
◇出席率報告

 ● 寺尾正生　ネームプレートを持ち帰り、例
会に忘れてきました、お詫び。昨日、新しく
できたツタヤ書店に行ってきました。２階に
上がり、本を探すのになぜか苦労しました。
 ● 松本隆之　亀川様、本日は卓話をありがと
うございました。次週は、称名寺での職場例
会でございます。ぜひとも「とでん」をご利
用の上、お越しください。ＩＭもお疲れさま
でした。
 ● 猿田隆夫　先週「職業奉仕は、ロータリー
の根幹か？について」と題して卓話をさせて
いただきました。時間がなく、早口で分かり
にくかったと思います。今月の「ロータリー
の友」にも職業奉仕について議論されていま
すが、多くの意見は、伝統的な日本のロータ
リーを支持しているようです。
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本日　１月30日㈬ 12：30  称名寺
　　　職　場　例　会
　　　 「ロータリーと称名寺本堂との関係」

称名寺名誉住職 早瀬　源慶 会員

次週　２月６日㈬ 18：30  得月樓

　　　 　観 　 梅 　 夜 　 間 　 例 　 会

第2407回　例会報告／平成31年１月23日　天候　晴

◇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。
お正月気分がだんだん薄
らいできたころだと思い
ます。
　先日、8クラブ合同の
会長・幹事会が開かれ、

長期交換事業の会計報告がありました。その
中で、１、２点理解できない部分があり、各
クラブに持ち帰り、理事会などで検討してほ
しいということでした。
　一つは、長期交換事業の予算の内部留保と
して400万円近い積立がある。それぐらいの
積立があれば、会員から徴収している金額を
半分、あるいはゼロにすることもできるので
はないかといった話し合いの中で、長期交換
学生の受け入れを一旦中止した北クラブの幹
事から、何かがあったときのために内部留保
しているのではないか。もし事故でもあれば、
400万ぐらいのお金では、とても片が付く物
ではない。事故が起こるとホストファミリー
に非常にリスクがある制度ではないだろうか
といったお話がありました。
　このことについては、以前の会長・幹事会
で話し合いがあり議論は尽くされているとい
うことでしたが、現状、出席した私を含め松
本幹事なども、何かがあったとき、どういう
対処をしていいのか、どういう補償がでるの

か、内容が全く分からない。やはりもう一度、
詳しく調べ直すことが必要。そうでないと、
長期交換の制度自体に問題が出てくるのでは
という意見が出ました。そこで、前回の議論
も踏まえて、損保や弁護士の方も含めて、も
う一度考え直してみようということになりま
したので、ご報告いたします。
　今日の新聞に、女性数学者の講演の記事が
出ていました。ＡＩには言葉の読解力がない。
単なる記号として言葉を理解し、人間より賢
い形で表現をするだけである。「悲しい」と
いう言葉でもＡＩは、か・な・し・いという
組み合わせだけで判断し、感情として分かる
わけではない。といった内容でした。
　我々ロータリアンも、例会に参加して、何
かを身に付けて帰ろう。経営について、組織
について、今日はいい勉強をしたと思えるの
が例会だと思います。ロータリアン同士話す
中で、豊富な知識を持っている方はたくさん
おられます。けれども、昔から言われるのは
「知識は３日で身につくが、教養はわずかな
期間で身につくものではない。熟成されてい
かなければいけない」ということです。ロー
タリアンとして、この例会の中で知識を学び
合うだけではなくて、食事をしながら教養に
ついて熟成するものが醸しだされていく。
ロータリー活動について条文を読んだりする
以上に、もう一つ奥の深い教養というものが
身に付いていく。そういう例会になっていけ
ば、出席者も増えるし、素晴らしい例会にな
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■高知東ＲＣ当面の日程
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
３月６日㈬　定例理事会
情報集会
　３月12日㈫～14日㈭　18:30（城西館）
　３月13日㈬　13:30（ザ クラウンパレス）
３月27日㈬　花見夜間例会（城西館）
　　　　　　役員会

■例会変更のお知らせ
高知西ＲＣ　　２月１日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　２月４日㈪　2/1職場例会に振替
香長ＲＣ　　　２月５日㈫　2/6観梅夜間例会に変更
高知中央ＲＣ　２月７日㈭　創立記念夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　２月12日㈫　観梅夜間例会
高知中央ＲＣ　２月14日㈭　建国記念日に振替
高知南ＲＣ　　２月21日㈭　夜間例会
高知西ＲＣ　　２月22日㈮　夜間例会
高知北ＲＣ　　２月25日㈪　炉辺夜間例会
高知ＲＣ　　　２月26日㈫　創立夜間例会
高知北ＲＣ　　３月11日㈪　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　３月14日㈭　職場例会
高知ＲＣ　　　３月19日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　３月19日㈫　花見例会に振替
高知北ＲＣ　　３月25日㈪　3/24家族合同野外例会に振替
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　３月26日㈫　お泊り例会に振替
高知南ＲＣ　　３月28日㈭　花見例会
高知西ＲＣ　　３月29日㈮　ロータリー休日

るのではないかと感じました。
◇水曜会よりバザーのお礼

　先日のバザーでは、皆
さんに協力していただき、
37万弱の売上でした。ひ
とえに皆さまのお陰だと
喜んでいます。今後とも
よろしくお願いします。

◇来訪ロータリアン
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏

◇職業奉仕委員会より
　来週は、早瀬会員の称名寺で職場例会です。
「ロータリーと称名寺本堂の関係」と題し
て、卓話をしていただきます。多くの出席を
お願いします。
◇幹　事　報　告
・来週は、称名寺において職場例会です。出

席をよろしくお願いします。また、例会終
了後、役員会を行います。

・ＩＭへの出席のお礼が届いています。

　皆さんご存知のとおり、現在、公共交通は
非常に厳しい状況にあります。ただ、電車は
ここ５、６年、利用客は減少しておらず、下
げ止まりをしています。昭和50年代の終わり
には電車不要論も出ましたが、今はそんな声
はなくなっています。むしろ、定時走行、渋
滞緩和、CO2対策で見直しされています。全
国で路面電車の会社は19しかありません。四
国内では伊予鉄さんと私どもです。とさでん
交通の電車には三つの日本一があります。現
在、営業運行している路面電車の中では、日
本最古。路線の距離、25.3キロ。停留所と停
留所間がわずか63メートルのところがある。
こういったことを材料にしながら、高知に馴
染み、路面電車に乗って、高知の観光名所を
巡っていただきたいと、我々は進んでまいり
ました。
　はりまや橋交差点はもともと、電車の軌道
が平面で交差する「ダイヤモンドクロッシン
グ」という全国的にも珍しい場所です。ダイ
ヤモンドクロッシングというのは旧土電が命
名したものですが、これを今まで誰も知りま
せんでした。しかし、商売をしているとマー
ケティング、広告と言ったものが大事で、い

「ダイヤモンドクロッシング」

◇ゲストスピーチ とさでん交通㈱ 専務取締役  亀川　代平 氏

ろんな人の目に触れることで、広がりを持っ
て全国から来ていただく。乗っていただくこ
とが必要です。その中の一環として、このダ
イヤモンドクロッシングを売ろうというの
を、私どもの社長も盛んに言ってきました。
　そうした中で一昨年の４月、電車のダイヤ
改正により、多いときで月に10回程度、はり
まや橋の交差点上で、３両が同時に斜めに交
差するトリプル・クロス（命名者・四国銀行
の行員）が発生することが分かりました。朝
８時12分ごろ、知寄町方面からはりまや橋、
桟橋に行く電車が時刻表上、ちょっと遅れる
と発生します。これを電車のファンが見つけ
て、じわじわと人気になりました。ネット上
や朝日、日経等の全国版のデジタル記事に取
り上げていただき、また、アメトークなどに
も掲載されました。
　そこで、日本３大がっかり名所の一つとい
われるはりまや橋。そのはりまや橋の横に、
実はこんな名所があったんですよ。ただ、い
つも電車が遅延すると叱られますので、これ
は偶然の産物。巡り会えば幸せな気分になり
ますよ、ということを謳い文句に看板を掲げ
よう。この看板設置費用をクラウドファン

ディングで募ろうということになりました。
　クラウドファンディングとは、一般には馴
染みが薄いのですが、ネット上で、いろんな
事業に対しての支援を募る。全国から資金を
募るといった手法です。私どもが今まで関連
したクラウドファンディングとしては、３年
前に、県出身の漫画家、西原理恵子さんの電
車、西原電車の企画がありました。これはフ
ジサンケイグループのSPAという雑誌の企画
で、漫画の連載をしている西原さんをコンテ
ンツにして、電車の広告をする、西原さんと
一緒におきゃく電車で飲めますといったこと
で、資金を募りました。そうすると、西原さ
んの知名度はすごくて、約900万円があっと
いう間に集まりました。
　今回の我々のクラウドファンディングの目
標金額は60万円。これに対して２日間で目標
額を達成、最終的には227万9,000円、全国27
都道府県、280名の方々から支援をいただき
ました。一昨日、交番のあるビルに看板を設

置、除幕式を行いました。うちの社長からは
「とさでんだけでなく、高知の観光に資する
ように、プラスになるように、いろんなもの
とコラボレーションをしながら、高知を盛り
上げていこう」という挨拶がありました。私
どもも、高知の観光に少しでもプラスになる
ように、ネットをはじめ、たくさんの手を打
つことで、地元を盛り上げていきたいという
思いです。
　支援をいただいた方へのお礼状は、トリプ
ル・クロスとはりまや橋。純真、お馬がのぞ
いているといった構図で、弊社の社長がイラ
ストを描きました。なかなか絵のセンスがあ
ると好評を博しているところです。
　最後に、今度の土曜日、クラウドファン
ディングの最高額の支援をいただいた方への
返礼として、夜、トリプル・クロスを人為的
に発生させる予定です。マスコミにもリリー
スしますが、皆さんにもぜひ見ていただけた
らと思います。

 ● 前川美智子　亀川さん、卓話ありがとうご
ざいました。興味深いお話でした。ＩＭ、岡
本さんお疲れさまでした。
 ● 浦田健治　河野さん、バザーの際には大変
お世話になりました。（浦田の妻より）
 ● 髙橋卓弥　家庭記念日祝い、ありがとうご
ざいました。今年は妻に優しくしたいと思い
ます。
 ● 土居祐三　入会祝いのお礼です。同時に入
会した三島さん、森田さんはいなくなってし
まいましたが、引き続き頑張ります。本年最
初の例会出席です。遅くなりましたが、また
１年よろしくお願いします。
 ● 寺村　勉　入会記念日祝いありがとうござ
いました。皆さん、これからもどうぞよろし
くお願いします。　　
 ● 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　１件
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香長ＲＣ　　　２月５日㈫　2/6観梅夜間例会に変更
高知中央ＲＣ　２月７日㈭　創立記念夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　２月12日㈫　観梅夜間例会
高知中央ＲＣ　２月14日㈭　建国記念日に振替
高知南ＲＣ　　２月21日㈭　夜間例会
高知西ＲＣ　　２月22日㈮　夜間例会
高知北ＲＣ　　２月25日㈪　炉辺夜間例会
高知ＲＣ　　　２月26日㈫　創立夜間例会
高知北ＲＣ　　３月11日㈪　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　３月14日㈭　職場例会
高知ＲＣ　　　３月19日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　３月19日㈫　花見例会に振替
高知北ＲＣ　　３月25日㈪　3/24家族合同野外例会に振替
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　３月26日㈫　お泊り例会に振替
高知南ＲＣ　　３月28日㈭　花見例会
高知西ＲＣ　　３月29日㈮　ロータリー休日

るのではないかと感じました。
◇水曜会よりバザーのお礼

　先日のバザーでは、皆
さんに協力していただき、
37万弱の売上でした。ひ
とえに皆さまのお陰だと
喜んでいます。今後とも
よろしくお願いします。

◇来訪ロータリアン
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏

◇職業奉仕委員会より
　来週は、早瀬会員の称名寺で職場例会です。
「ロータリーと称名寺本堂の関係」と題し
て、卓話をしていただきます。多くの出席を
お願いします。
◇幹　事　報　告
・来週は、称名寺において職場例会です。出

席をよろしくお願いします。また、例会終
了後、役員会を行います。

・ＩＭへの出席のお礼が届いています。

　皆さんご存知のとおり、現在、公共交通は
非常に厳しい状況にあります。ただ、電車は
ここ５、６年、利用客は減少しておらず、下
げ止まりをしています。昭和50年代の終わり
には電車不要論も出ましたが、今はそんな声
はなくなっています。むしろ、定時走行、渋
滞緩和、CO2対策で見直しされています。全
国で路面電車の会社は19しかありません。四
国内では伊予鉄さんと私どもです。とさでん
交通の電車には三つの日本一があります。現
在、営業運行している路面電車の中では、日
本最古。路線の距離、25.3キロ。停留所と停
留所間がわずか63メートルのところがある。
こういったことを材料にしながら、高知に馴
染み、路面電車に乗って、高知の観光名所を
巡っていただきたいと、我々は進んでまいり
ました。
　はりまや橋交差点はもともと、電車の軌道
が平面で交差する「ダイヤモンドクロッシン
グ」という全国的にも珍しい場所です。ダイ
ヤモンドクロッシングというのは旧土電が命
名したものですが、これを今まで誰も知りま
せんでした。しかし、商売をしているとマー
ケティング、広告と言ったものが大事で、い

「ダイヤモンドクロッシング」

◇ゲストスピーチ とさでん交通㈱ 専務取締役  亀川　代平 氏

ろんな人の目に触れることで、広がりを持っ
て全国から来ていただく。乗っていただくこ
とが必要です。その中の一環として、このダ
イヤモンドクロッシングを売ろうというの
を、私どもの社長も盛んに言ってきました。
　そうした中で一昨年の４月、電車のダイヤ
改正により、多いときで月に10回程度、はり
まや橋の交差点上で、３両が同時に斜めに交
差するトリプル・クロス（命名者・四国銀行
の行員）が発生することが分かりました。朝
８時12分ごろ、知寄町方面からはりまや橋、
桟橋に行く電車が時刻表上、ちょっと遅れる
と発生します。これを電車のファンが見つけ
て、じわじわと人気になりました。ネット上
や朝日、日経等の全国版のデジタル記事に取
り上げていただき、また、アメトークなどに
も掲載されました。
　そこで、日本３大がっかり名所の一つとい
われるはりまや橋。そのはりまや橋の横に、
実はこんな名所があったんですよ。ただ、い
つも電車が遅延すると叱られますので、これ
は偶然の産物。巡り会えば幸せな気分になり
ますよ、ということを謳い文句に看板を掲げ
よう。この看板設置費用をクラウドファン

ディングで募ろうということになりました。
　クラウドファンディングとは、一般には馴
染みが薄いのですが、ネット上で、いろんな
事業に対しての支援を募る。全国から資金を
募るといった手法です。私どもが今まで関連
したクラウドファンディングとしては、３年
前に、県出身の漫画家、西原理恵子さんの電
車、西原電車の企画がありました。これはフ
ジサンケイグループのSPAという雑誌の企画
で、漫画の連載をしている西原さんをコンテ
ンツにして、電車の広告をする、西原さんと
一緒におきゃく電車で飲めますといったこと
で、資金を募りました。そうすると、西原さ
んの知名度はすごくて、約900万円があっと
いう間に集まりました。
　今回の我々のクラウドファンディングの目
標金額は60万円。これに対して２日間で目標
額を達成、最終的には227万9,000円、全国27
都道府県、280名の方々から支援をいただき
ました。一昨日、交番のあるビルに看板を設

置、除幕式を行いました。うちの社長からは
「とさでんだけでなく、高知の観光に資する
ように、プラスになるように、いろんなもの
とコラボレーションをしながら、高知を盛り
上げていこう」という挨拶がありました。私
どもも、高知の観光に少しでもプラスになる
ように、ネットをはじめ、たくさんの手を打
つことで、地元を盛り上げていきたいという
思いです。
　支援をいただいた方へのお礼状は、トリプ
ル・クロスとはりまや橋。純真、お馬がのぞ
いているといった構図で、弊社の社長がイラ
ストを描きました。なかなか絵のセンスがあ
ると好評を博しているところです。
　最後に、今度の土曜日、クラウドファン
ディングの最高額の支援をいただいた方への
返礼として、夜、トリプル・クロスを人為的
に発生させる予定です。マスコミにもリリー
スしますが、皆さんにもぜひ見ていただけた
らと思います。

 ● 前川美智子　亀川さん、卓話ありがとうご
ざいました。興味深いお話でした。ＩＭ、岡
本さんお疲れさまでした。
 ● 浦田健治　河野さん、バザーの際には大変
お世話になりました。（浦田の妻より）
 ● 髙橋卓弥　家庭記念日祝い、ありがとうご
ざいました。今年は妻に優しくしたいと思い
ます。
 ● 土居祐三　入会祝いのお礼です。同時に入
会した三島さん、森田さんはいなくなってし
まいましたが、引き続き頑張ります。本年最
初の例会出席です。遅くなりましたが、また
１年よろしくお願いします。
 ● 寺村　勉　入会記念日祝いありがとうござ
いました。皆さん、これからもどうぞよろし
くお願いします。　　
 ● 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　１件

１月23日

１月９日
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94.12％

100％
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◇出席率報告

 ● 寺尾正生　ネームプレートを持ち帰り、例
会に忘れてきました、お詫び。昨日、新しく
できたツタヤ書店に行ってきました。２階に
上がり、本を探すのになぜか苦労しました。
 ● 松本隆之　亀川様、本日は卓話をありがと
うございました。次週は、称名寺での職場例
会でございます。ぜひとも「とでん」をご利
用の上、お越しください。ＩＭもお疲れさま
でした。
 ● 猿田隆夫　先週「職業奉仕は、ロータリー
の根幹か？について」と題して卓話をさせて
いただきました。時間がなく、早口で分かり
にくかったと思います。今月の「ロータリー
の友」にも職業奉仕について議論されていま
すが、多くの意見は、伝統的な日本のロータ
リーを支持しているようです。

高知東ロータリークラブ週報
第2361号
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本日　１月30日㈬ 12：30  称名寺
　　　職　場　例　会
　　　 「ロータリーと称名寺本堂との関係」

称名寺名誉住職 早瀬　源慶 会員

次週　２月６日㈬ 18：30  得月樓

　　　 　観 　 梅 　 夜 　 間 　 例 　 会

第2407回　例会報告／平成31年１月23日　天候　晴

◇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。
お正月気分がだんだん薄
らいできたころだと思い
ます。
　先日、8クラブ合同の
会長・幹事会が開かれ、

長期交換事業の会計報告がありました。その
中で、１、２点理解できない部分があり、各
クラブに持ち帰り、理事会などで検討してほ
しいということでした。
　一つは、長期交換事業の予算の内部留保と
して400万円近い積立がある。それぐらいの
積立があれば、会員から徴収している金額を
半分、あるいはゼロにすることもできるので
はないかといった話し合いの中で、長期交換
学生の受け入れを一旦中止した北クラブの幹
事から、何かがあったときのために内部留保
しているのではないか。もし事故でもあれば、
400万ぐらいのお金では、とても片が付く物
ではない。事故が起こるとホストファミリー
に非常にリスクがある制度ではないだろうか
といったお話がありました。
　このことについては、以前の会長・幹事会
で話し合いがあり議論は尽くされているとい
うことでしたが、現状、出席した私を含め松
本幹事なども、何かがあったとき、どういう
対処をしていいのか、どういう補償がでるの

か、内容が全く分からない。やはりもう一度、
詳しく調べ直すことが必要。そうでないと、
長期交換の制度自体に問題が出てくるのでは
という意見が出ました。そこで、前回の議論
も踏まえて、損保や弁護士の方も含めて、も
う一度考え直してみようということになりま
したので、ご報告いたします。
　今日の新聞に、女性数学者の講演の記事が
出ていました。ＡＩには言葉の読解力がない。
単なる記号として言葉を理解し、人間より賢
い形で表現をするだけである。「悲しい」と
いう言葉でもＡＩは、か・な・し・いという
組み合わせだけで判断し、感情として分かる
わけではない。といった内容でした。
　我々ロータリアンも、例会に参加して、何
かを身に付けて帰ろう。経営について、組織
について、今日はいい勉強をしたと思えるの
が例会だと思います。ロータリアン同士話す
中で、豊富な知識を持っている方はたくさん
おられます。けれども、昔から言われるのは
「知識は３日で身につくが、教養はわずかな
期間で身につくものではない。熟成されてい
かなければいけない」ということです。ロー
タリアンとして、この例会の中で知識を学び
合うだけではなくて、食事をしながら教養に
ついて熟成するものが醸しだされていく。
ロータリー活動について条文を読んだりする
以上に、もう一つ奥の深い教養というものが
身に付いていく。そういう例会になっていけ
ば、出席者も増えるし、素晴らしい例会にな
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● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
872,160円

16,600円

888,760円

16,868円

0円

16,868円

889,028円

16,600円

905,628円

チビニコ 合　計

１月23日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
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
３月６日㈬　定例理事会
情報集会
　３月12日㈫～14日㈭　18:30（城西館）
　３月13日㈬　13:30（ザ クラウンパレス）
３月27日㈬　花見夜間例会（城西館）
　　　　　　役員会

■例会変更のお知らせ
高知西ＲＣ　　２月１日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　２月４日㈪　2/1職場例会に振替
香長ＲＣ　　　２月５日㈫　2/6観梅夜間例会に変更
高知中央ＲＣ　２月７日㈭　創立記念夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　２月12日㈫　観梅夜間例会
高知中央ＲＣ　２月14日㈭　建国記念日に振替
高知南ＲＣ　　２月21日㈭　夜間例会
高知西ＲＣ　　２月22日㈮　夜間例会
高知北ＲＣ　　２月25日㈪　炉辺夜間例会
高知ＲＣ　　　２月26日㈫　創立夜間例会
高知北ＲＣ　　３月11日㈪　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　３月14日㈭　職場例会
高知ＲＣ　　　３月19日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　３月19日㈫　花見例会に振替
高知北ＲＣ　　３月25日㈪　3/24家族合同野外例会に振替
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　３月26日㈫　お泊り例会に振替
高知南ＲＣ　　３月28日㈭　花見例会
高知西ＲＣ　　３月29日㈮　ロータリー休日

るのではないかと感じました。
◇水曜会よりバザーのお礼

　先日のバザーでは、皆
さんに協力していただき、
37万弱の売上でした。ひ
とえに皆さまのお陰だと
喜んでいます。今後とも
よろしくお願いします。

◇来訪ロータリアン
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏

◇職業奉仕委員会より
　来週は、早瀬会員の称名寺で職場例会です。
「ロータリーと称名寺本堂の関係」と題し
て、卓話をしていただきます。多くの出席を
お願いします。
◇幹　事　報　告
・来週は、称名寺において職場例会です。出

席をよろしくお願いします。また、例会終
了後、役員会を行います。

・ＩＭへの出席のお礼が届いています。

　皆さんご存知のとおり、現在、公共交通は
非常に厳しい状況にあります。ただ、電車は
ここ５、６年、利用客は減少しておらず、下
げ止まりをしています。昭和50年代の終わり
には電車不要論も出ましたが、今はそんな声
はなくなっています。むしろ、定時走行、渋
滞緩和、CO2対策で見直しされています。全
国で路面電車の会社は19しかありません。四
国内では伊予鉄さんと私どもです。とさでん
交通の電車には三つの日本一があります。現
在、営業運行している路面電車の中では、日
本最古。路線の距離、25.3キロ。停留所と停
留所間がわずか63メートルのところがある。
こういったことを材料にしながら、高知に馴
染み、路面電車に乗って、高知の観光名所を
巡っていただきたいと、我々は進んでまいり
ました。
　はりまや橋交差点はもともと、電車の軌道
が平面で交差する「ダイヤモンドクロッシン
グ」という全国的にも珍しい場所です。ダイ
ヤモンドクロッシングというのは旧土電が命
名したものですが、これを今まで誰も知りま
せんでした。しかし、商売をしているとマー
ケティング、広告と言ったものが大事で、い

「ダイヤモンドクロッシング」

◇ゲストスピーチ とさでん交通㈱ 専務取締役  亀川　代平 氏

ろんな人の目に触れることで、広がりを持っ
て全国から来ていただく。乗っていただくこ
とが必要です。その中の一環として、このダ
イヤモンドクロッシングを売ろうというの
を、私どもの社長も盛んに言ってきました。
　そうした中で一昨年の４月、電車のダイヤ
改正により、多いときで月に10回程度、はり
まや橋の交差点上で、３両が同時に斜めに交
差するトリプル・クロス（命名者・四国銀行
の行員）が発生することが分かりました。朝
８時12分ごろ、知寄町方面からはりまや橋、
桟橋に行く電車が時刻表上、ちょっと遅れる
と発生します。これを電車のファンが見つけ
て、じわじわと人気になりました。ネット上
や朝日、日経等の全国版のデジタル記事に取
り上げていただき、また、アメトークなどに
も掲載されました。
　そこで、日本３大がっかり名所の一つとい
われるはりまや橋。そのはりまや橋の横に、
実はこんな名所があったんですよ。ただ、い
つも電車が遅延すると叱られますので、これ
は偶然の産物。巡り会えば幸せな気分になり
ますよ、ということを謳い文句に看板を掲げ
よう。この看板設置費用をクラウドファン

ディングで募ろうということになりました。
　クラウドファンディングとは、一般には馴
染みが薄いのですが、ネット上で、いろんな
事業に対しての支援を募る。全国から資金を
募るといった手法です。私どもが今まで関連
したクラウドファンディングとしては、３年
前に、県出身の漫画家、西原理恵子さんの電
車、西原電車の企画がありました。これはフ
ジサンケイグループのSPAという雑誌の企画
で、漫画の連載をしている西原さんをコンテ
ンツにして、電車の広告をする、西原さんと
一緒におきゃく電車で飲めますといったこと
で、資金を募りました。そうすると、西原さ
んの知名度はすごくて、約900万円があっと
いう間に集まりました。
　今回の我々のクラウドファンディングの目
標金額は60万円。これに対して２日間で目標
額を達成、最終的には227万9,000円、全国27
都道府県、280名の方々から支援をいただき
ました。一昨日、交番のあるビルに看板を設

置、除幕式を行いました。うちの社長からは
「とさでんだけでなく、高知の観光に資する
ように、プラスになるように、いろんなもの
とコラボレーションをしながら、高知を盛り
上げていこう」という挨拶がありました。私
どもも、高知の観光に少しでもプラスになる
ように、ネットをはじめ、たくさんの手を打
つことで、地元を盛り上げていきたいという
思いです。
　支援をいただいた方へのお礼状は、トリプ
ル・クロスとはりまや橋。純真、お馬がのぞ
いているといった構図で、弊社の社長がイラ
ストを描きました。なかなか絵のセンスがあ
ると好評を博しているところです。
　最後に、今度の土曜日、クラウドファン
ディングの最高額の支援をいただいた方への
返礼として、夜、トリプル・クロスを人為的
に発生させる予定です。マスコミにもリリー
スしますが、皆さんにもぜひ見ていただけた
らと思います。

 ● 前川美智子　亀川さん、卓話ありがとうご
ざいました。興味深いお話でした。ＩＭ、岡
本さんお疲れさまでした。
 ● 浦田健治　河野さん、バザーの際には大変
お世話になりました。（浦田の妻より）
 ● 髙橋卓弥　家庭記念日祝い、ありがとうご
ざいました。今年は妻に優しくしたいと思い
ます。
 ● 土居祐三　入会祝いのお礼です。同時に入
会した三島さん、森田さんはいなくなってし
まいましたが、引き続き頑張ります。本年最
初の例会出席です。遅くなりましたが、また
１年よろしくお願いします。
 ● 寺村　勉　入会記念日祝いありがとうござ
いました。皆さん、これからもどうぞよろし
くお願いします。　　
 ● 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　１件
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◇出席率報告

 ● 寺尾正生　ネームプレートを持ち帰り、例
会に忘れてきました、お詫び。昨日、新しく
できたツタヤ書店に行ってきました。２階に
上がり、本を探すのになぜか苦労しました。
 ● 松本隆之　亀川様、本日は卓話をありがと
うございました。次週は、称名寺での職場例
会でございます。ぜひとも「とでん」をご利
用の上、お越しください。ＩＭもお疲れさま
でした。
 ● 猿田隆夫　先週「職業奉仕は、ロータリー
の根幹か？について」と題して卓話をさせて
いただきました。時間がなく、早口で分かり
にくかったと思います。今月の「ロータリー
の友」にも職業奉仕について議論されていま
すが、多くの意見は、伝統的な日本のロータ
リーを支持しているようです。

高知東ロータリークラブ週報
第2361号

010月30日.2019

本日　１月30日㈬ 12：30  称名寺
　　　職　場　例　会
　　　 「ロータリーと称名寺本堂との関係」

称名寺名誉住職 早瀬　源慶 会員

次週　２月６日㈬ 18：30  得月樓

　　　 　観 　 梅 　 夜 　 間 　 例 　 会

第2407回　例会報告／平成31年１月23日　天候　晴

◇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。
お正月気分がだんだん薄
らいできたころだと思い
ます。
　先日、8クラブ合同の
会長・幹事会が開かれ、

長期交換事業の会計報告がありました。その
中で、１、２点理解できない部分があり、各
クラブに持ち帰り、理事会などで検討してほ
しいということでした。
　一つは、長期交換事業の予算の内部留保と
して400万円近い積立がある。それぐらいの
積立があれば、会員から徴収している金額を
半分、あるいはゼロにすることもできるので
はないかといった話し合いの中で、長期交換
学生の受け入れを一旦中止した北クラブの幹
事から、何かがあったときのために内部留保
しているのではないか。もし事故でもあれば、
400万ぐらいのお金では、とても片が付く物
ではない。事故が起こるとホストファミリー
に非常にリスクがある制度ではないだろうか
といったお話がありました。
　このことについては、以前の会長・幹事会
で話し合いがあり議論は尽くされているとい
うことでしたが、現状、出席した私を含め松
本幹事なども、何かがあったとき、どういう
対処をしていいのか、どういう補償がでるの

か、内容が全く分からない。やはりもう一度、
詳しく調べ直すことが必要。そうでないと、
長期交換の制度自体に問題が出てくるのでは
という意見が出ました。そこで、前回の議論
も踏まえて、損保や弁護士の方も含めて、も
う一度考え直してみようということになりま
したので、ご報告いたします。
　今日の新聞に、女性数学者の講演の記事が
出ていました。ＡＩには言葉の読解力がない。
単なる記号として言葉を理解し、人間より賢
い形で表現をするだけである。「悲しい」と
いう言葉でもＡＩは、か・な・し・いという
組み合わせだけで判断し、感情として分かる
わけではない。といった内容でした。
　我々ロータリアンも、例会に参加して、何
かを身に付けて帰ろう。経営について、組織
について、今日はいい勉強をしたと思えるの
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中で、豊富な知識を持っている方はたくさん
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「知識は３日で身につくが、教養はわずかな
期間で身につくものではない。熟成されてい
かなければいけない」ということです。ロー
タリアンとして、この例会の中で知識を学び
合うだけではなくて、食事をしながら教養に
ついて熟成するものが醸しだされていく。
ロータリー活動について条文を読んだりする
以上に、もう一つ奥の深い教養というものが
身に付いていく。そういう例会になっていけ
ば、出席者も増えるし、素晴らしい例会にな
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１月23日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
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
３月６日㈬　定例理事会
情報集会
　３月12日㈫～14日㈭　18:30（城西館）
　３月13日㈬　13:30（ザ クラウンパレス）
３月27日㈬　花見夜間例会（城西館）
　　　　　　役員会

■例会変更のお知らせ
高知西ＲＣ　　２月１日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　２月４日㈪　2/1職場例会に振替
香長ＲＣ　　　２月５日㈫　2/6観梅夜間例会に変更
高知中央ＲＣ　２月７日㈭　創立記念夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　２月12日㈫　観梅夜間例会
高知中央ＲＣ　２月14日㈭　建国記念日に振替
高知南ＲＣ　　２月21日㈭　夜間例会
高知西ＲＣ　　２月22日㈮　夜間例会
高知北ＲＣ　　２月25日㈪　炉辺夜間例会
高知ＲＣ　　　２月26日㈫　創立夜間例会
高知北ＲＣ　　３月11日㈪　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　３月14日㈭　職場例会
高知ＲＣ　　　３月19日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　３月19日㈫　花見例会に振替
高知北ＲＣ　　３月25日㈪　3/24家族合同野外例会に振替
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　３月26日㈫　お泊り例会に振替
高知南ＲＣ　　３月28日㈭　花見例会
高知西ＲＣ　　３月29日㈮　ロータリー休日

るのではないかと感じました。
◇水曜会よりバザーのお礼

　先日のバザーでは、皆
さんに協力していただき、
37万弱の売上でした。ひ
とえに皆さまのお陰だと
喜んでいます。今後とも
よろしくお願いします。

◇来訪ロータリアン
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏

◇職業奉仕委員会より
　来週は、早瀬会員の称名寺で職場例会です。
「ロータリーと称名寺本堂の関係」と題し
て、卓話をしていただきます。多くの出席を
お願いします。
◇幹　事　報　告
・来週は、称名寺において職場例会です。出

席をよろしくお願いします。また、例会終
了後、役員会を行います。

・ＩＭへの出席のお礼が届いています。
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「ダイヤモンドクロッシング」

◇ゲストスピーチ とさでん交通㈱ 専務取締役  亀川　代平 氏
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