは変
更ありません。

◇会　長　報　告
・本日６時半から得月楼において、パスト会

長会を行います。
◇幹　事　報　告
・プロジェクターが壊れた件について、来週

例会後、臨時理事会を行います。

わったら縁切りかよ”と思った方もいるかも
しれませんが、決してそうではありません。
あしからずご了承ください。
 ● 山村一正　９月に父親から宮司を引き継ぎ
ました。溜息！
 ● 鬼頭愼一　誕生祝いありがとう。写真あり
がとう。
 ● 西森　大　はや１年が経過したようです。
これからもよろしくお願いいたします。
 ● 関　淑公　家内の誕生日記念お礼。先週、
結婚式出席のとき、私の隣は、家内の高校時
代の担任先生だった。家内の年齢を聞かれ、
それから楽しい話になった。
 ● 猿田隆夫　週報に大きく写真を載せていた
だきましたので。
 ● 別役修平　猿田隆夫先生、日本医師会最高
優功賞受賞おめでとうございます。今後とも
お元気で地域医療に貢献されますよう、お祈
りいたします。
 ● 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　２件

　私は高知市生まれで、小さいころの夢は、
高知市の県庁界隈のテナントビルで働くＯＬ
になりたいという、余り夢のない子どもでし
た。1993年、キリンビール株式会社に入社、
高知支店で14年勤務。皆さんご存知の「たっ
すいがは、いかん！」のキャッチコピーを発
案したのは私です。今でもこの言葉を使って
くれていることは、嬉しく思います。結婚を
機にキリンビールを退職。現在、11歳と８歳
の子どもの母親です。長男を出産した後、子
育 て サ ー ク ル を 立 ち 上 げ 、 子 育 て 応 援
ZEROSAIの代表として「子育て家族の笑
顔」をテーマに、高知県内各地で活動してい
ます。
　私の長男は、すごく泣く子で夜11時になる
と火が噴くように泣き始めます。主人も初め
ての子育てで、よく分からないため「もう勘
弁してくれ」と毎晩言われました。私も段々
しんどくなってきて、この子はいつになった
ら落ち着くのだろう。いつになったら首が据
わるのだろう。私の気持ちはいつになったら
楽になるのだろうと、出口のないトンネルの
中を彷徨っているみたいでした。実の母から
も「この子がこんなに泣くのは、あんたが日
ごろから抱き過ぎるから悪いのではないか。
抱くのをやめたらどう」などと言われて、と
ても辛くて、もしかしたら、私と同じように
子育てをしていることにしんどさを感じ、可
愛いはずの子どもが泣いている姿を見て、し
んどいと思っているお母さんがたくさん高知
県内にいるんじゃないかと思いました。
　子どもの健診で行った産婦人科の先生に、
その気持ちを伝えたところ、「うちの多目的
ホールを使って月に１回ぐらい、お母さんの
集まりをやってみたらどう？」と提案してく
れたのが、今の私の活動のきっかけになって
います。

　第１回目は13人のお母さんが参加しました。
こういう場を求めている人がたくさんいるこ
とを実感してから、私の活動はどんどん広
がっていきます。もっといろんなところで、
お母さんに知ってもらうために、高知市の一
つの任意団体として、サークル登録をしまし
た。そして、ふれあいセンターなどの公共施
設で活動するようになり、ますます幅が広
がっていきます。
　長男はとても元気な子で、子育てのイベン
トに行っても興味津々で、あれなに？これな
に？と、こちらが肩身の狭い思いをするぐら
いでした。そこで思ったのは、子育てイベン
トなのに、肩身の狭い思いをしなければいけ
ないのはなぜだろうと。だったら自分で、泣
いても騒いでもいいよ、という０歳からの音
楽コンサートをつくってみようと思いまし
た。けれど、こういうコンサートをしたいの
で場所を貸してくださいと、量販店などに
行っても「主婦がどうした。女の人が何か言
いに来た」みたいな対応を受けました。勤め
ているときは、キリンビールという名刺を出
すと、皆さんお話を聞いてくれたのに、何も
ない、単に主婦というのは、何と無力なんだ
ろうと気づきました。だけど、ステージは変
わっても、キリンビールで学んだ勝つための
基本は変わらないはずだ。子育てママたちの
笑顔のために、自分のできることは全てやろ
うと決心をします。
　いろんなところに頼み込んで、コンサート
会場を決め、お金もないのでテレビで宣伝で
きるわけでもない。じゃぁ、自分で営業活動
をしようと、２人の子どもを連れて３万枚の
チラシを１ヵ月で配りました。そうすると、
ほとんどの方がすごく温かい言葉をかけてく
れました。私の思いに賛同してくれる方、応
援してくれる方がたくさんいることに、心を

打たれました。コンサート当日、３回の公演
に1,000人の方が参加しました。お父さんと
お母さんが子どもたちを見守りながら、笑顔
で帰っていく姿を見て、じゃぁ、次は何をし
ようかと考えるようになりました。
　皆さんからの応援を原動力に、今はたくさ
んの活動をしています。その中で、コンサー
トに来れない、家から出ることができないお
母さんもいるかもしれない。そういうお母さ
んに、１歩出る勇気を持ってもらうために、
どういうことができるかを考えました。児童
家庭福祉センターの高知みそのさんと連携し
て、子育てに困難な家族のための絵本と音楽
のセラピーコンサートを、１家族のためだけ
に、年に数回ですが継続しています。
　また、地域の中で３世代ぐらいが一緒に

なって交流を深めることが、防犯や災害のと
きの助けになるし、子どもたちの見守りにも
なると考えて、地域を巻き込んだ活動もして
います。それが、みんなの幸せや地域の発
展、笑顔につながっていけばいいかなと思っ
ています。このような活動を続ける中で、私
はお父さん、お母さんの笑顔は、子どもたち
にとって大きなエネルギーになるし、子ども
たちの未来につながっていることを日々感じ
ています。
　12月22日に開催される「みんなで育むコン
サート」も、参加した方がたくさんの世代に
関わることで、笑顔になって、豊かになって
いくことに気づいていただける、そんな時間
にしたいと思っています。

「子育て家族の笑顔」

◇ゲストスピーチ 子育て応援ZEROSAI 代表  井上真由美 氏
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売る約束をした。ところが、仕入れ値がキロ
80円にまで急騰し、40円で売る約束をしてい
た直吉は大損を出してしまいます。ご主人の
親戚などからお金を借りて、何とか仕舞いを
つけますが、そのとき、直吉はビジネスで一
番大切なのは情報だと。扱う物の情報を知ら
ずに商売をするとこういう結果になるという
ことを学びます。
　工藤先生は、岩﨑弥太郎を高知で知らない
人はいない。しかし、金子直吉を知っている
人がいない。これはおかしいのではないかと
おっしゃっていました。私もそう思います。
高知は坂本龍馬、坂本龍馬ばかりで、私が一
番恥ずかしいと思うのは「高知龍馬空港」で
す。もちろん賛否両論あるでしょうが、何が
悲しくて「龍馬空港」なんだと思います。龍
馬頼みというか、本来は判官贔屓で、そうい
うものに屈しないのが高知県民気質だと、僕
は思っています。
　高知には、植木枝盛、谷　干城など、まだ
まだすごい人物がたくさんいます。先日の高
知新聞にも載っていましたが、船中八策にし
ても本当に坂本龍馬が作ったかというと、
作ってはいない。坂本龍馬は、素晴らしい人
物であったことには間違いないようですが、
司馬遼太郎の小説で一躍時の人となってし
まっただけで、僕の言うことに不信を感じる
方がいたら、津本　陽が龍馬について書いた
本を見てください。和歌山の人は坂本龍馬が
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11月14日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
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

2019年
１月２日㈬　休会（国民の祝日）
１月９日㈬　時間変更例会

（ザ クラウンパレス）
　　　　　　定例理事会
１月19日㈯　高知第Ⅰ分区・第Ⅱ分区Ｉ.Ｍ.

（高知ロイヤルＲＣ・ホテル日航高知旭ロイヤル）
１月30日㈬　役員会
２月６日㈬　観梅夜間例会（得月樓）
　　　　　　定例理事会
２月10日㈰　PETS・DTTS

（徳島グランヴィリオホテル）
２月13日㈬　ロータリー休日
２月27日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
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
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月４日㈫　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　12月17日㈪　クリスマス夜間例会
高知南ＲＣ　　12月20日㈭　年内最終夜間例会
高知中央ＲＣ　12月20日㈭　クリスマス夜間例会
高知西ＲＣ　　12月21日㈮　忘年夜間例会
高知ＲＣ　　　12月25日㈫　忘年夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月25日㈫　クリスマス夜間例会
高知南ＲＣ　　12月27日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　12月27日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　12月28日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　12月31日㈪　ロータリー休日

大嫌いである。無灯火、航海法を無視してぶ
つかって、当たり屋で水戸藩から大金を威し
取ったわけですから、和歌山の人間は高知の
人間がものすごく嫌いだそうです。
　僕が一番いやなのは、坂本龍馬と同じ誕生
日の11月15日生まれだということです。ぼん
くらの自分と偉人の龍馬が比べられるのが、
小さいころからものすごくいやで悲しかっ
た。ただ、忘れて欲しくないのは、明日は全
国一斉「かまぼこの日」です。平安時代、宮
廷の献立にかまぼこが出た日です。また、日
本の生コンクリートが世に発送された「コン
クリートの日」でもあります。もう一つ、小
さいころから「お前は頭がめでたい」と言わ
れた七五三の日でもあります。
　いろんな意味で、近代史を勉強して本当の
歴史、事実を自分で調べていくことが大事で
はないでしょうか。龍馬のように単に小説で
偉人化されたものを崇拝するという風潮は、
土佐人としてはいかがなものかと思います。
　本日の卓話は、「子育て家族の笑顔」と題
して、井上真由美様からお話を伺います。ま
た、先日メイキャップで来られた東京調布む
らさきＲＣの斯波様から、バナーが届いてい
ますので回覧します。　

◇来訪ロータリアン
　高知ロイヤルＲＣ　　片岡由起夫 氏
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
◇ＩＭのご案内について

　来年１月19日、日航ホ
テル高知旭ロイヤルでＩ
Ｍを開催します。テーマ
は「高知発　地方から発
信」として、各クラブの
皆さんからご意見を頂戴

します。お誘い合わせの上、ぜひともご参加
ください。
◇青少年奉仕委員会より
　前年度開催された第40回LYRAセミナーの
報告書、３月に開催された第10回全国RYLA
研究会の報告書を回覧します。
◇西条ＲＣより事務局移転のお知らせ
　（平成30年12月４日より）
　新住所
　〒793－0027　西条市朔日市779－８
　　　　　　　　西条商工会議所３階

　電話番号、ＦＡＸ、メールアドレスは変
更ありません。

◇会　長　報　告
・本日６時半から得月楼において、パスト会

長会を行います。
◇幹　事　報　告
・プロジェクターが壊れた件について、来週

例会後、臨時理事会を行います。

わったら縁切りかよ”と思った方もいるかも
しれませんが、決してそうではありません。
あしからずご了承ください。
 ● 山村一正　９月に父親から宮司を引き継ぎ
ました。溜息！
 ● 鬼頭愼一　誕生祝いありがとう。写真あり
がとう。
 ● 西森　大　はや１年が経過したようです。
これからもよろしくお願いいたします。
 ● 関　淑公　家内の誕生日記念お礼。先週、
結婚式出席のとき、私の隣は、家内の高校時
代の担任先生だった。家内の年齢を聞かれ、
それから楽しい話になった。
 ● 猿田隆夫　週報に大きく写真を載せていた
だきましたので。
 ● 別役修平　猿田隆夫先生、日本医師会最高
優功賞受賞おめでとうございます。今後とも
お元気で地域医療に貢献されますよう、お祈
りいたします。
 ● 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　２件

　私は高知市生まれで、小さいころの夢は、
高知市の県庁界隈のテナントビルで働くＯＬ
になりたいという、余り夢のない子どもでし
た。1993年、キリンビール株式会社に入社、
高知支店で14年勤務。皆さんご存知の「たっ
すいがは、いかん！」のキャッチコピーを発
案したのは私です。今でもこの言葉を使って
くれていることは、嬉しく思います。結婚を
機にキリンビールを退職。現在、11歳と８歳
の子どもの母親です。長男を出産した後、子
育 て サ ー ク ル を 立 ち 上 げ 、 子 育 て 応 援
ZEROSAIの代表として「子育て家族の笑
顔」をテーマに、高知県内各地で活動してい
ます。
　私の長男は、すごく泣く子で夜11時になる
と火が噴くように泣き始めます。主人も初め
ての子育てで、よく分からないため「もう勘
弁してくれ」と毎晩言われました。私も段々
しんどくなってきて、この子はいつになった
ら落ち着くのだろう。いつになったら首が据
わるのだろう。私の気持ちはいつになったら
楽になるのだろうと、出口のないトンネルの
中を彷徨っているみたいでした。実の母から
も「この子がこんなに泣くのは、あんたが日
ごろから抱き過ぎるから悪いのではないか。
抱くのをやめたらどう」などと言われて、と
ても辛くて、もしかしたら、私と同じように
子育てをしていることにしんどさを感じ、可
愛いはずの子どもが泣いている姿を見て、し
んどいと思っているお母さんがたくさん高知
県内にいるんじゃないかと思いました。
　子どもの健診で行った産婦人科の先生に、
その気持ちを伝えたところ、「うちの多目的
ホールを使って月に１回ぐらい、お母さんの
集まりをやってみたらどう？」と提案してく
れたのが、今の私の活動のきっかけになって
います。

　第１回目は13人のお母さんが参加しました。
こういう場を求めている人がたくさんいるこ
とを実感してから、私の活動はどんどん広
がっていきます。もっといろんなところで、
お母さんに知ってもらうために、高知市の一
つの任意団体として、サークル登録をしまし
た。そして、ふれあいセンターなどの公共施
設で活動するようになり、ますます幅が広
がっていきます。
　長男はとても元気な子で、子育てのイベン
トに行っても興味津々で、あれなに？これな
に？と、こちらが肩身の狭い思いをするぐら
いでした。そこで思ったのは、子育てイベン
トなのに、肩身の狭い思いをしなければいけ
ないのはなぜだろうと。だったら自分で、泣
いても騒いでもいいよ、という０歳からの音
楽コンサートをつくってみようと思いまし
た。けれど、こういうコンサートをしたいの
で場所を貸してくださいと、量販店などに
行っても「主婦がどうした。女の人が何か言
いに来た」みたいな対応を受けました。勤め
ているときは、キリンビールという名刺を出
すと、皆さんお話を聞いてくれたのに、何も
ない、単に主婦というのは、何と無力なんだ
ろうと気づきました。だけど、ステージは変
わっても、キリンビールで学んだ勝つための
基本は変わらないはずだ。子育てママたちの
笑顔のために、自分のできることは全てやろ
うと決心をします。
　いろんなところに頼み込んで、コンサート
会場を決め、お金もないのでテレビで宣伝で
きるわけでもない。じゃぁ、自分で営業活動
をしようと、２人の子どもを連れて３万枚の
チラシを１ヵ月で配りました。そうすると、
ほとんどの方がすごく温かい言葉をかけてく
れました。私の思いに賛同してくれる方、応
援してくれる方がたくさんいることに、心を

打たれました。コンサート当日、３回の公演
に1,000人の方が参加しました。お父さんと
お母さんが子どもたちを見守りながら、笑顔
で帰っていく姿を見て、じゃぁ、次は何をし
ようかと考えるようになりました。
　皆さんからの応援を原動力に、今はたくさ
んの活動をしています。その中で、コンサー
トに来れない、家から出ることができないお
母さんもいるかもしれない。そういうお母さ
んに、１歩出る勇気を持ってもらうために、
どういうことができるかを考えました。児童
家庭福祉センターの高知みそのさんと連携し
て、子育てに困難な家族のための絵本と音楽
のセラピーコンサートを、１家族のためだけ
に、年に数回ですが継続しています。
　また、地域の中で３世代ぐらいが一緒に

なって交流を深めることが、防犯や災害のと
きの助けになるし、子どもたちの見守りにも
なると考えて、地域を巻き込んだ活動もして
います。それが、みんなの幸せや地域の発
展、笑顔につながっていけばいいかなと思っ
ています。このような活動を続ける中で、私
はお父さん、お母さんの笑顔は、子どもたち
にとって大きなエネルギーになるし、子ども
たちの未来につながっていることを日々感じ
ています。
　12月22日に開催される「みんなで育むコン
サート」も、参加した方がたくさんの世代に
関わることで、笑顔になって、豊かになって
いくことに気づいていただける、そんな時間
にしたいと思っています。

「子育て家族の笑顔」

◇ゲストスピーチ 子育て応援ZEROSAI 代表  井上真由美 氏

11月14日

10月31日

総数
－4 54
－5 54

出席
40
34

欠席
3
0

メイク
アップ HC出席率

74.07％

62.96％

出席率
94.00％

100％

7
15



◇出席率報告

 ● 片岡由起夫（高知ロイヤルＲＣ）本日は、
貴重なお時間を頂きありがとうございまし
た。１月19日、お待ちしております。
 ● 寺尾正生　子育て応援、頑張ってください。
親（夫）育て応援のイベントはないのでしょ
うか？家内を参加させたいのですが。
 ● 松本隆之　井上真由美様、貴重な卓話あり
がとうございました。来月のコンサートの成
功を確信しました。ちなみにＲＫＣの井上た
くみアナウンサーがご主人です。
 ● 石川　健　先月、10月８日の50周年記念事
業の日に奇しくもケイタイ電話が破損しまし
た。早速買い換えましたが、バックアップが
できてなくて、ここ３年ほどの電話番号、ラ
インが消えてしまいました。ラインは石川退
室となるそうで、東ＲＣの中にも、“会長終

高知東ロータリークラブ週報
第2353号

11月21日.2018

本日　11月21日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「高知みらい科学館の目指すもの」

高知みらい科学館 館長 髙橋　信裕 氏

次週　11月28日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「日本で留学する意義を母国の経済状況に関連付けて考える」

米山記念奨学生 チンゲスダライ トール さん

第2399回　例会報告／平成30年11月14日　天候　曇

◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんにちは。
物持ちのいい寺尾ですの
で、まだ風邪が治りきら
ず、声の調子も悪くお聞
き苦しいと思いますが、
お許しください。

　昨日、ある業界の会があり、慶応大学で教
鞭をとられていた工藤先生のお話を聞きまし
た。演題は「日本一の商社をつくった人　金
子直吉」でした。現在、工藤先生は高知に帰
っておられますが、以前、高知で50人ぐらい
の宴席で、金子直吉のことを聞いても誰も知
らなかったそうです。数年前、私がロータ
リーで金子直吉の話をしたときも、数人の方
しかご存知なかった記憶があります。
　金子直吉は仁淀村の出身で、家が貧しかっ
たため高知の質屋さんで丁稚奉公をします。
ここで、彼は質入れされた本を読み、後に大
学はどこかと聞かれると「質屋大学」だと答
えていたそうです。利発だった彼は、質屋の
主人の紹介で、20歳のとき神戸の鈴木商店に
入ります。
　鈴木商店では、当主が亡くなったあと、未
亡人のよねさんが事業を継ぎますが、その直
後、直吉は樟脳の取り引きで大きな損失を出
します。当時、樟脳はキロ20円ぐらいの取り
引きだったものが第一次世界大戦の影響で、

高値になるだろうと考え、40円で外国商社に
売る約束をした。ところが、仕入れ値がキロ
80円にまで急騰し、40円で売る約束をしてい
た直吉は大損を出してしまいます。ご主人の
親戚などからお金を借りて、何とか仕舞いを
つけますが、そのとき、直吉はビジネスで一
番大切なのは情報だと。扱う物の情報を知ら
ずに商売をするとこういう結果になるという
ことを学びます。
　工藤先生は、岩﨑弥太郎を高知で知らない
人はいない。しかし、金子直吉を知っている
人がいない。これはおかしいのではないかと
おっしゃっていました。私もそう思います。
高知は坂本龍馬、坂本龍馬ばかりで、私が一
番恥ずかしいと思うのは「高知龍馬空港」で
す。もちろん賛否両論あるでしょうが、何が
悲しくて「龍馬空港」なんだと思います。龍
馬頼みというか、本来は判官贔屓で、そうい
うものに屈しないのが高知県民気質だと、僕
は思っています。
　高知には、植木枝盛、谷　干城など、まだ
まだすごい人物がたくさんいます。先日の高
知新聞にも載っていましたが、船中八策にし
ても本当に坂本龍馬が作ったかというと、
作ってはいない。坂本龍馬は、素晴らしい人
物であったことには間違いないようですが、
司馬遼太郎の小説で一躍時の人となってし
まっただけで、僕の言うことに不信を感じる
方がいたら、津本　陽が龍馬について書いた
本を見てください。和歌山の人は坂本龍馬が
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　　　　　　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

2019年
１月２日㈬　休会（国民の祝日）
１月９日㈬　時間変更例会

（ザ クラウンパレス）
　　　　　　定例理事会
１月19日㈯　高知第Ⅰ分区・第Ⅱ分区Ｉ.Ｍ.

（高知ロイヤルＲＣ・ホテル日航高知旭ロイヤル）
１月30日㈬　役員会
２月６日㈬　観梅夜間例会（得月樓）
　　　　　　定例理事会
２月10日㈰　PETS・DTTS

（徳島グランヴィリオホテル）
２月13日㈬　ロータリー休日
２月27日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
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
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月４日㈫　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　12月17日㈪　クリスマス夜間例会
高知南ＲＣ　　12月20日㈭　年内最終夜間例会
高知中央ＲＣ　12月20日㈭　クリスマス夜間例会
高知西ＲＣ　　12月21日㈮　忘年夜間例会
高知ＲＣ　　　12月25日㈫　忘年夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月25日㈫　クリスマス夜間例会
高知南ＲＣ　　12月27日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　12月27日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　12月28日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　12月31日㈪　ロータリー休日

大嫌いである。無灯火、航海法を無視してぶ
つかって、当たり屋で水戸藩から大金を威し
取ったわけですから、和歌山の人間は高知の
人間がものすごく嫌いだそうです。
　僕が一番いやなのは、坂本龍馬と同じ誕生
日の11月15日生まれだということです。ぼん
くらの自分と偉人の龍馬が比べられるのが、
小さいころからものすごくいやで悲しかっ
た。ただ、忘れて欲しくないのは、明日は全
国一斉「かまぼこの日」です。平安時代、宮
廷の献立にかまぼこが出た日です。また、日
本の生コンクリートが世に発送された「コン
クリートの日」でもあります。もう一つ、小
さいころから「お前は頭がめでたい」と言わ
れた七五三の日でもあります。
　いろんな意味で、近代史を勉強して本当の
歴史、事実を自分で調べていくことが大事で
はないでしょうか。龍馬のように単に小説で
偉人化されたものを崇拝するという風潮は、
土佐人としてはいかがなものかと思います。
　本日の卓話は、「子育て家族の笑顔」と題
して、井上真由美様からお話を伺います。ま
た、先日メイキャップで来られた東京調布む
らさきＲＣの斯波様から、バナーが届いてい
ますので回覧します。　

◇来訪ロータリアン
　高知ロイヤルＲＣ　　片岡由起夫 氏
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
◇ＩＭのご案内について

　来年１月19日、日航ホ
テル高知旭ロイヤルでＩ
Ｍを開催します。テーマ
は「高知発　地方から発
信」として、各クラブの
皆さんからご意見を頂戴

します。お誘い合わせの上、ぜひともご参加
ください。
◇青少年奉仕委員会より
　前年度開催された第40回LYRAセミナーの
報告書、３月に開催された第10回全国RYLA
研究会の報告書を回覧します。
◇西条ＲＣより事務局移転のお知らせ
　（平成30年12月４日より）
　新住所
　〒793－0027　西条市朔日市779－８
　　　　　　　　西条商工会議所３階

　電話番号、ＦＡＸ、メールアドレスは変
更ありません。

◇会　長　報　告
・本日６時半から得月楼において、パスト会

長会を行います。
◇幹　事　報　告
・プロジェクターが壊れた件について、来週

例会後、臨時理事会を行います。

わったら縁切りかよ”と思った方もいるかも
しれませんが、決してそうではありません。
あしからずご了承ください。
 ● 山村一正　９月に父親から宮司を引き継ぎ
ました。溜息！
 ● 鬼頭愼一　誕生祝いありがとう。写真あり
がとう。
 ● 西森　大　はや１年が経過したようです。
これからもよろしくお願いいたします。
 ● 関　淑公　家内の誕生日記念お礼。先週、
結婚式出席のとき、私の隣は、家内の高校時
代の担任先生だった。家内の年齢を聞かれ、
それから楽しい話になった。
 ● 猿田隆夫　週報に大きく写真を載せていた
だきましたので。
 ● 別役修平　猿田隆夫先生、日本医師会最高
優功賞受賞おめでとうございます。今後とも
お元気で地域医療に貢献されますよう、お祈
りいたします。
 ● 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　２件

　私は高知市生まれで、小さいころの夢は、
高知市の県庁界隈のテナントビルで働くＯＬ
になりたいという、余り夢のない子どもでし
た。1993年、キリンビール株式会社に入社、
高知支店で14年勤務。皆さんご存知の「たっ
すいがは、いかん！」のキャッチコピーを発
案したのは私です。今でもこの言葉を使って
くれていることは、嬉しく思います。結婚を
機にキリンビールを退職。現在、11歳と８歳
の子どもの母親です。長男を出産した後、子
育 て サ ー ク ル を 立 ち 上 げ 、 子 育 て 応 援
ZEROSAIの代表として「子育て家族の笑
顔」をテーマに、高知県内各地で活動してい
ます。
　私の長男は、すごく泣く子で夜11時になる
と火が噴くように泣き始めます。主人も初め
ての子育てで、よく分からないため「もう勘
弁してくれ」と毎晩言われました。私も段々
しんどくなってきて、この子はいつになった
ら落ち着くのだろう。いつになったら首が据
わるのだろう。私の気持ちはいつになったら
楽になるのだろうと、出口のないトンネルの
中を彷徨っているみたいでした。実の母から
も「この子がこんなに泣くのは、あんたが日
ごろから抱き過ぎるから悪いのではないか。
抱くのをやめたらどう」などと言われて、と
ても辛くて、もしかしたら、私と同じように
子育てをしていることにしんどさを感じ、可
愛いはずの子どもが泣いている姿を見て、し
んどいと思っているお母さんがたくさん高知
県内にいるんじゃないかと思いました。
　子どもの健診で行った産婦人科の先生に、
その気持ちを伝えたところ、「うちの多目的
ホールを使って月に１回ぐらい、お母さんの
集まりをやってみたらどう？」と提案してく
れたのが、今の私の活動のきっかけになって
います。

　第１回目は13人のお母さんが参加しました。
こういう場を求めている人がたくさんいるこ
とを実感してから、私の活動はどんどん広
がっていきます。もっといろんなところで、
お母さんに知ってもらうために、高知市の一
つの任意団体として、サークル登録をしまし
た。そして、ふれあいセンターなどの公共施
設で活動するようになり、ますます幅が広
がっていきます。
　長男はとても元気な子で、子育てのイベン
トに行っても興味津々で、あれなに？これな
に？と、こちらが肩身の狭い思いをするぐら
いでした。そこで思ったのは、子育てイベン
トなのに、肩身の狭い思いをしなければいけ
ないのはなぜだろうと。だったら自分で、泣
いても騒いでもいいよ、という０歳からの音
楽コンサートをつくってみようと思いまし
た。けれど、こういうコンサートをしたいの
で場所を貸してくださいと、量販店などに
行っても「主婦がどうした。女の人が何か言
いに来た」みたいな対応を受けました。勤め
ているときは、キリンビールという名刺を出
すと、皆さんお話を聞いてくれたのに、何も
ない、単に主婦というのは、何と無力なんだ
ろうと気づきました。だけど、ステージは変
わっても、キリンビールで学んだ勝つための
基本は変わらないはずだ。子育てママたちの
笑顔のために、自分のできることは全てやろ
うと決心をします。
　いろんなところに頼み込んで、コンサート
会場を決め、お金もないのでテレビで宣伝で
きるわけでもない。じゃぁ、自分で営業活動
をしようと、２人の子どもを連れて３万枚の
チラシを１ヵ月で配りました。そうすると、
ほとんどの方がすごく温かい言葉をかけてく
れました。私の思いに賛同してくれる方、応
援してくれる方がたくさんいることに、心を

打たれました。コンサート当日、３回の公演
に1,000人の方が参加しました。お父さんと
お母さんが子どもたちを見守りながら、笑顔
で帰っていく姿を見て、じゃぁ、次は何をし
ようかと考えるようになりました。
　皆さんからの応援を原動力に、今はたくさ
んの活動をしています。その中で、コンサー
トに来れない、家から出ることができないお
母さんもいるかもしれない。そういうお母さ
んに、１歩出る勇気を持ってもらうために、
どういうことができるかを考えました。児童
家庭福祉センターの高知みそのさんと連携し
て、子育てに困難な家族のための絵本と音楽
のセラピーコンサートを、１家族のためだけ
に、年に数回ですが継続しています。
　また、地域の中で３世代ぐらいが一緒に

なって交流を深めることが、防犯や災害のと
きの助けになるし、子どもたちの見守りにも
なると考えて、地域を巻き込んだ活動もして
います。それが、みんなの幸せや地域の発
展、笑顔につながっていけばいいかなと思っ
ています。このような活動を続ける中で、私
はお父さん、お母さんの笑顔は、子どもたち
にとって大きなエネルギーになるし、子ども
たちの未来につながっていることを日々感じ
ています。
　12月22日に開催される「みんなで育むコン
サート」も、参加した方がたくさんの世代に
関わることで、笑顔になって、豊かになって
いくことに気づいていただける、そんな時間
にしたいと思っています。

「子育て家族の笑顔」

◇ゲストスピーチ 子育て応援ZEROSAI 代表  井上真由美 氏

11月14日

10月31日

総数
－4 54
－5 54

出席
40
34

欠席
3
0

メイク
アップ HC出席率

74.07％

62.96％

出席率
94.00％

100％

7
15



◇出席率報告

 ● 片岡由起夫（高知ロイヤルＲＣ）本日は、
貴重なお時間を頂きありがとうございまし
た。１月19日、お待ちしております。
 ● 寺尾正生　子育て応援、頑張ってください。
親（夫）育て応援のイベントはないのでしょ
うか？家内を参加させたいのですが。
 ● 松本隆之　井上真由美様、貴重な卓話あり
がとうございました。来月のコンサートの成
功を確信しました。ちなみにＲＫＣの井上た
くみアナウンサーがご主人です。
 ● 石川　健　先月、10月８日の50周年記念事
業の日に奇しくもケイタイ電話が破損しまし
た。早速買い換えましたが、バックアップが
できてなくて、ここ３年ほどの電話番号、ラ
インが消えてしまいました。ラインは石川退
室となるそうで、東ＲＣの中にも、“会長終

高知東ロータリークラブ週報
第2353号

11月21日.2018

本日　11月21日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「高知みらい科学館の目指すもの」

高知みらい科学館 館長 髙橋　信裕 氏

次週　11月28日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「日本で留学する意義を母国の経済状況に関連付けて考える」

米山記念奨学生 チンゲスダライ トール さん

第2399回　例会報告／平成30年11月14日　天候　曇

◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんにちは。
物持ちのいい寺尾ですの
で、まだ風邪が治りきら
ず、声の調子も悪くお聞
き苦しいと思いますが、
お許しください。

　昨日、ある業界の会があり、慶応大学で教
鞭をとられていた工藤先生のお話を聞きまし
た。演題は「日本一の商社をつくった人　金
子直吉」でした。現在、工藤先生は高知に帰
っておられますが、以前、高知で50人ぐらい
の宴席で、金子直吉のことを聞いても誰も知
らなかったそうです。数年前、私がロータ
リーで金子直吉の話をしたときも、数人の方
しかご存知なかった記憶があります。
　金子直吉は仁淀村の出身で、家が貧しかっ
たため高知の質屋さんで丁稚奉公をします。
ここで、彼は質入れされた本を読み、後に大
学はどこかと聞かれると「質屋大学」だと答
えていたそうです。利発だった彼は、質屋の
主人の紹介で、20歳のとき神戸の鈴木商店に
入ります。
　鈴木商店では、当主が亡くなったあと、未
亡人のよねさんが事業を継ぎますが、その直
後、直吉は樟脳の取り引きで大きな損失を出
します。当時、樟脳はキロ20円ぐらいの取り
引きだったものが第一次世界大戦の影響で、

高値になるだろうと考え、40円で外国商社に
売る約束をした。ところが、仕入れ値がキロ
80円にまで急騰し、40円で売る約束をしてい
た直吉は大損を出してしまいます。ご主人の
親戚などからお金を借りて、何とか仕舞いを
つけますが、そのとき、直吉はビジネスで一
番大切なのは情報だと。扱う物の情報を知ら
ずに商売をするとこういう結果になるという
ことを学びます。
　工藤先生は、岩﨑弥太郎を高知で知らない
人はいない。しかし、金子直吉を知っている
人がいない。これはおかしいのではないかと
おっしゃっていました。私もそう思います。
高知は坂本龍馬、坂本龍馬ばかりで、私が一
番恥ずかしいと思うのは「高知龍馬空港」で
す。もちろん賛否両論あるでしょうが、何が
悲しくて「龍馬空港」なんだと思います。龍
馬頼みというか、本来は判官贔屓で、そうい
うものに屈しないのが高知県民気質だと、僕
は思っています。
　高知には、植木枝盛、谷　干城など、まだ
まだすごい人物がたくさんいます。先日の高
知新聞にも載っていましたが、船中八策にし
ても本当に坂本龍馬が作ったかというと、
作ってはいない。坂本龍馬は、素晴らしい人
物であったことには間違いないようですが、
司馬遼太郎の小説で一躍時の人となってし
まっただけで、僕の言うことに不信を感じる
方がいたら、津本　陽が龍馬について書いた
本を見てください。和歌山の人は坂本龍馬が
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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
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大嫌いである。無灯火、航海法を無視してぶ
つかって、当たり屋で水戸藩から大金を威し
取ったわけですから、和歌山の人間は高知の
人間がものすごく嫌いだそうです。
　僕が一番いやなのは、坂本龍馬と同じ誕生
日の11月15日生まれだということです。ぼん
くらの自分と偉人の龍馬が比べられるのが、
小さいころからものすごくいやで悲しかっ
た。ただ、忘れて欲しくないのは、明日は全
国一斉「かまぼこの日」です。平安時代、宮
廷の献立にかまぼこが出た日です。また、日
本の生コンクリートが世に発送された「コン
クリートの日」でもあります。もう一つ、小
さいころから「お前は頭がめでたい」と言わ
れた七五三の日でもあります。
　いろんな意味で、近代史を勉強して本当の
歴史、事実を自分で調べていくことが大事で
はないでしょうか。龍馬のように単に小説で
偉人化されたものを崇拝するという風潮は、
土佐人としてはいかがなものかと思います。
　本日の卓話は、「子育て家族の笑顔」と題
して、井上真由美様からお話を伺います。ま
た、先日メイキャップで来られた東京調布む
らさきＲＣの斯波様から、バナーが届いてい
ますので回覧します。　

◇来訪ロータリアン
　高知ロイヤルＲＣ　　片岡由起夫 氏
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
◇ＩＭのご案内について

　来年１月19日、日航ホ
テル高知旭ロイヤルでＩ
Ｍを開催します。テーマ
は「高知発　地方から発
信」として、各クラブの
皆さんからご意見を頂戴

します。お誘い合わせの上、ぜひともご参加
ください。
◇青少年奉仕委員会より
　前年度開催された第40回LYRAセミナーの
報告書、３月に開催された第10回全国RYLA
研究会の報告書を回覧します。
◇西条ＲＣより事務局移転のお知らせ
　（平成30年12月４日より）
　新住所
　〒793－0027　西条市朔日市779－８
　　　　　　　　西条商工会議所３階

　電話番号、ＦＡＸ、メールアドレスは変
更ありません。

◇会　長　報　告
・本日６時半から得月楼において、パスト会

長会を行います。
◇幹　事　報　告
・プロジェクターが壊れた件について、来週

例会後、臨時理事会を行います。

わったら縁切りかよ”と思った方もいるかも
しれませんが、決してそうではありません。
あしからずご了承ください。
 ● 山村一正　９月に父親から宮司を引き継ぎ
ました。溜息！
 ● 鬼頭愼一　誕生祝いありがとう。写真あり
がとう。
 ● 西森　大　はや１年が経過したようです。
これからもよろしくお願いいたします。
 ● 関　淑公　家内の誕生日記念お礼。先週、
結婚式出席のとき、私の隣は、家内の高校時
代の担任先生だった。家内の年齢を聞かれ、
それから楽しい話になった。
 ● 猿田隆夫　週報に大きく写真を載せていた
だきましたので。
 ● 別役修平　猿田隆夫先生、日本医師会最高
優功賞受賞おめでとうございます。今後とも
お元気で地域医療に貢献されますよう、お祈
りいたします。
 ● 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　２件

　私は高知市生まれで、小さいころの夢は、
高知市の県庁界隈のテナントビルで働くＯＬ
になりたいという、余り夢のない子どもでし
た。1993年、キリンビール株式会社に入社、
高知支店で14年勤務。皆さんご存知の「たっ
すいがは、いかん！」のキャッチコピーを発
案したのは私です。今でもこの言葉を使って
くれていることは、嬉しく思います。結婚を
機にキリンビールを退職。現在、11歳と８歳
の子どもの母親です。長男を出産した後、子
育 て サ ー ク ル を 立 ち 上 げ 、 子 育 て 応 援
ZEROSAIの代表として「子育て家族の笑
顔」をテーマに、高知県内各地で活動してい
ます。
　私の長男は、すごく泣く子で夜11時になる
と火が噴くように泣き始めます。主人も初め
ての子育てで、よく分からないため「もう勘
弁してくれ」と毎晩言われました。私も段々
しんどくなってきて、この子はいつになった
ら落ち着くのだろう。いつになったら首が据
わるのだろう。私の気持ちはいつになったら
楽になるのだろうと、出口のないトンネルの
中を彷徨っているみたいでした。実の母から
も「この子がこんなに泣くのは、あんたが日
ごろから抱き過ぎるから悪いのではないか。
抱くのをやめたらどう」などと言われて、と
ても辛くて、もしかしたら、私と同じように
子育てをしていることにしんどさを感じ、可
愛いはずの子どもが泣いている姿を見て、し
んどいと思っているお母さんがたくさん高知
県内にいるんじゃないかと思いました。
　子どもの健診で行った産婦人科の先生に、
その気持ちを伝えたところ、「うちの多目的
ホールを使って月に１回ぐらい、お母さんの
集まりをやってみたらどう？」と提案してく
れたのが、今の私の活動のきっかけになって
います。

　第１回目は13人のお母さんが参加しました。
こういう場を求めている人がたくさんいるこ
とを実感してから、私の活動はどんどん広
がっていきます。もっといろんなところで、
お母さんに知ってもらうために、高知市の一
つの任意団体として、サークル登録をしまし
た。そして、ふれあいセンターなどの公共施
設で活動するようになり、ますます幅が広
がっていきます。
　長男はとても元気な子で、子育てのイベン
トに行っても興味津々で、あれなに？これな
に？と、こちらが肩身の狭い思いをするぐら
いでした。そこで思ったのは、子育てイベン
トなのに、肩身の狭い思いをしなければいけ
ないのはなぜだろうと。だったら自分で、泣
いても騒いでもいいよ、という０歳からの音
楽コンサートをつくってみようと思いまし
た。けれど、こういうコンサートをしたいの
で場所を貸してくださいと、量販店などに
行っても「主婦がどうした。女の人が何か言
いに来た」みたいな対応を受けました。勤め
ているときは、キリンビールという名刺を出
すと、皆さんお話を聞いてくれたのに、何も
ない、単に主婦というのは、何と無力なんだ
ろうと気づきました。だけど、ステージは変
わっても、キリンビールで学んだ勝つための
基本は変わらないはずだ。子育てママたちの
笑顔のために、自分のできることは全てやろ
うと決心をします。
　いろんなところに頼み込んで、コンサート
会場を決め、お金もないのでテレビで宣伝で
きるわけでもない。じゃぁ、自分で営業活動
をしようと、２人の子どもを連れて３万枚の
チラシを１ヵ月で配りました。そうすると、
ほとんどの方がすごく温かい言葉をかけてく
れました。私の思いに賛同してくれる方、応
援してくれる方がたくさんいることに、心を

打たれました。コンサート当日、３回の公演
に1,000人の方が参加しました。お父さんと
お母さんが子どもたちを見守りながら、笑顔
で帰っていく姿を見て、じゃぁ、次は何をし
ようかと考えるようになりました。
　皆さんからの応援を原動力に、今はたくさ
んの活動をしています。その中で、コンサー
トに来れない、家から出ることができないお
母さんもいるかもしれない。そういうお母さ
んに、１歩出る勇気を持ってもらうために、
どういうことができるかを考えました。児童
家庭福祉センターの高知みそのさんと連携し
て、子育てに困難な家族のための絵本と音楽
のセラピーコンサートを、１家族のためだけ
に、年に数回ですが継続しています。
　また、地域の中で３世代ぐらいが一緒に

なって交流を深めることが、防犯や災害のと
きの助けになるし、子どもたちの見守りにも
なると考えて、地域を巻き込んだ活動もして
います。それが、みんなの幸せや地域の発
展、笑顔につながっていけばいいかなと思っ
ています。このような活動を続ける中で、私
はお父さん、お母さんの笑顔は、子どもたち
にとって大きなエネルギーになるし、子ども
たちの未来につながっていることを日々感じ
ています。
　12月22日に開催される「みんなで育むコン
サート」も、参加した方がたくさんの世代に
関わることで、笑顔になって、豊かになって
いくことに気づいていただける、そんな時間
にしたいと思っています。

「子育て家族の笑顔」

◇ゲストスピーチ 子育て応援ZEROSAI 代表  井上真由美 氏

11月14日

10月31日

総数
－4 54
－5 54

出席
40
34

欠席
3
0

メイク
アップ HC出席率

74.07％

62.96％

出席率
94.00％

100％

7
15



◇出席率報告

 ● 片岡由起夫（高知ロイヤルＲＣ）本日は、
貴重なお時間を頂きありがとうございまし
た。１月19日、お待ちしております。
 ● 寺尾正生　子育て応援、頑張ってください。
親（夫）育て応援のイベントはないのでしょ
うか？家内を参加させたいのですが。
 ● 松本隆之　井上真由美様、貴重な卓話あり
がとうございました。来月のコンサートの成
功を確信しました。ちなみにＲＫＣの井上た
くみアナウンサーがご主人です。
 ● 石川　健　先月、10月８日の50周年記念事
業の日に奇しくもケイタイ電話が破損しまし
た。早速買い換えましたが、バックアップが
できてなくて、ここ３年ほどの電話番号、ラ
インが消えてしまいました。ラインは石川退
室となるそうで、東ＲＣの中にも、“会長終

高知東ロータリークラブ週報
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本日　11月21日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「高知みらい科学館の目指すもの」

高知みらい科学館 館長 髙橋　信裕 氏

次週　11月28日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「日本で留学する意義を母国の経済状況に関連付けて考える」

米山記念奨学生 チンゲスダライ トール さん

第2399回　例会報告／平成30年11月14日　天候　曇

◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんにちは。
物持ちのいい寺尾ですの
で、まだ風邪が治りきら
ず、声の調子も悪くお聞
き苦しいと思いますが、
お許しください。

　昨日、ある業界の会があり、慶応大学で教
鞭をとられていた工藤先生のお話を聞きまし
た。演題は「日本一の商社をつくった人　金
子直吉」でした。現在、工藤先生は高知に帰
っておられますが、以前、高知で50人ぐらい
の宴席で、金子直吉のことを聞いても誰も知
らなかったそうです。数年前、私がロータ
リーで金子直吉の話をしたときも、数人の方
しかご存知なかった記憶があります。
　金子直吉は仁淀村の出身で、家が貧しかっ
たため高知の質屋さんで丁稚奉公をします。
ここで、彼は質入れされた本を読み、後に大
学はどこかと聞かれると「質屋大学」だと答
えていたそうです。利発だった彼は、質屋の
主人の紹介で、20歳のとき神戸の鈴木商店に
入ります。
　鈴木商店では、当主が亡くなったあと、未
亡人のよねさんが事業を継ぎますが、その直
後、直吉は樟脳の取り引きで大きな損失を出
します。当時、樟脳はキロ20円ぐらいの取り
引きだったものが第一次世界大戦の影響で、

高値になるだろうと考え、40円で外国商社に
売る約束をした。ところが、仕入れ値がキロ
80円にまで急騰し、40円で売る約束をしてい
た直吉は大損を出してしまいます。ご主人の
親戚などからお金を借りて、何とか仕舞いを
つけますが、そのとき、直吉はビジネスで一
番大切なのは情報だと。扱う物の情報を知ら
ずに商売をするとこういう結果になるという
ことを学びます。
　工藤先生は、岩﨑弥太郎を高知で知らない
人はいない。しかし、金子直吉を知っている
人がいない。これはおかしいのではないかと
おっしゃっていました。私もそう思います。
高知は坂本龍馬、坂本龍馬ばかりで、私が一
番恥ずかしいと思うのは「高知龍馬空港」で
す。もちろん賛否両論あるでしょうが、何が
悲しくて「龍馬空港」なんだと思います。龍
馬頼みというか、本来は判官贔屓で、そうい
うものに屈しないのが高知県民気質だと、僕
は思っています。
　高知には、植木枝盛、谷　干城など、まだ
まだすごい人物がたくさんいます。先日の高
知新聞にも載っていましたが、船中八策にし
ても本当に坂本龍馬が作ったかというと、
作ってはいない。坂本龍馬は、素晴らしい人
物であったことには間違いないようですが、
司馬遼太郎の小説で一躍時の人となってし
まっただけで、僕の言うことに不信を感じる
方がいたら、津本　陽が龍馬について書いた
本を見てください。和歌山の人は坂本龍馬が
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● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
623,760円

33,100円

656,860円

5,986円

1円

5,987円

629,746円

33,101円

662,847円

チビニコ 合　計

11月14日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
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

2019年
１月２日㈬　休会（国民の祝日）
１月９日㈬　時間変更例会

（ザ クラウンパレス）
　　　　　　定例理事会
１月19日㈯　高知第Ⅰ分区・第Ⅱ分区Ｉ.Ｍ.

（高知ロイヤルＲＣ・ホテル日航高知旭ロイヤル）
１月30日㈬　役員会
２月６日㈬　観梅夜間例会（得月樓）
　　　　　　定例理事会
２月10日㈰　PETS・DTTS

（徳島グランヴィリオホテル）
２月13日㈬　ロータリー休日
２月27日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
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
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月４日㈫　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　12月17日㈪　クリスマス夜間例会
高知南ＲＣ　　12月20日㈭　年内最終夜間例会
高知中央ＲＣ　12月20日㈭　クリスマス夜間例会
高知西ＲＣ　　12月21日㈮　忘年夜間例会
高知ＲＣ　　　12月25日㈫　忘年夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月25日㈫　クリスマス夜間例会
高知南ＲＣ　　12月27日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　12月27日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　12月28日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　12月31日㈪　ロータリー休日

大嫌いである。無灯火、航海法を無視してぶ
つかって、当たり屋で水戸藩から大金を威し
取ったわけですから、和歌山の人間は高知の
人間がものすごく嫌いだそうです。
　僕が一番いやなのは、坂本龍馬と同じ誕生
日の11月15日生まれだということです。ぼん
くらの自分と偉人の龍馬が比べられるのが、
小さいころからものすごくいやで悲しかっ
た。ただ、忘れて欲しくないのは、明日は全
国一斉「かまぼこの日」です。平安時代、宮
廷の献立にかまぼこが出た日です。また、日
本の生コンクリートが世に発送された「コン
クリートの日」でもあります。もう一つ、小
さいころから「お前は頭がめでたい」と言わ
れた七五三の日でもあります。
　いろんな意味で、近代史を勉強して本当の
歴史、事実を自分で調べていくことが大事で
はないでしょうか。龍馬のように単に小説で
偉人化されたものを崇拝するという風潮は、
土佐人としてはいかがなものかと思います。
　本日の卓話は、「子育て家族の笑顔」と題
して、井上真由美様からお話を伺います。ま
た、先日メイキャップで来られた東京調布む
らさきＲＣの斯波様から、バナーが届いてい
ますので回覧します。　

◇来訪ロータリアン
　高知ロイヤルＲＣ　　片岡由起夫 氏
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
◇ＩＭのご案内について

　来年１月19日、日航ホ
テル高知旭ロイヤルでＩ
Ｍを開催します。テーマ
は「高知発　地方から発
信」として、各クラブの
皆さんからご意見を頂戴

します。お誘い合わせの上、ぜひともご参加
ください。
◇青少年奉仕委員会より
　前年度開催された第40回LYRAセミナーの
報告書、３月に開催された第10回全国RYLA
研究会の報告書を回覧します。
◇西条ＲＣより事務局移転のお知らせ
　（平成30年12月４日より）
　新住所
　〒793－0027　西条市朔日市779－８
　　　　　　　　西条商工会議所３階

　電話番号、ＦＡＸ、メールアドレスは変
更ありません。

◇会　長　報　告
・本日６時半から得月楼において、パスト会

長会を行います。
◇幹　事　報　告
・プロジェクターが壊れた件について、来週

例会後、臨時理事会を行います。

わったら縁切りかよ”と思った方もいるかも
しれませんが、決してそうではありません。
あしからずご了承ください。
 ● 山村一正　９月に父親から宮司を引き継ぎ
ました。溜息！
 ● 鬼頭愼一　誕生祝いありがとう。写真あり
がとう。
 ● 西森　大　はや１年が経過したようです。
これからもよろしくお願いいたします。
 ● 関　淑公　家内の誕生日記念お礼。先週、
結婚式出席のとき、私の隣は、家内の高校時
代の担任先生だった。家内の年齢を聞かれ、
それから楽しい話になった。
 ● 猿田隆夫　週報に大きく写真を載せていた
だきましたので。
 ● 別役修平　猿田隆夫先生、日本医師会最高
優功賞受賞おめでとうございます。今後とも
お元気で地域医療に貢献されますよう、お祈
りいたします。
 ● 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　２件

　私は高知市生まれで、小さいころの夢は、
高知市の県庁界隈のテナントビルで働くＯＬ
になりたいという、余り夢のない子どもでし
た。1993年、キリンビール株式会社に入社、
高知支店で14年勤務。皆さんご存知の「たっ
すいがは、いかん！」のキャッチコピーを発
案したのは私です。今でもこの言葉を使って
くれていることは、嬉しく思います。結婚を
機にキリンビールを退職。現在、11歳と８歳
の子どもの母親です。長男を出産した後、子
育 て サ ー ク ル を 立 ち 上 げ 、 子 育 て 応 援
ZEROSAIの代表として「子育て家族の笑
顔」をテーマに、高知県内各地で活動してい
ます。
　私の長男は、すごく泣く子で夜11時になる
と火が噴くように泣き始めます。主人も初め
ての子育てで、よく分からないため「もう勘
弁してくれ」と毎晩言われました。私も段々
しんどくなってきて、この子はいつになった
ら落ち着くのだろう。いつになったら首が据
わるのだろう。私の気持ちはいつになったら
楽になるのだろうと、出口のないトンネルの
中を彷徨っているみたいでした。実の母から
も「この子がこんなに泣くのは、あんたが日
ごろから抱き過ぎるから悪いのではないか。
抱くのをやめたらどう」などと言われて、と
ても辛くて、もしかしたら、私と同じように
子育てをしていることにしんどさを感じ、可
愛いはずの子どもが泣いている姿を見て、し
んどいと思っているお母さんがたくさん高知
県内にいるんじゃないかと思いました。
　子どもの健診で行った産婦人科の先生に、
その気持ちを伝えたところ、「うちの多目的
ホールを使って月に１回ぐらい、お母さんの
集まりをやってみたらどう？」と提案してく
れたのが、今の私の活動のきっかけになって
います。

　第１回目は13人のお母さんが参加しました。
こういう場を求めている人がたくさんいるこ
とを実感してから、私の活動はどんどん広
がっていきます。もっといろんなところで、
お母さんに知ってもらうために、高知市の一
つの任意団体として、サークル登録をしまし
た。そして、ふれあいセンターなどの公共施
設で活動するようになり、ますます幅が広
がっていきます。
　長男はとても元気な子で、子育てのイベン
トに行っても興味津々で、あれなに？これな
に？と、こちらが肩身の狭い思いをするぐら
いでした。そこで思ったのは、子育てイベン
トなのに、肩身の狭い思いをしなければいけ
ないのはなぜだろうと。だったら自分で、泣
いても騒いでもいいよ、という０歳からの音
楽コンサートをつくってみようと思いまし
た。けれど、こういうコンサートをしたいの
で場所を貸してくださいと、量販店などに
行っても「主婦がどうした。女の人が何か言
いに来た」みたいな対応を受けました。勤め
ているときは、キリンビールという名刺を出
すと、皆さんお話を聞いてくれたのに、何も
ない、単に主婦というのは、何と無力なんだ
ろうと気づきました。だけど、ステージは変
わっても、キリンビールで学んだ勝つための
基本は変わらないはずだ。子育てママたちの
笑顔のために、自分のできることは全てやろ
うと決心をします。
　いろんなところに頼み込んで、コンサート
会場を決め、お金もないのでテレビで宣伝で
きるわけでもない。じゃぁ、自分で営業活動
をしようと、２人の子どもを連れて３万枚の
チラシを１ヵ月で配りました。そうすると、
ほとんどの方がすごく温かい言葉をかけてく
れました。私の思いに賛同してくれる方、応
援してくれる方がたくさんいることに、心を

打たれました。コンサート当日、３回の公演
に1,000人の方が参加しました。お父さんと
お母さんが子どもたちを見守りながら、笑顔
で帰っていく姿を見て、じゃぁ、次は何をし
ようかと考えるようになりました。
　皆さんからの応援を原動力に、今はたくさ
んの活動をしています。その中で、コンサー
トに来れない、家から出ることができないお
母さんもいるかもしれない。そういうお母さ
んに、１歩出る勇気を持ってもらうために、
どういうことができるかを考えました。児童
家庭福祉センターの高知みそのさんと連携し
て、子育てに困難な家族のための絵本と音楽
のセラピーコンサートを、１家族のためだけ
に、年に数回ですが継続しています。
　また、地域の中で３世代ぐらいが一緒に

なって交流を深めることが、防犯や災害のと
きの助けになるし、子どもたちの見守りにも
なると考えて、地域を巻き込んだ活動もして
います。それが、みんなの幸せや地域の発
展、笑顔につながっていけばいいかなと思っ
ています。このような活動を続ける中で、私
はお父さん、お母さんの笑顔は、子どもたち
にとって大きなエネルギーになるし、子ども
たちの未来につながっていることを日々感じ
ています。
　12月22日に開催される「みんなで育むコン
サート」も、参加した方がたくさんの世代に
関わることで、笑顔になって、豊かになって
いくことに気づいていただける、そんな時間
にしたいと思っています。

「子育て家族の笑顔」

◇ゲストスピーチ 子育て応援ZEROSAI 代表  井上真由美 氏

11月14日

10月31日

総数
－4 54
－5 54

出席
40
34

欠席
3
0

メイク
アップ HC出席率

74.07％

62.96％

出席率
94.00％

100％

7
15



◇出席率報告

 ● 片岡由起夫（高知ロイヤルＲＣ）本日は、
貴重なお時間を頂きありがとうございまし
た。１月19日、お待ちしております。
 ● 寺尾正生　子育て応援、頑張ってください。
親（夫）育て応援のイベントはないのでしょ
うか？家内を参加させたいのですが。
 ● 松本隆之　井上真由美様、貴重な卓話あり
がとうございました。来月のコンサートの成
功を確信しました。ちなみにＲＫＣの井上た
くみアナウンサーがご主人です。
 ● 石川　健　先月、10月８日の50周年記念事
業の日に奇しくもケイタイ電話が破損しまし
た。早速買い換えましたが、バックアップが
できてなくて、ここ３年ほどの電話番号、ラ
インが消えてしまいました。ラインは石川退
室となるそうで、東ＲＣの中にも、“会長終
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本日　11月21日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「高知みらい科学館の目指すもの」

高知みらい科学館 館長 髙橋　信裕 氏

次週　11月28日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「日本で留学する意義を母国の経済状況に関連付けて考える」

米山記念奨学生 チンゲスダライ トール さん

第2399回　例会報告／平成30年11月14日　天候　曇

◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんにちは。
物持ちのいい寺尾ですの
で、まだ風邪が治りきら
ず、声の調子も悪くお聞
き苦しいと思いますが、
お許しください。

　昨日、ある業界の会があり、慶応大学で教
鞭をとられていた工藤先生のお話を聞きまし
た。演題は「日本一の商社をつくった人　金
子直吉」でした。現在、工藤先生は高知に帰
っておられますが、以前、高知で50人ぐらい
の宴席で、金子直吉のことを聞いても誰も知
らなかったそうです。数年前、私がロータ
リーで金子直吉の話をしたときも、数人の方
しかご存知なかった記憶があります。
　金子直吉は仁淀村の出身で、家が貧しかっ
たため高知の質屋さんで丁稚奉公をします。
ここで、彼は質入れされた本を読み、後に大
学はどこかと聞かれると「質屋大学」だと答
えていたそうです。利発だった彼は、質屋の
主人の紹介で、20歳のとき神戸の鈴木商店に
入ります。
　鈴木商店では、当主が亡くなったあと、未
亡人のよねさんが事業を継ぎますが、その直
後、直吉は樟脳の取り引きで大きな損失を出
します。当時、樟脳はキロ20円ぐらいの取り
引きだったものが第一次世界大戦の影響で、

高値になるだろうと考え、40円で外国商社に
売る約束をした。ところが、仕入れ値がキロ
80円にまで急騰し、40円で売る約束をしてい
た直吉は大損を出してしまいます。ご主人の
親戚などからお金を借りて、何とか仕舞いを
つけますが、そのとき、直吉はビジネスで一
番大切なのは情報だと。扱う物の情報を知ら
ずに商売をするとこういう結果になるという
ことを学びます。
　工藤先生は、岩﨑弥太郎を高知で知らない
人はいない。しかし、金子直吉を知っている
人がいない。これはおかしいのではないかと
おっしゃっていました。私もそう思います。
高知は坂本龍馬、坂本龍馬ばかりで、私が一
番恥ずかしいと思うのは「高知龍馬空港」で
す。もちろん賛否両論あるでしょうが、何が
悲しくて「龍馬空港」なんだと思います。龍
馬頼みというか、本来は判官贔屓で、そうい
うものに屈しないのが高知県民気質だと、僕
は思っています。
　高知には、植木枝盛、谷　干城など、まだ
まだすごい人物がたくさんいます。先日の高
知新聞にも載っていましたが、船中八策にし
ても本当に坂本龍馬が作ったかというと、
作ってはいない。坂本龍馬は、素晴らしい人
物であったことには間違いないようですが、
司馬遼太郎の小説で一躍時の人となってし
まっただけで、僕の言うことに不信を感じる
方がいたら、津本　陽が龍馬について書いた
本を見てください。和歌山の人は坂本龍馬が
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● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
623,760円

33,100円

656,860円

5,986円

1円

5,987円

629,746円

33,101円

662,847円

チビニコ 合　計

11月14日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
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

2019年
１月２日㈬　休会（国民の祝日）
１月９日㈬　時間変更例会

（ザ クラウンパレス）
　　　　　　定例理事会
１月19日㈯　高知第Ⅰ分区・第Ⅱ分区Ｉ.Ｍ.

（高知ロイヤルＲＣ・ホテル日航高知旭ロイヤル）
１月30日㈬　役員会
２月６日㈬　観梅夜間例会（得月樓）
　　　　　　定例理事会
２月10日㈰　PETS・DTTS

（徳島グランヴィリオホテル）
２月13日㈬　ロータリー休日
２月27日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
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
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月４日㈫　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　12月17日㈪　クリスマス夜間例会
高知南ＲＣ　　12月20日㈭　年内最終夜間例会
高知中央ＲＣ　12月20日㈭　クリスマス夜間例会
高知西ＲＣ　　12月21日㈮　忘年夜間例会
高知ＲＣ　　　12月25日㈫　忘年夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月25日㈫　クリスマス夜間例会
高知南ＲＣ　　12月27日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　12月27日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　12月28日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　12月31日㈪　ロータリー休日

大嫌いである。無灯火、航海法を無視してぶ
つかって、当たり屋で水戸藩から大金を威し
取ったわけですから、和歌山の人間は高知の
人間がものすごく嫌いだそうです。
　僕が一番いやなのは、坂本龍馬と同じ誕生
日の11月15日生まれだということです。ぼん
くらの自分と偉人の龍馬が比べられるのが、
小さいころからものすごくいやで悲しかっ
た。ただ、忘れて欲しくないのは、明日は全
国一斉「かまぼこの日」です。平安時代、宮
廷の献立にかまぼこが出た日です。また、日
本の生コンクリートが世に発送された「コン
クリートの日」でもあります。もう一つ、小
さいころから「お前は頭がめでたい」と言わ
れた七五三の日でもあります。
　いろんな意味で、近代史を勉強して本当の
歴史、事実を自分で調べていくことが大事で
はないでしょうか。龍馬のように単に小説で
偉人化されたものを崇拝するという風潮は、
土佐人としてはいかがなものかと思います。
　本日の卓話は、「子育て家族の笑顔」と題
して、井上真由美様からお話を伺います。ま
た、先日メイキャップで来られた東京調布む
らさきＲＣの斯波様から、バナーが届いてい
ますので回覧します。　

◇来訪ロータリアン
　高知ロイヤルＲＣ　　片岡由起夫 氏
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
◇ＩＭのご案内について

　来年１月19日、日航ホ
テル高知旭ロイヤルでＩ
Ｍを開催します。テーマ
は「高知発　地方から発
信」として、各クラブの
皆さんからご意見を頂戴

します。お誘い合わせの上、ぜひともご参加
ください。
◇青少年奉仕委員会より
　前年度開催された第40回LYRAセミナーの
報告書、３月に開催された第10回全国RYLA
研究会の報告書を回覧します。
◇西条ＲＣより事務局移転のお知らせ
　（平成30年12月４日より）
　新住所
　〒793－0027　西条市朔日市779－８
　　　　　　　　西条商工会議所３階

　電話番号、ＦＡＸ、メールアドレスは変
更ありません。

◇会　長　報　告
・本日６時半から得月楼において、パスト会

長会を行います。
◇幹　事　報　告
・プロジェクターが壊れた件について、来週

例会後、臨時理事会を行います。

わったら縁切りかよ”と思った方もいるかも
しれませんが、決してそうではありません。
あしからずご了承ください。
 ● 山村一正　９月に父親から宮司を引き継ぎ
ました。溜息！
 ● 鬼頭愼一　誕生祝いありがとう。写真あり
がとう。
 ● 西森　大　はや１年が経過したようです。
これからもよろしくお願いいたします。
 ● 関　淑公　家内の誕生日記念お礼。先週、
結婚式出席のとき、私の隣は、家内の高校時
代の担任先生だった。家内の年齢を聞かれ、
それから楽しい話になった。
 ● 猿田隆夫　週報に大きく写真を載せていた
だきましたので。
 ● 別役修平　猿田隆夫先生、日本医師会最高
優功賞受賞おめでとうございます。今後とも
お元気で地域医療に貢献されますよう、お祈
りいたします。
 ● 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　２件

　私は高知市生まれで、小さいころの夢は、
高知市の県庁界隈のテナントビルで働くＯＬ
になりたいという、余り夢のない子どもでし
た。1993年、キリンビール株式会社に入社、
高知支店で14年勤務。皆さんご存知の「たっ
すいがは、いかん！」のキャッチコピーを発
案したのは私です。今でもこの言葉を使って
くれていることは、嬉しく思います。結婚を
機にキリンビールを退職。現在、11歳と８歳
の子どもの母親です。長男を出産した後、子
育 て サ ー ク ル を 立 ち 上 げ 、 子 育 て 応 援
ZEROSAIの代表として「子育て家族の笑
顔」をテーマに、高知県内各地で活動してい
ます。
　私の長男は、すごく泣く子で夜11時になる
と火が噴くように泣き始めます。主人も初め
ての子育てで、よく分からないため「もう勘
弁してくれ」と毎晩言われました。私も段々
しんどくなってきて、この子はいつになった
ら落ち着くのだろう。いつになったら首が据
わるのだろう。私の気持ちはいつになったら
楽になるのだろうと、出口のないトンネルの
中を彷徨っているみたいでした。実の母から
も「この子がこんなに泣くのは、あんたが日
ごろから抱き過ぎるから悪いのではないか。
抱くのをやめたらどう」などと言われて、と
ても辛くて、もしかしたら、私と同じように
子育てをしていることにしんどさを感じ、可
愛いはずの子どもが泣いている姿を見て、し
んどいと思っているお母さんがたくさん高知
県内にいるんじゃないかと思いました。
　子どもの健診で行った産婦人科の先生に、
その気持ちを伝えたところ、「うちの多目的
ホールを使って月に１回ぐらい、お母さんの
集まりをやってみたらどう？」と提案してく
れたのが、今の私の活動のきっかけになって
います。

　第１回目は13人のお母さんが参加しました。
こういう場を求めている人がたくさんいるこ
とを実感してから、私の活動はどんどん広
がっていきます。もっといろんなところで、
お母さんに知ってもらうために、高知市の一
つの任意団体として、サークル登録をしまし
た。そして、ふれあいセンターなどの公共施
設で活動するようになり、ますます幅が広
がっていきます。
　長男はとても元気な子で、子育てのイベン
トに行っても興味津々で、あれなに？これな
に？と、こちらが肩身の狭い思いをするぐら
いでした。そこで思ったのは、子育てイベン
トなのに、肩身の狭い思いをしなければいけ
ないのはなぜだろうと。だったら自分で、泣
いても騒いでもいいよ、という０歳からの音
楽コンサートをつくってみようと思いまし
た。けれど、こういうコンサートをしたいの
で場所を貸してくださいと、量販店などに
行っても「主婦がどうした。女の人が何か言
いに来た」みたいな対応を受けました。勤め
ているときは、キリンビールという名刺を出
すと、皆さんお話を聞いてくれたのに、何も
ない、単に主婦というのは、何と無力なんだ
ろうと気づきました。だけど、ステージは変
わっても、キリンビールで学んだ勝つための
基本は変わらないはずだ。子育てママたちの
笑顔のために、自分のできることは全てやろ
うと決心をします。
　いろんなところに頼み込んで、コンサート
会場を決め、お金もないのでテレビで宣伝で
きるわけでもない。じゃぁ、自分で営業活動
をしようと、２人の子どもを連れて３万枚の
チラシを１ヵ月で配りました。そうすると、
ほとんどの方がすごく温かい言葉をかけてく
れました。私の思いに賛同してくれる方、応
援してくれる方がたくさんいることに、心を

打たれました。コンサート当日、３回の公演
に1,000人の方が参加しました。お父さんと
お母さんが子どもたちを見守りながら、笑顔
で帰っていく姿を見て、じゃぁ、次は何をし
ようかと考えるようになりました。
　皆さんからの応援を原動力に、今はたくさ
んの活動をしています。その中で、コンサー
トに来れない、家から出ることができないお
母さんもいるかもしれない。そういうお母さ
んに、１歩出る勇気を持ってもらうために、
どういうことができるかを考えました。児童
家庭福祉センターの高知みそのさんと連携し
て、子育てに困難な家族のための絵本と音楽
のセラピーコンサートを、１家族のためだけ
に、年に数回ですが継続しています。
　また、地域の中で３世代ぐらいが一緒に

なって交流を深めることが、防犯や災害のと
きの助けになるし、子どもたちの見守りにも
なると考えて、地域を巻き込んだ活動もして
います。それが、みんなの幸せや地域の発
展、笑顔につながっていけばいいかなと思っ
ています。このような活動を続ける中で、私
はお父さん、お母さんの笑顔は、子どもたち
にとって大きなエネルギーになるし、子ども
たちの未来につながっていることを日々感じ
ています。
　12月22日に開催される「みんなで育むコン
サート」も、参加した方がたくさんの世代に
関わることで、笑顔になって、豊かになって
いくことに気づいていただける、そんな時間
にしたいと思っています。

「子育て家族の笑顔」

◇ゲストスピーチ 子育て応援ZEROSAI 代表  井上真由美 氏

11月14日

10月31日

総数
－4 54
－5 54

出席
40
34

欠席
3
0

メイク
アップ HC出席率

74.07％

62.96％

出席率
94.00％

100％

7
15


