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本日　２月27日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「牧野植物園のいままで、いまから」

水上　　元 会員

次週　３月６日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「　　未　　定　　」

デヴィ・スカルノ 夫人

第2410回　例会報告／平成31年２月20日　天候　晴

◇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。
観梅例会の後、先週が休
みでしたので、久し振り
にお顔を合わす感じがし
ます。私も例会でこうし
てお話していますが、自

分が何を話したか忘れることが多くありま
す。先日ちょっとロータリーに関しての資料
を見ていると、ロータリーにおける問題解決
の方法というものがあり、興味深いものでし
たので少しお話してみます。
　ロータリー自体、親睦を目的に始まったた
め、親睦が第一で奉仕はその後にくっついた
ものである。このことを前提に考えた場合、
ロータリーの問題解決の方法として、一つは
多数決、そして一つはコンセンサス（了
承）、もう一つがコンセント（満場一致）と
いう形がある。
　民主主義の長所であり欠点であるのが多数
決だと思うが、ロータリーにおいては、やは
り多数決というのはいかがなものか。という
のは、多数決で決める場合、どうしても多数
派と少数派に分かれる。少数派の意見を取り
上げれない多数決というのは、白か黒かで決
めてしまうわけで、これはいかがなものか。
そのときにおいて、多数派は、棚上げできる
ものであれば、良識的な判断のもとに提案を

取り下げるというのが、ロータリーの考え方
ではないのか。
　次に、コンセンサスによる解決は、提案者
もしくは起案者が各ロータリアンと話し合い、
了承を得る。これが１番いい方法ではないか
と思うが、その中でもいろんな意見が出る。
その場合、議論を盛り上げるために反対意見
を出して、ディベートになってしまうという
のはロータリアンとしていかがなものか。
ディベートなどではなくて、本当の意味で了
解できる。了解が得られなければ、反対意見
のある人は反対はしないが意見を取り下げる。
それが了承になるのではないか。お互いに良
識ある判断をしていただきたいというのが、
ロータリーの問題解決のコンセンサスの方法
ではないか。
　これは、あくまでも親睦第１を前提に考え
た場合です。意見が分かれると、そこにどう
しても歪みが生まれ親睦が崩れてくる。親睦
が崩れた場合には、ロータリーの前提が全部
崩れてしまうので、奉仕どころではないとい
うことだと思います。
　次に、コンセント。つなぐという意味で満
場一致ということになると思いますが、特に
最終意思決定が理事会にあるので、理事会で
話し合って決めるわけですが、これも意見が
分かれる。１人の反対意見が出る。
　僕も、ロータリーに入って、いろんな形で
先輩方から「満場一致で決まった」というこ
とをお聞きして、すごいなと思いましたが、
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２月20日
今期の累計

中身は反対の人が反対意見を封じ込めるとい
うことらしいです。10人のうち１人２人が反
対意見を述べたとしても、それを封じ込めれ
る内容であれば、良識の範囲内において封じ
込めて敢えて反対をしない。それがロータ
リーの満場一致ということです。例えば理事
会やいろんな決定において、賛成が９人、反
対が１人だったが、９人の意見に決まったと
いうのは、ロータリーの精神に反する。１人
の反対者は、敢えて反対をしない。良識ある
判断をもって反対をしないということにおい
て、満場一致が成立するということが書かれ
ていました。
　こういうやり方が、会社の運営において果
たして正しいかどうか。いろんな問題を親睦
最優先でしなければならないため、それぞれ
が取り下げたり、棚上げして蓋をしておこう
ということになると、問題は先送り、先送り
になって決まらないのではないかいう不安を
持たれる方もいると思います。この解決方法
を親睦の中において、クラブ内で考えていけ
れば、本当の意味の満場一致が生まれてくる
と思うので、とにかく親睦をということで、
ロータリーの運営をやっていければと思いま
す。
　うまく説明はできませんが、皆さんにも、
ロータリーの大人としての考え方というもの
を心に留めて、例会に参加したり、いろんな
会に参加していただいたら、和やかな雰囲気
で物事が進んでいくと思います。よろしくお
願いします。
◇国際奉仕委員会より
　年末からお願いしていました書き損じハガ
キが総計423枚、２万487円送金できました。
ご協力ありがとうございました。

◇青少年奉仕委員会より
・RYLAセミナーへの参加者募集がきていま

す。５月23日㈭から３泊４日、余島にて開
催されます。例年、当クラブは２名を派遣
しています。推薦者があれば、３月中旬ま
でに私もしくは事務局まで。

・少年少女キャンプの参加募集がきています。
希望者は３月13日までに私か事務局まで。

◇２月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　山﨑　敏朗
　福岡満喜子
　中平真理子
 ● 配偶者誕生日
　鬼田　綾子　　田内夕起子　　佐野　節子
　西森　冬弦　　沖　伸歩子　　前田　　紀
 ● 家庭記念日
　大川内孝典　　寺村　　勉　　浦田　健治
　島村　信一　　永　光男　　松岡　英雄
 ● 入会記念日
　中平真理子
◇幹　事　報　告
・３月６日の第一例会に、デヴィ夫人が来て

くださることになりました。外部告知はし
ていませんが、せっかくの機会ですので、
水曜会、ご家族にも出席していただこうと
思います。食事の関係がありますので、事
前に参加人数をお知らせください。

・３月12日から14日まで情報集会を開催しま
す。２月28日までに出欠をご連絡ください。

・香長ＲＣから花見例会の案内がきています。
３月26日、12時半、場所は月見山こどもの
森。出欠締切は３月13日。

・３月27日は城西館にて花見夜間例会です。
出欠締切は３月18日。

■高知東ＲＣ当面の日程
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
４月３日㈬　定例理事会
４月10日㈬　第５回クラブ協議会（次年度）
４月17日㈬　役員会
４月24日㈬　８ＲＣ合同夜間例会のため
　　　　　　18日㈭に変更

■例会変更のお知らせ
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

「「山の暮らしの心地良さ」を
　　　　　　　　　　商品に」

◇ゲストスピーチ トレトレ㈱  代表取締役  竹内　太郎 氏
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　トレトレというのは、イタリア語で数字の
３という意味です。私が居るのは仁淀川町の
名野川、中津渓谷のところです。33号線が目
の前に走っていて、33（トレトレ）、地元の
自然の物を取って使っているということで、
トレトレとしました。
　私は今43歳。生まれは土佐山田ですが、高
校生まで春野町で過ごしました。大学で京都
に出て、そのまま京都で仕事をしていました。
明治43年創業の105年目になる店で、私は外
販を担当していて、お客さまのメインは、高
島屋、三越、西武、そごう、伊勢丹といった
東京にあるお店でした。
　あるとき、このまま自分自身進んでいって
いいのかなという疑問を持ち始めました。ま
た、京都の暮らしの中でも、欲しいと思うも
のがなくなってきました。大量生産でもなく、
芸術品でもない、民芸というものが欲しいな
と。暮らしの中から生まれてくる物に真実味
を感じて、自分もそういう仕事がしたい。グ
ローバルの時代だけど、逆にローカルの方が
特徴が出せるのではないか、そんなふうに思
いました。そこで、東京とは逆の意味での最
先端は地元の高知だと。世界のどこに並べて
も勝負ができる物を仁淀川町から出していく
ことに意味があるのではと思い、39歳で高知
にＪターンしてきました。
　トレトレの商品としては、まず、「摘み草
ブレンドティー」。先日、天皇陛下がいらし
た折、お食事のときに３種類のお茶を出させ
ていただきました。
　ビワの葉、カキドオシ、青シソ、レモング
ラスを少しブレンドしたオリジナルのお茶は、
京都の和久傳さんで、会席料理の間で出して
いただいています。
　ドクダミなどは厳密にいうと、採りどきは
年に３日ぐらいです。ビワの葉は排気ガスを

よく吸うため、国道縁は苦くなります。です
から、山間のものを摘んでいます。自分たち
だけでは、とても間に合いませんので、山間
のお父さん、お母さん方100人ぐらいの仲間
に摘んでもらって買い取ります。お茶の味わ
いを固定するために、ブレンドレシピは0.01
グラム単位です。細かい話ですが、0.1グラ
ム単位の秤だと0.05グラムも0.14グラムも四
捨五入で0.1グラム、その差は0.09グラム、ほ
ぼ0.1グラムです。ですから、100の１グラム
まで計ります。小売りのパッケージのデザイ
ンは梅原真さんです。
　お土産というと些少ですが、今日皆さんの
お手元にあるのは「によどヒノキウォーター」
です。これは、私自身が２年ぐらい使ってい
ました。すると、取り引き先の方たちに「こ
れ売ってよ」と言われて、高知県立大学の先
生のお世話になって、分析や日持ち・加速度
テストをしていただきました。ヒノキを丸太
のままチップにして蒸留すると、少し臭みが
出ます。そこで、製材にしてからチップにす
ると穏やかな香りが出るのかなと思っていま
す。
　この商品は、読売巨人軍さんからお話いた
だいて、４月の東京ドームの開幕戦から販売
することになっています。読売さんも、池川
町の空気、山、水、暮らしの中から生まれて
きたということを気に入って、昨年１年間、
選手の寮やロッカールームで使っていただき、
発売となりました。また、糸井重里さんが主
催している「ほぼ日ストア」とは、３年ほど
前からお取引しています。高知では、マルニ
ガーデンさんや牧野植物園のショップ、ハ
マート薊野店さんにも置いていますので、機
会があれば手に取っていただけたらと思いま
す。
　このような形で、仁淀川町の片隅から世の

中に打って出てみようと、チャンレンジをし ています。

◇出席率報告

 ● 寺尾正生　１週あけての例会となりました。
例会次第が前後してしまい、バタバタの例会
となりました。残る例会、スムーズな司会を
心がけます。よろしくお願いします。
 ● 松本隆之　竹内さん、素晴らしい卓話をあ
りがとうございました。あと娘に少しいいこ
とがありましたので、ニコニコへ。
 ● 柳澤光秋　今年のパストガバナーの仕事は、
１月12日・米山選考、１月19日・ＩＭ、１月
21日・「ロータリーの友」東京、２月３日・
第11回LYRA神戸講演、２月10日・ＰＥＴＳ
徳島、２月18日・「ロータリーの友」東京、
２月24日・全国危機管理、東京です。

 ● 岡﨑勇樹　２月６日、観梅夜間例会で人生
初のはしけんで優勝しちゃいました。ルール
も分からず、空気読めなくてすいません。
 ● 水上　元　竹内様、本日は卓話をありがと
うございました。欠席で申しわけありません。
牧野植物園とのコラボもよろしくお願いいた
します。新しい園地の一つをオープンするこ
とができました。牧野植物園の将来計画につ
きましては、来週お話させていただきます
が、今後ともご支援をお願いいたします。
 ● 前川美智子　早瀬さん、ありがとうござい
ました。１月30日称名寺さんでの職場例会で
は大変お世話になりました。お寺での音響の
こだわりがよく分かり、天井の高さなども設
計から携わり関係があることを知り驚きまし
た。また当日は、初めて、寺尾会長の代理を
務めさせていただき、松本幹事にはいろいろ
お世話になりました。重ねてお礼を申し上げ
ます。
 ● 福岡満喜子　誕生日のお祝いありがとうご
ざいました。ボーッと生きている間にいつの
間にか喜寿を過ぎてしまったみたいです。
 ● 中平真理子　お誕生祝い、入会記念、あり
がとうございました。月日のたつのは早いも
のです。ロータリー歴18年目になりました。
 ● 佐野博三　妻の誕生祝いありがとうござい
ます。結婚したときは未成年で、親の許可が
いりましたが、今は75歳となりました。
 ● 前田　博　家内誕生祝いありがとうござい
ます。今年は記念に４月に旅行を計画中です。
 ● 島村信一　家庭記念日のお祝いありがとう
ございます。
 ● 大川内孝典　家庭記念日祝いありがとうご
ざいます。記憶をたどれば34年目でした。
 ● 永光男　家庭記念日（結婚記念日）、２月
20日、今日。記念品ありがとうございます。
 ● 浦田健治　結婚記念日の祝いの品を頂き、
ありがとうございました。
 ● 松岡英雄　家庭記念日お礼。
 ● 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
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54
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　昨年の11月、東京から新幹線・ＪＲで日光市に入り、レンタカーを借りてまず最初に中禅
寺近くにある華厳の滝を訪れた。
華厳の滝
　大分昔、滝の上から眺めた記憶があるが、今ではエレベーターで降りて、間近に眺められ
るようになっている。幅広い大きな滝であった。観光客も外国人が多かった。その他、中禅
寺湖西方にある竜頭滝と湯元温泉へ向かう途中にある湯滝も眺めた。
湯の湖
　湯元温泉に入る手前にある。周囲３㎞の小さな湖であるが、水が透き通り
神秘的な雰囲気がある。
湯元温泉
　標高150ｍの山上にあり、静かな温泉地である。そ
の奥に奥日光森のホテルがある。団体客がない静か
なホテルであった。料理も夕食・朝食とも丁寧な造
りで、ゆっくり食事した。温泉も少し硫黄が
強いが身体が温もる。
中禅寺湖
　この写真は半月山の展望台から撮影した写
真。前に高く聳える山は標高2,484ｍの男体
山。下は中禅寺の町で湖に沿って広がってい
る。ホテル・旅館・土産物店が多い。紅葉シ
ーズンは10月の終わり頃で、多くの観光客が
訪れる。11月中旬の今頃は紅葉が終わり、外
国人は見掛けるが少し閑散としていた。
　一番古い中禅寺は湖の東側にあり、そこか
ら南側の湖の傍に沿ってイギリス大使館とイ
タリア大使館のもと別荘が建ち並んでいる。
中禅寺は中に立木観音さまがおられ、お客さ
んを集めている。イギリス大使館は湖に面
し、眺めが良く、前に高く聳える山は白根山
と呼ばれる。２階で紅茶を飲みながら、英国
のランチを味わった。
　イタリア大使館も１階は広い応接間で素晴
らしい眺めが大きく広がっている。夜は一番
古いホテル創業78年の中禅寺金谷ホテルに入
った。風格ある重厚なホテルでフランス料理
を味わった。
田母沢公園
　３日目は日光市に戻り、大正天皇のご静養
のために建てられ、昭和22年に廃止されるま
での間、３代にわたる天皇・皇太子がご利用
された元御用邸に入った。106室の部屋があ
り、南側は天皇・皇后がお使いになられ、北
側は臣下が使っておられた。今の天皇陛下さ
まが皇太子の時、ここに疎開され、寝泊まり
されておられた部屋も見せていただいた。南
側は広い庭園で小川・泉・池があり、まだ暖
かい日差しを浴びていた。

奥日光を廻る　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関　淑公
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本日　２月27日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「牧野植物園のいままで、いまから」

水上　　元 会員

次週　３月６日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「　　未　　定　　」

デヴィ・スカルノ 夫人

第2410回　例会報告／平成31年２月20日　天候　晴

◇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。
観梅例会の後、先週が休
みでしたので、久し振り
にお顔を合わす感じがし
ます。私も例会でこうし
てお話していますが、自

分が何を話したか忘れることが多くありま
す。先日ちょっとロータリーに関しての資料
を見ていると、ロータリーにおける問題解決
の方法というものがあり、興味深いものでし
たので少しお話してみます。
　ロータリー自体、親睦を目的に始まったた
め、親睦が第一で奉仕はその後にくっついた
ものである。このことを前提に考えた場合、
ロータリーの問題解決の方法として、一つは
多数決、そして一つはコンセンサス（了
承）、もう一つがコンセント（満場一致）と
いう形がある。
　民主主義の長所であり欠点であるのが多数
決だと思うが、ロータリーにおいては、やは
り多数決というのはいかがなものか。という
のは、多数決で決める場合、どうしても多数
派と少数派に分かれる。少数派の意見を取り
上げれない多数決というのは、白か黒かで決
めてしまうわけで、これはいかがなものか。
そのときにおいて、多数派は、棚上げできる
ものであれば、良識的な判断のもとに提案を

取り下げるというのが、ロータリーの考え方
ではないのか。
　次に、コンセンサスによる解決は、提案者
もしくは起案者が各ロータリアンと話し合い、
了承を得る。これが１番いい方法ではないか
と思うが、その中でもいろんな意見が出る。
その場合、議論を盛り上げるために反対意見
を出して、ディベートになってしまうという
のはロータリアンとしていかがなものか。
ディベートなどではなくて、本当の意味で了
解できる。了解が得られなければ、反対意見
のある人は反対はしないが意見を取り下げる。
それが了承になるのではないか。お互いに良
識ある判断をしていただきたいというのが、
ロータリーの問題解決のコンセンサスの方法
ではないか。
　これは、あくまでも親睦第１を前提に考え
た場合です。意見が分かれると、そこにどう
しても歪みが生まれ親睦が崩れてくる。親睦
が崩れた場合には、ロータリーの前提が全部
崩れてしまうので、奉仕どころではないとい
うことだと思います。
　次に、コンセント。つなぐという意味で満
場一致ということになると思いますが、特に
最終意思決定が理事会にあるので、理事会で
話し合って決めるわけですが、これも意見が
分かれる。１人の反対意見が出る。
　僕も、ロータリーに入って、いろんな形で
先輩方から「満場一致で決まった」というこ
とをお聞きして、すごいなと思いましたが、
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● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
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チビニコ 合　計

２月20日
今期の累計

中身は反対の人が反対意見を封じ込めるとい
うことらしいです。10人のうち１人２人が反
対意見を述べたとしても、それを封じ込めれ
る内容であれば、良識の範囲内において封じ
込めて敢えて反対をしない。それがロータ
リーの満場一致ということです。例えば理事
会やいろんな決定において、賛成が９人、反
対が１人だったが、９人の意見に決まったと
いうのは、ロータリーの精神に反する。１人
の反対者は、敢えて反対をしない。良識ある
判断をもって反対をしないということにおい
て、満場一致が成立するということが書かれ
ていました。
　こういうやり方が、会社の運営において果
たして正しいかどうか。いろんな問題を親睦
最優先でしなければならないため、それぞれ
が取り下げたり、棚上げして蓋をしておこう
ということになると、問題は先送り、先送り
になって決まらないのではないかいう不安を
持たれる方もいると思います。この解決方法
を親睦の中において、クラブ内で考えていけ
れば、本当の意味の満場一致が生まれてくる
と思うので、とにかく親睦をということで、
ロータリーの運営をやっていければと思いま
す。
　うまく説明はできませんが、皆さんにも、
ロータリーの大人としての考え方というもの
を心に留めて、例会に参加したり、いろんな
会に参加していただいたら、和やかな雰囲気
で物事が進んでいくと思います。よろしくお
願いします。
◇国際奉仕委員会より
　年末からお願いしていました書き損じハガ
キが総計423枚、２万487円送金できました。
ご協力ありがとうございました。

◇青少年奉仕委員会より
・RYLAセミナーへの参加者募集がきていま

す。５月23日㈭から３泊４日、余島にて開
催されます。例年、当クラブは２名を派遣
しています。推薦者があれば、３月中旬ま
でに私もしくは事務局まで。

・少年少女キャンプの参加募集がきています。
希望者は３月13日までに私か事務局まで。

◇２月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　山﨑　敏朗
　福岡満喜子
　中平真理子
 ● 配偶者誕生日
　鬼田　綾子　　田内夕起子　　佐野　節子
　西森　冬弦　　沖　伸歩子　　前田　　紀
 ● 家庭記念日
　大川内孝典　　寺村　　勉　　浦田　健治
　島村　信一　　永　光男　　松岡　英雄
 ● 入会記念日
　中平真理子
◇幹　事　報　告
・３月６日の第一例会に、デヴィ夫人が来て

くださることになりました。外部告知はし
ていませんが、せっかくの機会ですので、
水曜会、ご家族にも出席していただこうと
思います。食事の関係がありますので、事
前に参加人数をお知らせください。

・３月12日から14日まで情報集会を開催しま
す。２月28日までに出欠をご連絡ください。

・香長ＲＣから花見例会の案内がきています。
３月26日、12時半、場所は月見山こどもの
森。出欠締切は３月13日。

・３月27日は城西館にて花見夜間例会です。
出欠締切は３月18日。

■高知東ＲＣ当面の日程
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
４月３日㈬　定例理事会
４月10日㈬　第５回クラブ協議会（次年度）
４月17日㈬　役員会
４月24日㈬　８ＲＣ合同夜間例会のため
　　　　　　18日㈭に変更

■例会変更のお知らせ
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

「「山の暮らしの心地良さ」を
　　　　　　　　　　商品に」

◇ゲストスピーチ トレトレ㈱  代表取締役  竹内　太郎 氏
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　トレトレというのは、イタリア語で数字の
３という意味です。私が居るのは仁淀川町の
名野川、中津渓谷のところです。33号線が目
の前に走っていて、33（トレトレ）、地元の
自然の物を取って使っているということで、
トレトレとしました。
　私は今43歳。生まれは土佐山田ですが、高
校生まで春野町で過ごしました。大学で京都
に出て、そのまま京都で仕事をしていました。
明治43年創業の105年目になる店で、私は外
販を担当していて、お客さまのメインは、高
島屋、三越、西武、そごう、伊勢丹といった
東京にあるお店でした。
　あるとき、このまま自分自身進んでいって
いいのかなという疑問を持ち始めました。ま
た、京都の暮らしの中でも、欲しいと思うも
のがなくなってきました。大量生産でもなく、
芸術品でもない、民芸というものが欲しいな
と。暮らしの中から生まれてくる物に真実味
を感じて、自分もそういう仕事がしたい。グ
ローバルの時代だけど、逆にローカルの方が
特徴が出せるのではないか、そんなふうに思
いました。そこで、東京とは逆の意味での最
先端は地元の高知だと。世界のどこに並べて
も勝負ができる物を仁淀川町から出していく
ことに意味があるのではと思い、39歳で高知
にＪターンしてきました。
　トレトレの商品としては、まず、「摘み草
ブレンドティー」。先日、天皇陛下がいらし
た折、お食事のときに３種類のお茶を出させ
ていただきました。
　ビワの葉、カキドオシ、青シソ、レモング
ラスを少しブレンドしたオリジナルのお茶は、
京都の和久傳さんで、会席料理の間で出して
いただいています。
　ドクダミなどは厳密にいうと、採りどきは
年に３日ぐらいです。ビワの葉は排気ガスを

よく吸うため、国道縁は苦くなります。です
から、山間のものを摘んでいます。自分たち
だけでは、とても間に合いませんので、山間
のお父さん、お母さん方100人ぐらいの仲間
に摘んでもらって買い取ります。お茶の味わ
いを固定するために、ブレンドレシピは0.01
グラム単位です。細かい話ですが、0.1グラ
ム単位の秤だと0.05グラムも0.14グラムも四
捨五入で0.1グラム、その差は0.09グラム、ほ
ぼ0.1グラムです。ですから、100の１グラム
まで計ります。小売りのパッケージのデザイ
ンは梅原真さんです。
　お土産というと些少ですが、今日皆さんの
お手元にあるのは「によどヒノキウォーター」
です。これは、私自身が２年ぐらい使ってい
ました。すると、取り引き先の方たちに「こ
れ売ってよ」と言われて、高知県立大学の先
生のお世話になって、分析や日持ち・加速度
テストをしていただきました。ヒノキを丸太
のままチップにして蒸留すると、少し臭みが
出ます。そこで、製材にしてからチップにす
ると穏やかな香りが出るのかなと思っていま
す。
　この商品は、読売巨人軍さんからお話いた
だいて、４月の東京ドームの開幕戦から販売
することになっています。読売さんも、池川
町の空気、山、水、暮らしの中から生まれて
きたということを気に入って、昨年１年間、
選手の寮やロッカールームで使っていただき、
発売となりました。また、糸井重里さんが主
催している「ほぼ日ストア」とは、３年ほど
前からお取引しています。高知では、マルニ
ガーデンさんや牧野植物園のショップ、ハ
マート薊野店さんにも置いていますので、機
会があれば手に取っていただけたらと思いま
す。
　このような形で、仁淀川町の片隅から世の

中に打って出てみようと、チャンレンジをし ています。

◇出席率報告

 ● 寺尾正生　１週あけての例会となりました。
例会次第が前後してしまい、バタバタの例会
となりました。残る例会、スムーズな司会を
心がけます。よろしくお願いします。
 ● 松本隆之　竹内さん、素晴らしい卓話をあ
りがとうございました。あと娘に少しいいこ
とがありましたので、ニコニコへ。
 ● 柳澤光秋　今年のパストガバナーの仕事は、
１月12日・米山選考、１月19日・ＩＭ、１月
21日・「ロータリーの友」東京、２月３日・
第11回LYRA神戸講演、２月10日・ＰＥＴＳ
徳島、２月18日・「ロータリーの友」東京、
２月24日・全国危機管理、東京です。

 ● 岡﨑勇樹　２月６日、観梅夜間例会で人生
初のはしけんで優勝しちゃいました。ルール
も分からず、空気読めなくてすいません。
 ● 水上　元　竹内様、本日は卓話をありがと
うございました。欠席で申しわけありません。
牧野植物園とのコラボもよろしくお願いいた
します。新しい園地の一つをオープンするこ
とができました。牧野植物園の将来計画につ
きましては、来週お話させていただきます
が、今後ともご支援をお願いいたします。
 ● 前川美智子　早瀬さん、ありがとうござい
ました。１月30日称名寺さんでの職場例会で
は大変お世話になりました。お寺での音響の
こだわりがよく分かり、天井の高さなども設
計から携わり関係があることを知り驚きまし
た。また当日は、初めて、寺尾会長の代理を
務めさせていただき、松本幹事にはいろいろ
お世話になりました。重ねてお礼を申し上げ
ます。
 ● 福岡満喜子　誕生日のお祝いありがとうご
ざいました。ボーッと生きている間にいつの
間にか喜寿を過ぎてしまったみたいです。
 ● 中平真理子　お誕生祝い、入会記念、あり
がとうございました。月日のたつのは早いも
のです。ロータリー歴18年目になりました。
 ● 佐野博三　妻の誕生祝いありがとうござい
ます。結婚したときは未成年で、親の許可が
いりましたが、今は75歳となりました。
 ● 前田　博　家内誕生祝いありがとうござい
ます。今年は記念に４月に旅行を計画中です。
 ● 島村信一　家庭記念日のお祝いありがとう
ございます。
 ● 大川内孝典　家庭記念日祝いありがとうご
ざいます。記憶をたどれば34年目でした。
 ● 永光男　家庭記念日（結婚記念日）、２月
20日、今日。記念品ありがとうございます。
 ● 浦田健治　結婚記念日の祝いの品を頂き、
ありがとうございました。
 ● 松岡英雄　家庭記念日お礼。
 ● 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

２月20日

２月６日

総数
54

－1 54

出席
41
31

欠席
3
0

メイク
アップ HC出席率

75.93％

57.41％

出席率
94.23％

100％

8
22

　昨年の11月、東京から新幹線・ＪＲで日光市に入り、レンタカーを借りてまず最初に中禅
寺近くにある華厳の滝を訪れた。
華厳の滝
　大分昔、滝の上から眺めた記憶があるが、今ではエレベーターで降りて、間近に眺められ
るようになっている。幅広い大きな滝であった。観光客も外国人が多かった。その他、中禅
寺湖西方にある竜頭滝と湯元温泉へ向かう途中にある湯滝も眺めた。
湯の湖
　湯元温泉に入る手前にある。周囲３㎞の小さな湖であるが、水が透き通り
神秘的な雰囲気がある。
湯元温泉
　標高150ｍの山上にあり、静かな温泉地である。そ
の奥に奥日光森のホテルがある。団体客がない静か
なホテルであった。料理も夕食・朝食とも丁寧な造
りで、ゆっくり食事した。温泉も少し硫黄が
強いが身体が温もる。
中禅寺湖
　この写真は半月山の展望台から撮影した写
真。前に高く聳える山は標高2,484ｍの男体
山。下は中禅寺の町で湖に沿って広がってい
る。ホテル・旅館・土産物店が多い。紅葉シ
ーズンは10月の終わり頃で、多くの観光客が
訪れる。11月中旬の今頃は紅葉が終わり、外
国人は見掛けるが少し閑散としていた。
　一番古い中禅寺は湖の東側にあり、そこか
ら南側の湖の傍に沿ってイギリス大使館とイ
タリア大使館のもと別荘が建ち並んでいる。
中禅寺は中に立木観音さまがおられ、お客さ
んを集めている。イギリス大使館は湖に面
し、眺めが良く、前に高く聳える山は白根山
と呼ばれる。２階で紅茶を飲みながら、英国
のランチを味わった。
　イタリア大使館も１階は広い応接間で素晴
らしい眺めが大きく広がっている。夜は一番
古いホテル創業78年の中禅寺金谷ホテルに入
った。風格ある重厚なホテルでフランス料理
を味わった。
田母沢公園
　３日目は日光市に戻り、大正天皇のご静養
のために建てられ、昭和22年に廃止されるま
での間、３代にわたる天皇・皇太子がご利用
された元御用邸に入った。106室の部屋があ
り、南側は天皇・皇后がお使いになられ、北
側は臣下が使っておられた。今の天皇陛下さ
まが皇太子の時、ここに疎開され、寝泊まり
されておられた部屋も見せていただいた。南
側は広い庭園で小川・泉・池があり、まだ暖
かい日差しを浴びていた。

奥日光を廻る　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関　淑公
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応接間応接間元 イタリア大使館別荘元 イタリア大使館別荘

田母沢公園田母沢公園中禅寺金谷ホテル中禅寺金谷ホテル

田母沢公園田母沢公園田母沢公園田母沢公園

湯の湖湯の湖
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本日　２月27日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「牧野植物園のいままで、いまから」

水上　　元 会員

次週　３月６日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「　　未　　定　　」

デヴィ・スカルノ 夫人

第2410回　例会報告／平成31年２月20日　天候　晴

◇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。
観梅例会の後、先週が休
みでしたので、久し振り
にお顔を合わす感じがし
ます。私も例会でこうし
てお話していますが、自

分が何を話したか忘れることが多くありま
す。先日ちょっとロータリーに関しての資料
を見ていると、ロータリーにおける問題解決
の方法というものがあり、興味深いものでし
たので少しお話してみます。
　ロータリー自体、親睦を目的に始まったた
め、親睦が第一で奉仕はその後にくっついた
ものである。このことを前提に考えた場合、
ロータリーの問題解決の方法として、一つは
多数決、そして一つはコンセンサス（了
承）、もう一つがコンセント（満場一致）と
いう形がある。
　民主主義の長所であり欠点であるのが多数
決だと思うが、ロータリーにおいては、やは
り多数決というのはいかがなものか。という
のは、多数決で決める場合、どうしても多数
派と少数派に分かれる。少数派の意見を取り
上げれない多数決というのは、白か黒かで決
めてしまうわけで、これはいかがなものか。
そのときにおいて、多数派は、棚上げできる
ものであれば、良識的な判断のもとに提案を

取り下げるというのが、ロータリーの考え方
ではないのか。
　次に、コンセンサスによる解決は、提案者
もしくは起案者が各ロータリアンと話し合い、
了承を得る。これが１番いい方法ではないか
と思うが、その中でもいろんな意見が出る。
その場合、議論を盛り上げるために反対意見
を出して、ディベートになってしまうという
のはロータリアンとしていかがなものか。
ディベートなどではなくて、本当の意味で了
解できる。了解が得られなければ、反対意見
のある人は反対はしないが意見を取り下げる。
それが了承になるのではないか。お互いに良
識ある判断をしていただきたいというのが、
ロータリーの問題解決のコンセンサスの方法
ではないか。
　これは、あくまでも親睦第１を前提に考え
た場合です。意見が分かれると、そこにどう
しても歪みが生まれ親睦が崩れてくる。親睦
が崩れた場合には、ロータリーの前提が全部
崩れてしまうので、奉仕どころではないとい
うことだと思います。
　次に、コンセント。つなぐという意味で満
場一致ということになると思いますが、特に
最終意思決定が理事会にあるので、理事会で
話し合って決めるわけですが、これも意見が
分かれる。１人の反対意見が出る。
　僕も、ロータリーに入って、いろんな形で
先輩方から「満場一致で決まった」というこ
とをお聞きして、すごいなと思いましたが、
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● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
901,760円

61,650円

963,410円

16,868円

0円

16,868円

918,628円

61,650円

980,278円

チビニコ 合　計

２月20日
今期の累計

中身は反対の人が反対意見を封じ込めるとい
うことらしいです。10人のうち１人２人が反
対意見を述べたとしても、それを封じ込めれ
る内容であれば、良識の範囲内において封じ
込めて敢えて反対をしない。それがロータ
リーの満場一致ということです。例えば理事
会やいろんな決定において、賛成が９人、反
対が１人だったが、９人の意見に決まったと
いうのは、ロータリーの精神に反する。１人
の反対者は、敢えて反対をしない。良識ある
判断をもって反対をしないということにおい
て、満場一致が成立するということが書かれ
ていました。
　こういうやり方が、会社の運営において果
たして正しいかどうか。いろんな問題を親睦
最優先でしなければならないため、それぞれ
が取り下げたり、棚上げして蓋をしておこう
ということになると、問題は先送り、先送り
になって決まらないのではないかいう不安を
持たれる方もいると思います。この解決方法
を親睦の中において、クラブ内で考えていけ
れば、本当の意味の満場一致が生まれてくる
と思うので、とにかく親睦をということで、
ロータリーの運営をやっていければと思いま
す。
　うまく説明はできませんが、皆さんにも、
ロータリーの大人としての考え方というもの
を心に留めて、例会に参加したり、いろんな
会に参加していただいたら、和やかな雰囲気
で物事が進んでいくと思います。よろしくお
願いします。
◇国際奉仕委員会より
　年末からお願いしていました書き損じハガ
キが総計423枚、２万487円送金できました。
ご協力ありがとうございました。

◇青少年奉仕委員会より
・RYLAセミナーへの参加者募集がきていま

す。５月23日㈭から３泊４日、余島にて開
催されます。例年、当クラブは２名を派遣
しています。推薦者があれば、３月中旬ま
でに私もしくは事務局まで。

・少年少女キャンプの参加募集がきています。
希望者は３月13日までに私か事務局まで。

◇２月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　山﨑　敏朗
　福岡満喜子
　中平真理子
 ● 配偶者誕生日
　鬼田　綾子　　田内夕起子　　佐野　節子
　西森　冬弦　　沖　伸歩子　　前田　　紀
 ● 家庭記念日
　大川内孝典　　寺村　　勉　　浦田　健治
　島村　信一　　永　光男　　松岡　英雄
 ● 入会記念日
　中平真理子
◇幹　事　報　告
・３月６日の第一例会に、デヴィ夫人が来て

くださることになりました。外部告知はし
ていませんが、せっかくの機会ですので、
水曜会、ご家族にも出席していただこうと
思います。食事の関係がありますので、事
前に参加人数をお知らせください。

・３月12日から14日まで情報集会を開催しま
す。２月28日までに出欠をご連絡ください。

・香長ＲＣから花見例会の案内がきています。
３月26日、12時半、場所は月見山こどもの
森。出欠締切は３月13日。

・３月27日は城西館にて花見夜間例会です。
出欠締切は３月18日。

■高知東ＲＣ当面の日程
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
４月３日㈬　定例理事会
４月10日㈬　第５回クラブ協議会（次年度）
４月17日㈬　役員会
４月24日㈬　８ＲＣ合同夜間例会のため
　　　　　　18日㈭に変更

■例会変更のお知らせ
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

「「山の暮らしの心地良さ」を
　　　　　　　　　　商品に」

◇ゲストスピーチ トレトレ㈱  代表取締役  竹内　太郎 氏
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　トレトレというのは、イタリア語で数字の
３という意味です。私が居るのは仁淀川町の
名野川、中津渓谷のところです。33号線が目
の前に走っていて、33（トレトレ）、地元の
自然の物を取って使っているということで、
トレトレとしました。
　私は今43歳。生まれは土佐山田ですが、高
校生まで春野町で過ごしました。大学で京都
に出て、そのまま京都で仕事をしていました。
明治43年創業の105年目になる店で、私は外
販を担当していて、お客さまのメインは、高
島屋、三越、西武、そごう、伊勢丹といった
東京にあるお店でした。
　あるとき、このまま自分自身進んでいって
いいのかなという疑問を持ち始めました。ま
た、京都の暮らしの中でも、欲しいと思うも
のがなくなってきました。大量生産でもなく、
芸術品でもない、民芸というものが欲しいな
と。暮らしの中から生まれてくる物に真実味
を感じて、自分もそういう仕事がしたい。グ
ローバルの時代だけど、逆にローカルの方が
特徴が出せるのではないか、そんなふうに思
いました。そこで、東京とは逆の意味での最
先端は地元の高知だと。世界のどこに並べて
も勝負ができる物を仁淀川町から出していく
ことに意味があるのではと思い、39歳で高知
にＪターンしてきました。
　トレトレの商品としては、まず、「摘み草
ブレンドティー」。先日、天皇陛下がいらし
た折、お食事のときに３種類のお茶を出させ
ていただきました。
　ビワの葉、カキドオシ、青シソ、レモング
ラスを少しブレンドしたオリジナルのお茶は、
京都の和久傳さんで、会席料理の間で出して
いただいています。
　ドクダミなどは厳密にいうと、採りどきは
年に３日ぐらいです。ビワの葉は排気ガスを

よく吸うため、国道縁は苦くなります。です
から、山間のものを摘んでいます。自分たち
だけでは、とても間に合いませんので、山間
のお父さん、お母さん方100人ぐらいの仲間
に摘んでもらって買い取ります。お茶の味わ
いを固定するために、ブレンドレシピは0.01
グラム単位です。細かい話ですが、0.1グラ
ム単位の秤だと0.05グラムも0.14グラムも四
捨五入で0.1グラム、その差は0.09グラム、ほ
ぼ0.1グラムです。ですから、100の１グラム
まで計ります。小売りのパッケージのデザイ
ンは梅原真さんです。
　お土産というと些少ですが、今日皆さんの
お手元にあるのは「によどヒノキウォーター」
です。これは、私自身が２年ぐらい使ってい
ました。すると、取り引き先の方たちに「こ
れ売ってよ」と言われて、高知県立大学の先
生のお世話になって、分析や日持ち・加速度
テストをしていただきました。ヒノキを丸太
のままチップにして蒸留すると、少し臭みが
出ます。そこで、製材にしてからチップにす
ると穏やかな香りが出るのかなと思っていま
す。
　この商品は、読売巨人軍さんからお話いた
だいて、４月の東京ドームの開幕戦から販売
することになっています。読売さんも、池川
町の空気、山、水、暮らしの中から生まれて
きたということを気に入って、昨年１年間、
選手の寮やロッカールームで使っていただき、
発売となりました。また、糸井重里さんが主
催している「ほぼ日ストア」とは、３年ほど
前からお取引しています。高知では、マルニ
ガーデンさんや牧野植物園のショップ、ハ
マート薊野店さんにも置いていますので、機
会があれば手に取っていただけたらと思いま
す。
　このような形で、仁淀川町の片隅から世の

中に打って出てみようと、チャンレンジをし ています。

◇出席率報告

 ● 寺尾正生　１週あけての例会となりました。
例会次第が前後してしまい、バタバタの例会
となりました。残る例会、スムーズな司会を
心がけます。よろしくお願いします。
 ● 松本隆之　竹内さん、素晴らしい卓話をあ
りがとうございました。あと娘に少しいいこ
とがありましたので、ニコニコへ。
 ● 柳澤光秋　今年のパストガバナーの仕事は、
１月12日・米山選考、１月19日・ＩＭ、１月
21日・「ロータリーの友」東京、２月３日・
第11回LYRA神戸講演、２月10日・ＰＥＴＳ
徳島、２月18日・「ロータリーの友」東京、
２月24日・全国危機管理、東京です。

 ● 岡﨑勇樹　２月６日、観梅夜間例会で人生
初のはしけんで優勝しちゃいました。ルール
も分からず、空気読めなくてすいません。
 ● 水上　元　竹内様、本日は卓話をありがと
うございました。欠席で申しわけありません。
牧野植物園とのコラボもよろしくお願いいた
します。新しい園地の一つをオープンするこ
とができました。牧野植物園の将来計画につ
きましては、来週お話させていただきます
が、今後ともご支援をお願いいたします。
 ● 前川美智子　早瀬さん、ありがとうござい
ました。１月30日称名寺さんでの職場例会で
は大変お世話になりました。お寺での音響の
こだわりがよく分かり、天井の高さなども設
計から携わり関係があることを知り驚きまし
た。また当日は、初めて、寺尾会長の代理を
務めさせていただき、松本幹事にはいろいろ
お世話になりました。重ねてお礼を申し上げ
ます。
 ● 福岡満喜子　誕生日のお祝いありがとうご
ざいました。ボーッと生きている間にいつの
間にか喜寿を過ぎてしまったみたいです。
 ● 中平真理子　お誕生祝い、入会記念、あり
がとうございました。月日のたつのは早いも
のです。ロータリー歴18年目になりました。
 ● 佐野博三　妻の誕生祝いありがとうござい
ます。結婚したときは未成年で、親の許可が
いりましたが、今は75歳となりました。
 ● 前田　博　家内誕生祝いありがとうござい
ます。今年は記念に４月に旅行を計画中です。
 ● 島村信一　家庭記念日のお祝いありがとう
ございます。
 ● 大川内孝典　家庭記念日祝いありがとうご
ざいます。記憶をたどれば34年目でした。
 ● 永光男　家庭記念日（結婚記念日）、２月
20日、今日。記念品ありがとうございます。
 ● 浦田健治　結婚記念日の祝いの品を頂き、
ありがとうございました。
 ● 松岡英雄　家庭記念日お礼。
 ● 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

２月20日

２月６日

総数
54

－1 54

出席
41
31

欠席
3
0

メイク
アップ HC出席率

75.93％

57.41％

出席率
94.23％

100％

8
22

　昨年の11月、東京から新幹線・ＪＲで日光市に入り、レンタカーを借りてまず最初に中禅
寺近くにある華厳の滝を訪れた。
華厳の滝
　大分昔、滝の上から眺めた記憶があるが、今ではエレベーターで降りて、間近に眺められ
るようになっている。幅広い大きな滝であった。観光客も外国人が多かった。その他、中禅
寺湖西方にある竜頭滝と湯元温泉へ向かう途中にある湯滝も眺めた。
湯の湖
　湯元温泉に入る手前にある。周囲３㎞の小さな湖であるが、水が透き通り
神秘的な雰囲気がある。
湯元温泉
　標高150ｍの山上にあり、静かな温泉地である。そ
の奥に奥日光森のホテルがある。団体客がない静か
なホテルであった。料理も夕食・朝食とも丁寧な造
りで、ゆっくり食事した。温泉も少し硫黄が
強いが身体が温もる。
中禅寺湖
　この写真は半月山の展望台から撮影した写
真。前に高く聳える山は標高2,484ｍの男体
山。下は中禅寺の町で湖に沿って広がってい
る。ホテル・旅館・土産物店が多い。紅葉シ
ーズンは10月の終わり頃で、多くの観光客が
訪れる。11月中旬の今頃は紅葉が終わり、外
国人は見掛けるが少し閑散としていた。
　一番古い中禅寺は湖の東側にあり、そこか
ら南側の湖の傍に沿ってイギリス大使館とイ
タリア大使館のもと別荘が建ち並んでいる。
中禅寺は中に立木観音さまがおられ、お客さ
んを集めている。イギリス大使館は湖に面
し、眺めが良く、前に高く聳える山は白根山
と呼ばれる。２階で紅茶を飲みながら、英国
のランチを味わった。
　イタリア大使館も１階は広い応接間で素晴
らしい眺めが大きく広がっている。夜は一番
古いホテル創業78年の中禅寺金谷ホテルに入
った。風格ある重厚なホテルでフランス料理
を味わった。
田母沢公園
　３日目は日光市に戻り、大正天皇のご静養
のために建てられ、昭和22年に廃止されるま
での間、３代にわたる天皇・皇太子がご利用
された元御用邸に入った。106室の部屋があ
り、南側は天皇・皇后がお使いになられ、北
側は臣下が使っておられた。今の天皇陛下さ
まが皇太子の時、ここに疎開され、寝泊まり
されておられた部屋も見せていただいた。南
側は広い庭園で小川・泉・池があり、まだ暖
かい日差しを浴びていた。

奥日光を廻る　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関　淑公

華厳の滝華厳の滝

中禅寺湖中禅寺湖奥日光森のホテル奥日光森のホテル

元 イギリス大使館別荘元 イギリス大使館別荘中禅寺中禅寺

英国のランチ英国のランチ湖の眺め湖の眺め

応接間応接間元 イタリア大使館別荘元 イタリア大使館別荘

田母沢公園田母沢公園中禅寺金谷ホテル中禅寺金谷ホテル

田母沢公園田母沢公園田母沢公園田母沢公園

湯の湖湯の湖
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本日　２月27日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「牧野植物園のいままで、いまから」

水上　　元 会員

次週　３月６日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「　　未　　定　　」

デヴィ・スカルノ 夫人

第2410回　例会報告／平成31年２月20日　天候　晴

◇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。
観梅例会の後、先週が休
みでしたので、久し振り
にお顔を合わす感じがし
ます。私も例会でこうし
てお話していますが、自

分が何を話したか忘れることが多くありま
す。先日ちょっとロータリーに関しての資料
を見ていると、ロータリーにおける問題解決
の方法というものがあり、興味深いものでし
たので少しお話してみます。
　ロータリー自体、親睦を目的に始まったた
め、親睦が第一で奉仕はその後にくっついた
ものである。このことを前提に考えた場合、
ロータリーの問題解決の方法として、一つは
多数決、そして一つはコンセンサス（了
承）、もう一つがコンセント（満場一致）と
いう形がある。
　民主主義の長所であり欠点であるのが多数
決だと思うが、ロータリーにおいては、やは
り多数決というのはいかがなものか。という
のは、多数決で決める場合、どうしても多数
派と少数派に分かれる。少数派の意見を取り
上げれない多数決というのは、白か黒かで決
めてしまうわけで、これはいかがなものか。
そのときにおいて、多数派は、棚上げできる
ものであれば、良識的な判断のもとに提案を

取り下げるというのが、ロータリーの考え方
ではないのか。
　次に、コンセンサスによる解決は、提案者
もしくは起案者が各ロータリアンと話し合い、
了承を得る。これが１番いい方法ではないか
と思うが、その中でもいろんな意見が出る。
その場合、議論を盛り上げるために反対意見
を出して、ディベートになってしまうという
のはロータリアンとしていかがなものか。
ディベートなどではなくて、本当の意味で了
解できる。了解が得られなければ、反対意見
のある人は反対はしないが意見を取り下げる。
それが了承になるのではないか。お互いに良
識ある判断をしていただきたいというのが、
ロータリーの問題解決のコンセンサスの方法
ではないか。
　これは、あくまでも親睦第１を前提に考え
た場合です。意見が分かれると、そこにどう
しても歪みが生まれ親睦が崩れてくる。親睦
が崩れた場合には、ロータリーの前提が全部
崩れてしまうので、奉仕どころではないとい
うことだと思います。
　次に、コンセント。つなぐという意味で満
場一致ということになると思いますが、特に
最終意思決定が理事会にあるので、理事会で
話し合って決めるわけですが、これも意見が
分かれる。１人の反対意見が出る。
　僕も、ロータリーに入って、いろんな形で
先輩方から「満場一致で決まった」というこ
とをお聞きして、すごいなと思いましたが、
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● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
901,760円

61,650円

963,410円

16,868円

0円

16,868円

918,628円

61,650円

980,278円

チビニコ 合　計

２月20日
今期の累計

中身は反対の人が反対意見を封じ込めるとい
うことらしいです。10人のうち１人２人が反
対意見を述べたとしても、それを封じ込めれ
る内容であれば、良識の範囲内において封じ
込めて敢えて反対をしない。それがロータ
リーの満場一致ということです。例えば理事
会やいろんな決定において、賛成が９人、反
対が１人だったが、９人の意見に決まったと
いうのは、ロータリーの精神に反する。１人
の反対者は、敢えて反対をしない。良識ある
判断をもって反対をしないということにおい
て、満場一致が成立するということが書かれ
ていました。
　こういうやり方が、会社の運営において果
たして正しいかどうか。いろんな問題を親睦
最優先でしなければならないため、それぞれ
が取り下げたり、棚上げして蓋をしておこう
ということになると、問題は先送り、先送り
になって決まらないのではないかいう不安を
持たれる方もいると思います。この解決方法
を親睦の中において、クラブ内で考えていけ
れば、本当の意味の満場一致が生まれてくる
と思うので、とにかく親睦をということで、
ロータリーの運営をやっていければと思いま
す。
　うまく説明はできませんが、皆さんにも、
ロータリーの大人としての考え方というもの
を心に留めて、例会に参加したり、いろんな
会に参加していただいたら、和やかな雰囲気
で物事が進んでいくと思います。よろしくお
願いします。
◇国際奉仕委員会より
　年末からお願いしていました書き損じハガ
キが総計423枚、２万487円送金できました。
ご協力ありがとうございました。

◇青少年奉仕委員会より
・RYLAセミナーへの参加者募集がきていま

す。５月23日㈭から３泊４日、余島にて開
催されます。例年、当クラブは２名を派遣
しています。推薦者があれば、３月中旬ま
でに私もしくは事務局まで。

・少年少女キャンプの参加募集がきています。
希望者は３月13日までに私か事務局まで。

◇２月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　山﨑　敏朗
　福岡満喜子
　中平真理子
 ● 配偶者誕生日
　鬼田　綾子　　田内夕起子　　佐野　節子
　西森　冬弦　　沖　伸歩子　　前田　　紀
 ● 家庭記念日
　大川内孝典　　寺村　　勉　　浦田　健治
　島村　信一　　永　光男　　松岡　英雄
 ● 入会記念日
　中平真理子
◇幹　事　報　告
・３月６日の第一例会に、デヴィ夫人が来て

くださることになりました。外部告知はし
ていませんが、せっかくの機会ですので、
水曜会、ご家族にも出席していただこうと
思います。食事の関係がありますので、事
前に参加人数をお知らせください。

・３月12日から14日まで情報集会を開催しま
す。２月28日までに出欠をご連絡ください。

・香長ＲＣから花見例会の案内がきています。
３月26日、12時半、場所は月見山こどもの
森。出欠締切は３月13日。

・３月27日は城西館にて花見夜間例会です。
出欠締切は３月18日。

■高知東ＲＣ当面の日程
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
４月３日㈬　定例理事会
４月10日㈬　第５回クラブ協議会（次年度）
４月17日㈬　役員会
４月24日㈬　８ＲＣ合同夜間例会のため
　　　　　　18日㈭に変更

■例会変更のお知らせ
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

「「山の暮らしの心地良さ」を
　　　　　　　　　　商品に」

◇ゲストスピーチ トレトレ㈱  代表取締役  竹内　太郎 氏

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

　トレトレというのは、イタリア語で数字の
３という意味です。私が居るのは仁淀川町の
名野川、中津渓谷のところです。33号線が目
の前に走っていて、33（トレトレ）、地元の
自然の物を取って使っているということで、
トレトレとしました。
　私は今43歳。生まれは土佐山田ですが、高
校生まで春野町で過ごしました。大学で京都
に出て、そのまま京都で仕事をしていました。
明治43年創業の105年目になる店で、私は外
販を担当していて、お客さまのメインは、高
島屋、三越、西武、そごう、伊勢丹といった
東京にあるお店でした。
　あるとき、このまま自分自身進んでいって
いいのかなという疑問を持ち始めました。ま
た、京都の暮らしの中でも、欲しいと思うも
のがなくなってきました。大量生産でもなく、
芸術品でもない、民芸というものが欲しいな
と。暮らしの中から生まれてくる物に真実味
を感じて、自分もそういう仕事がしたい。グ
ローバルの時代だけど、逆にローカルの方が
特徴が出せるのではないか、そんなふうに思
いました。そこで、東京とは逆の意味での最
先端は地元の高知だと。世界のどこに並べて
も勝負ができる物を仁淀川町から出していく
ことに意味があるのではと思い、39歳で高知
にＪターンしてきました。
　トレトレの商品としては、まず、「摘み草
ブレンドティー」。先日、天皇陛下がいらし
た折、お食事のときに３種類のお茶を出させ
ていただきました。
　ビワの葉、カキドオシ、青シソ、レモング
ラスを少しブレンドしたオリジナルのお茶は、
京都の和久傳さんで、会席料理の間で出して
いただいています。
　ドクダミなどは厳密にいうと、採りどきは
年に３日ぐらいです。ビワの葉は排気ガスを

よく吸うため、国道縁は苦くなります。です
から、山間のものを摘んでいます。自分たち
だけでは、とても間に合いませんので、山間
のお父さん、お母さん方100人ぐらいの仲間
に摘んでもらって買い取ります。お茶の味わ
いを固定するために、ブレンドレシピは0.01
グラム単位です。細かい話ですが、0.1グラ
ム単位の秤だと0.05グラムも0.14グラムも四
捨五入で0.1グラム、その差は0.09グラム、ほ
ぼ0.1グラムです。ですから、100の１グラム
まで計ります。小売りのパッケージのデザイ
ンは梅原真さんです。
　お土産というと些少ですが、今日皆さんの
お手元にあるのは「によどヒノキウォーター」
です。これは、私自身が２年ぐらい使ってい
ました。すると、取り引き先の方たちに「こ
れ売ってよ」と言われて、高知県立大学の先
生のお世話になって、分析や日持ち・加速度
テストをしていただきました。ヒノキを丸太
のままチップにして蒸留すると、少し臭みが
出ます。そこで、製材にしてからチップにす
ると穏やかな香りが出るのかなと思っていま
す。
　この商品は、読売巨人軍さんからお話いた
だいて、４月の東京ドームの開幕戦から販売
することになっています。読売さんも、池川
町の空気、山、水、暮らしの中から生まれて
きたということを気に入って、昨年１年間、
選手の寮やロッカールームで使っていただき、
発売となりました。また、糸井重里さんが主
催している「ほぼ日ストア」とは、３年ほど
前からお取引しています。高知では、マルニ
ガーデンさんや牧野植物園のショップ、ハ
マート薊野店さんにも置いていますので、機
会があれば手に取っていただけたらと思いま
す。
　このような形で、仁淀川町の片隅から世の

中に打って出てみようと、チャンレンジをし ています。

◇出席率報告

 ● 寺尾正生　１週あけての例会となりました。
例会次第が前後してしまい、バタバタの例会
となりました。残る例会、スムーズな司会を
心がけます。よろしくお願いします。
 ● 松本隆之　竹内さん、素晴らしい卓話をあ
りがとうございました。あと娘に少しいいこ
とがありましたので、ニコニコへ。
 ● 柳澤光秋　今年のパストガバナーの仕事は、
１月12日・米山選考、１月19日・ＩＭ、１月
21日・「ロータリーの友」東京、２月３日・
第11回LYRA神戸講演、２月10日・ＰＥＴＳ
徳島、２月18日・「ロータリーの友」東京、
２月24日・全国危機管理、東京です。

 ● 岡﨑勇樹　２月６日、観梅夜間例会で人生
初のはしけんで優勝しちゃいました。ルール
も分からず、空気読めなくてすいません。
 ● 水上　元　竹内様、本日は卓話をありがと
うございました。欠席で申しわけありません。
牧野植物園とのコラボもよろしくお願いいた
します。新しい園地の一つをオープンするこ
とができました。牧野植物園の将来計画につ
きましては、来週お話させていただきます
が、今後ともご支援をお願いいたします。
 ● 前川美智子　早瀬さん、ありがとうござい
ました。１月30日称名寺さんでの職場例会で
は大変お世話になりました。お寺での音響の
こだわりがよく分かり、天井の高さなども設
計から携わり関係があることを知り驚きまし
た。また当日は、初めて、寺尾会長の代理を
務めさせていただき、松本幹事にはいろいろ
お世話になりました。重ねてお礼を申し上げ
ます。
 ● 福岡満喜子　誕生日のお祝いありがとうご
ざいました。ボーッと生きている間にいつの
間にか喜寿を過ぎてしまったみたいです。
 ● 中平真理子　お誕生祝い、入会記念、あり
がとうございました。月日のたつのは早いも
のです。ロータリー歴18年目になりました。
 ● 佐野博三　妻の誕生祝いありがとうござい
ます。結婚したときは未成年で、親の許可が
いりましたが、今は75歳となりました。
 ● 前田　博　家内誕生祝いありがとうござい
ます。今年は記念に４月に旅行を計画中です。
 ● 島村信一　家庭記念日のお祝いありがとう
ございます。
 ● 大川内孝典　家庭記念日祝いありがとうご
ざいます。記憶をたどれば34年目でした。
 ● 永光男　家庭記念日（結婚記念日）、２月
20日、今日。記念品ありがとうございます。
 ● 浦田健治　結婚記念日の祝いの品を頂き、
ありがとうございました。
 ● 松岡英雄　家庭記念日お礼。
 ● 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

２月20日

２月６日

総数
54

－1 54

出席
41
31

欠席
3
0

メイク
アップ HC出席率

75.93％

57.41％

出席率
94.23％

100％

8
22

　昨年の11月、東京から新幹線・ＪＲで日光市に入り、レンタカーを借りてまず最初に中禅
寺近くにある華厳の滝を訪れた。
華厳の滝
　大分昔、滝の上から眺めた記憶があるが、今ではエレベーターで降りて、間近に眺められ
るようになっている。幅広い大きな滝であった。観光客も外国人が多かった。その他、中禅
寺湖西方にある竜頭滝と湯元温泉へ向かう途中にある湯滝も眺めた。
湯の湖
　湯元温泉に入る手前にある。周囲３㎞の小さな湖であるが、水が透き通り
神秘的な雰囲気がある。
湯元温泉
　標高150ｍの山上にあり、静かな温泉地である。そ
の奥に奥日光森のホテルがある。団体客がない静か
なホテルであった。料理も夕食・朝食とも丁寧な造
りで、ゆっくり食事した。温泉も少し硫黄が
強いが身体が温もる。
中禅寺湖
　この写真は半月山の展望台から撮影した写
真。前に高く聳える山は標高2,484ｍの男体
山。下は中禅寺の町で湖に沿って広がってい
る。ホテル・旅館・土産物店が多い。紅葉シ
ーズンは10月の終わり頃で、多くの観光客が
訪れる。11月中旬の今頃は紅葉が終わり、外
国人は見掛けるが少し閑散としていた。
　一番古い中禅寺は湖の東側にあり、そこか
ら南側の湖の傍に沿ってイギリス大使館とイ
タリア大使館のもと別荘が建ち並んでいる。
中禅寺は中に立木観音さまがおられ、お客さ
んを集めている。イギリス大使館は湖に面
し、眺めが良く、前に高く聳える山は白根山
と呼ばれる。２階で紅茶を飲みながら、英国
のランチを味わった。
　イタリア大使館も１階は広い応接間で素晴
らしい眺めが大きく広がっている。夜は一番
古いホテル創業78年の中禅寺金谷ホテルに入
った。風格ある重厚なホテルでフランス料理
を味わった。
田母沢公園
　３日目は日光市に戻り、大正天皇のご静養
のために建てられ、昭和22年に廃止されるま
での間、３代にわたる天皇・皇太子がご利用
された元御用邸に入った。106室の部屋があ
り、南側は天皇・皇后がお使いになられ、北
側は臣下が使っておられた。今の天皇陛下さ
まが皇太子の時、ここに疎開され、寝泊まり
されておられた部屋も見せていただいた。南
側は広い庭園で小川・泉・池があり、まだ暖
かい日差しを浴びていた。

奥日光を廻る　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関　淑公

華厳の滝華厳の滝

中禅寺湖中禅寺湖奥日光森のホテル奥日光森のホテル

元 イギリス大使館別荘元 イギリス大使館別荘中禅寺中禅寺

英国のランチ英国のランチ湖の眺め湖の眺め

応接間応接間元 イタリア大使館別荘元 イタリア大使館別荘

田母沢公園田母沢公園中禅寺金谷ホテル中禅寺金谷ホテル

田母沢公園田母沢公園田母沢公園田母沢公園

湯の湖湯の湖
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本日　２月27日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「牧野植物園のいままで、いまから」

水上　　元 会員

次週　３月６日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「　　未　　定　　」

デヴィ・スカルノ 夫人

第2410回　例会報告／平成31年２月20日　天候　晴

◇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。
観梅例会の後、先週が休
みでしたので、久し振り
にお顔を合わす感じがし
ます。私も例会でこうし
てお話していますが、自

分が何を話したか忘れることが多くありま
す。先日ちょっとロータリーに関しての資料
を見ていると、ロータリーにおける問題解決
の方法というものがあり、興味深いものでし
たので少しお話してみます。
　ロータリー自体、親睦を目的に始まったた
め、親睦が第一で奉仕はその後にくっついた
ものである。このことを前提に考えた場合、
ロータリーの問題解決の方法として、一つは
多数決、そして一つはコンセンサス（了
承）、もう一つがコンセント（満場一致）と
いう形がある。
　民主主義の長所であり欠点であるのが多数
決だと思うが、ロータリーにおいては、やは
り多数決というのはいかがなものか。という
のは、多数決で決める場合、どうしても多数
派と少数派に分かれる。少数派の意見を取り
上げれない多数決というのは、白か黒かで決
めてしまうわけで、これはいかがなものか。
そのときにおいて、多数派は、棚上げできる
ものであれば、良識的な判断のもとに提案を

取り下げるというのが、ロータリーの考え方
ではないのか。
　次に、コンセンサスによる解決は、提案者
もしくは起案者が各ロータリアンと話し合い、
了承を得る。これが１番いい方法ではないか
と思うが、その中でもいろんな意見が出る。
その場合、議論を盛り上げるために反対意見
を出して、ディベートになってしまうという
のはロータリアンとしていかがなものか。
ディベートなどではなくて、本当の意味で了
解できる。了解が得られなければ、反対意見
のある人は反対はしないが意見を取り下げる。
それが了承になるのではないか。お互いに良
識ある判断をしていただきたいというのが、
ロータリーの問題解決のコンセンサスの方法
ではないか。
　これは、あくまでも親睦第１を前提に考え
た場合です。意見が分かれると、そこにどう
しても歪みが生まれ親睦が崩れてくる。親睦
が崩れた場合には、ロータリーの前提が全部
崩れてしまうので、奉仕どころではないとい
うことだと思います。
　次に、コンセント。つなぐという意味で満
場一致ということになると思いますが、特に
最終意思決定が理事会にあるので、理事会で
話し合って決めるわけですが、これも意見が
分かれる。１人の反対意見が出る。
　僕も、ロータリーに入って、いろんな形で
先輩方から「満場一致で決まった」というこ
とをお聞きして、すごいなと思いましたが、
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● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
901,760円

61,650円

963,410円

16,868円

0円

16,868円

918,628円

61,650円

980,278円

チビニコ 合　計

２月20日
今期の累計

中身は反対の人が反対意見を封じ込めるとい
うことらしいです。10人のうち１人２人が反
対意見を述べたとしても、それを封じ込めれ
る内容であれば、良識の範囲内において封じ
込めて敢えて反対をしない。それがロータ
リーの満場一致ということです。例えば理事
会やいろんな決定において、賛成が９人、反
対が１人だったが、９人の意見に決まったと
いうのは、ロータリーの精神に反する。１人
の反対者は、敢えて反対をしない。良識ある
判断をもって反対をしないということにおい
て、満場一致が成立するということが書かれ
ていました。
　こういうやり方が、会社の運営において果
たして正しいかどうか。いろんな問題を親睦
最優先でしなければならないため、それぞれ
が取り下げたり、棚上げして蓋をしておこう
ということになると、問題は先送り、先送り
になって決まらないのではないかいう不安を
持たれる方もいると思います。この解決方法
を親睦の中において、クラブ内で考えていけ
れば、本当の意味の満場一致が生まれてくる
と思うので、とにかく親睦をということで、
ロータリーの運営をやっていければと思いま
す。
　うまく説明はできませんが、皆さんにも、
ロータリーの大人としての考え方というもの
を心に留めて、例会に参加したり、いろんな
会に参加していただいたら、和やかな雰囲気
で物事が進んでいくと思います。よろしくお
願いします。
◇国際奉仕委員会より
　年末からお願いしていました書き損じハガ
キが総計423枚、２万487円送金できました。
ご協力ありがとうございました。

◇青少年奉仕委員会より
・RYLAセミナーへの参加者募集がきていま

す。５月23日㈭から３泊４日、余島にて開
催されます。例年、当クラブは２名を派遣
しています。推薦者があれば、３月中旬ま
でに私もしくは事務局まで。

・少年少女キャンプの参加募集がきています。
希望者は３月13日までに私か事務局まで。

◇２月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　山﨑　敏朗
　福岡満喜子
　中平真理子
 ● 配偶者誕生日
　鬼田　綾子　　田内夕起子　　佐野　節子
　西森　冬弦　　沖　伸歩子　　前田　　紀
 ● 家庭記念日
　大川内孝典　　寺村　　勉　　浦田　健治
　島村　信一　　永　光男　　松岡　英雄
 ● 入会記念日
　中平真理子
◇幹　事　報　告
・３月６日の第一例会に、デヴィ夫人が来て

くださることになりました。外部告知はし
ていませんが、せっかくの機会ですので、
水曜会、ご家族にも出席していただこうと
思います。食事の関係がありますので、事
前に参加人数をお知らせください。

・３月12日から14日まで情報集会を開催しま
す。２月28日までに出欠をご連絡ください。

・香長ＲＣから花見例会の案内がきています。
３月26日、12時半、場所は月見山こどもの
森。出欠締切は３月13日。

・３月27日は城西館にて花見夜間例会です。
出欠締切は３月18日。

■高知東ＲＣ当面の日程
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
４月３日㈬　定例理事会
４月10日㈬　第５回クラブ協議会（次年度）
４月17日㈬　役員会
４月24日㈬　８ＲＣ合同夜間例会のため
　　　　　　18日㈭に変更

■例会変更のお知らせ
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

「「山の暮らしの心地良さ」を
　　　　　　　　　　商品に」

◇ゲストスピーチ トレトレ㈱  代表取締役  竹内　太郎 氏
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　トレトレというのは、イタリア語で数字の
３という意味です。私が居るのは仁淀川町の
名野川、中津渓谷のところです。33号線が目
の前に走っていて、33（トレトレ）、地元の
自然の物を取って使っているということで、
トレトレとしました。
　私は今43歳。生まれは土佐山田ですが、高
校生まで春野町で過ごしました。大学で京都
に出て、そのまま京都で仕事をしていました。
明治43年創業の105年目になる店で、私は外
販を担当していて、お客さまのメインは、高
島屋、三越、西武、そごう、伊勢丹といった
東京にあるお店でした。
　あるとき、このまま自分自身進んでいって
いいのかなという疑問を持ち始めました。ま
た、京都の暮らしの中でも、欲しいと思うも
のがなくなってきました。大量生産でもなく、
芸術品でもない、民芸というものが欲しいな
と。暮らしの中から生まれてくる物に真実味
を感じて、自分もそういう仕事がしたい。グ
ローバルの時代だけど、逆にローカルの方が
特徴が出せるのではないか、そんなふうに思
いました。そこで、東京とは逆の意味での最
先端は地元の高知だと。世界のどこに並べて
も勝負ができる物を仁淀川町から出していく
ことに意味があるのではと思い、39歳で高知
にＪターンしてきました。
　トレトレの商品としては、まず、「摘み草
ブレンドティー」。先日、天皇陛下がいらし
た折、お食事のときに３種類のお茶を出させ
ていただきました。
　ビワの葉、カキドオシ、青シソ、レモング
ラスを少しブレンドしたオリジナルのお茶は、
京都の和久傳さんで、会席料理の間で出して
いただいています。
　ドクダミなどは厳密にいうと、採りどきは
年に３日ぐらいです。ビワの葉は排気ガスを

よく吸うため、国道縁は苦くなります。です
から、山間のものを摘んでいます。自分たち
だけでは、とても間に合いませんので、山間
のお父さん、お母さん方100人ぐらいの仲間
に摘んでもらって買い取ります。お茶の味わ
いを固定するために、ブレンドレシピは0.01
グラム単位です。細かい話ですが、0.1グラ
ム単位の秤だと0.05グラムも0.14グラムも四
捨五入で0.1グラム、その差は0.09グラム、ほ
ぼ0.1グラムです。ですから、100の１グラム
まで計ります。小売りのパッケージのデザイ
ンは梅原真さんです。
　お土産というと些少ですが、今日皆さんの
お手元にあるのは「によどヒノキウォーター」
です。これは、私自身が２年ぐらい使ってい
ました。すると、取り引き先の方たちに「こ
れ売ってよ」と言われて、高知県立大学の先
生のお世話になって、分析や日持ち・加速度
テストをしていただきました。ヒノキを丸太
のままチップにして蒸留すると、少し臭みが
出ます。そこで、製材にしてからチップにす
ると穏やかな香りが出るのかなと思っていま
す。
　この商品は、読売巨人軍さんからお話いた
だいて、４月の東京ドームの開幕戦から販売
することになっています。読売さんも、池川
町の空気、山、水、暮らしの中から生まれて
きたということを気に入って、昨年１年間、
選手の寮やロッカールームで使っていただき、
発売となりました。また、糸井重里さんが主
催している「ほぼ日ストア」とは、３年ほど
前からお取引しています。高知では、マルニ
ガーデンさんや牧野植物園のショップ、ハ
マート薊野店さんにも置いていますので、機
会があれば手に取っていただけたらと思いま
す。
　このような形で、仁淀川町の片隅から世の

中に打って出てみようと、チャンレンジをし ています。

◇出席率報告

 ● 寺尾正生　１週あけての例会となりました。
例会次第が前後してしまい、バタバタの例会
となりました。残る例会、スムーズな司会を
心がけます。よろしくお願いします。
 ● 松本隆之　竹内さん、素晴らしい卓話をあ
りがとうございました。あと娘に少しいいこ
とがありましたので、ニコニコへ。
 ● 柳澤光秋　今年のパストガバナーの仕事は、
１月12日・米山選考、１月19日・ＩＭ、１月
21日・「ロータリーの友」東京、２月３日・
第11回LYRA神戸講演、２月10日・ＰＥＴＳ
徳島、２月18日・「ロータリーの友」東京、
２月24日・全国危機管理、東京です。

 ● 岡﨑勇樹　２月６日、観梅夜間例会で人生
初のはしけんで優勝しちゃいました。ルール
も分からず、空気読めなくてすいません。
 ● 水上　元　竹内様、本日は卓話をありがと
うございました。欠席で申しわけありません。
牧野植物園とのコラボもよろしくお願いいた
します。新しい園地の一つをオープンするこ
とができました。牧野植物園の将来計画につ
きましては、来週お話させていただきます
が、今後ともご支援をお願いいたします。
 ● 前川美智子　早瀬さん、ありがとうござい
ました。１月30日称名寺さんでの職場例会で
は大変お世話になりました。お寺での音響の
こだわりがよく分かり、天井の高さなども設
計から携わり関係があることを知り驚きまし
た。また当日は、初めて、寺尾会長の代理を
務めさせていただき、松本幹事にはいろいろ
お世話になりました。重ねてお礼を申し上げ
ます。
 ● 福岡満喜子　誕生日のお祝いありがとうご
ざいました。ボーッと生きている間にいつの
間にか喜寿を過ぎてしまったみたいです。
 ● 中平真理子　お誕生祝い、入会記念、あり
がとうございました。月日のたつのは早いも
のです。ロータリー歴18年目になりました。
 ● 佐野博三　妻の誕生祝いありがとうござい
ます。結婚したときは未成年で、親の許可が
いりましたが、今は75歳となりました。
 ● 前田　博　家内誕生祝いありがとうござい
ます。今年は記念に４月に旅行を計画中です。
 ● 島村信一　家庭記念日のお祝いありがとう
ございます。
 ● 大川内孝典　家庭記念日祝いありがとうご
ざいます。記憶をたどれば34年目でした。
 ● 永光男　家庭記念日（結婚記念日）、２月
20日、今日。記念品ありがとうございます。
 ● 浦田健治　結婚記念日の祝いの品を頂き、
ありがとうございました。
 ● 松岡英雄　家庭記念日お礼。
 ● 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

２月20日

２月６日

総数
54

－1 54

出席
41
31

欠席
3
0

メイク
アップ HC出席率

75.93％

57.41％

出席率
94.23％

100％

8
22

　昨年の11月、東京から新幹線・ＪＲで日光市に入り、レンタカーを借りてまず最初に中禅
寺近くにある華厳の滝を訪れた。
華厳の滝
　大分昔、滝の上から眺めた記憶があるが、今ではエレベーターで降りて、間近に眺められ
るようになっている。幅広い大きな滝であった。観光客も外国人が多かった。その他、中禅
寺湖西方にある竜頭滝と湯元温泉へ向かう途中にある湯滝も眺めた。
湯の湖
　湯元温泉に入る手前にある。周囲３㎞の小さな湖であるが、水が透き通り
神秘的な雰囲気がある。
湯元温泉
　標高150ｍの山上にあり、静かな温泉地である。そ
の奥に奥日光森のホテルがある。団体客がない静か
なホテルであった。料理も夕食・朝食とも丁寧な造
りで、ゆっくり食事した。温泉も少し硫黄が
強いが身体が温もる。
中禅寺湖
　この写真は半月山の展望台から撮影した写
真。前に高く聳える山は標高2,484ｍの男体
山。下は中禅寺の町で湖に沿って広がってい
る。ホテル・旅館・土産物店が多い。紅葉シ
ーズンは10月の終わり頃で、多くの観光客が
訪れる。11月中旬の今頃は紅葉が終わり、外
国人は見掛けるが少し閑散としていた。
　一番古い中禅寺は湖の東側にあり、そこか
ら南側の湖の傍に沿ってイギリス大使館とイ
タリア大使館のもと別荘が建ち並んでいる。
中禅寺は中に立木観音さまがおられ、お客さ
んを集めている。イギリス大使館は湖に面
し、眺めが良く、前に高く聳える山は白根山
と呼ばれる。２階で紅茶を飲みながら、英国
のランチを味わった。
　イタリア大使館も１階は広い応接間で素晴
らしい眺めが大きく広がっている。夜は一番
古いホテル創業78年の中禅寺金谷ホテルに入
った。風格ある重厚なホテルでフランス料理
を味わった。
田母沢公園
　３日目は日光市に戻り、大正天皇のご静養
のために建てられ、昭和22年に廃止されるま
での間、３代にわたる天皇・皇太子がご利用
された元御用邸に入った。106室の部屋があ
り、南側は天皇・皇后がお使いになられ、北
側は臣下が使っておられた。今の天皇陛下さ
まが皇太子の時、ここに疎開され、寝泊まり
されておられた部屋も見せていただいた。南
側は広い庭園で小川・泉・池があり、まだ暖
かい日差しを浴びていた。

奥日光を廻る　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関　淑公

華厳の滝華厳の滝

中禅寺湖中禅寺湖奥日光森のホテル奥日光森のホテル

元 イギリス大使館別荘元 イギリス大使館別荘中禅寺中禅寺

英国のランチ英国のランチ湖の眺め湖の眺め

応接間応接間元 イタリア大使館別荘元 イタリア大使館別荘

田母沢公園田母沢公園中禅寺金谷ホテル中禅寺金谷ホテル

田母沢公園田母沢公園田母沢公園田母沢公園

湯の湖湯の湖
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本日　２月27日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「牧野植物園のいままで、いまから」

水上　　元 会員

次週　３月６日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「　　未　　定　　」

デヴィ・スカルノ 夫人

第2410回　例会報告／平成31年２月20日　天候　晴

◇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。
観梅例会の後、先週が休
みでしたので、久し振り
にお顔を合わす感じがし
ます。私も例会でこうし
てお話していますが、自

分が何を話したか忘れることが多くありま
す。先日ちょっとロータリーに関しての資料
を見ていると、ロータリーにおける問題解決
の方法というものがあり、興味深いものでし
たので少しお話してみます。
　ロータリー自体、親睦を目的に始まったた
め、親睦が第一で奉仕はその後にくっついた
ものである。このことを前提に考えた場合、
ロータリーの問題解決の方法として、一つは
多数決、そして一つはコンセンサス（了
承）、もう一つがコンセント（満場一致）と
いう形がある。
　民主主義の長所であり欠点であるのが多数
決だと思うが、ロータリーにおいては、やは
り多数決というのはいかがなものか。という
のは、多数決で決める場合、どうしても多数
派と少数派に分かれる。少数派の意見を取り
上げれない多数決というのは、白か黒かで決
めてしまうわけで、これはいかがなものか。
そのときにおいて、多数派は、棚上げできる
ものであれば、良識的な判断のもとに提案を

取り下げるというのが、ロータリーの考え方
ではないのか。
　次に、コンセンサスによる解決は、提案者
もしくは起案者が各ロータリアンと話し合い、
了承を得る。これが１番いい方法ではないか
と思うが、その中でもいろんな意見が出る。
その場合、議論を盛り上げるために反対意見
を出して、ディベートになってしまうという
のはロータリアンとしていかがなものか。
ディベートなどではなくて、本当の意味で了
解できる。了解が得られなければ、反対意見
のある人は反対はしないが意見を取り下げる。
それが了承になるのではないか。お互いに良
識ある判断をしていただきたいというのが、
ロータリーの問題解決のコンセンサスの方法
ではないか。
　これは、あくまでも親睦第１を前提に考え
た場合です。意見が分かれると、そこにどう
しても歪みが生まれ親睦が崩れてくる。親睦
が崩れた場合には、ロータリーの前提が全部
崩れてしまうので、奉仕どころではないとい
うことだと思います。
　次に、コンセント。つなぐという意味で満
場一致ということになると思いますが、特に
最終意思決定が理事会にあるので、理事会で
話し合って決めるわけですが、これも意見が
分かれる。１人の反対意見が出る。
　僕も、ロータリーに入って、いろんな形で
先輩方から「満場一致で決まった」というこ
とをお聞きして、すごいなと思いましたが、
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● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
901,760円

61,650円

963,410円

16,868円

0円

16,868円

918,628円

61,650円

980,278円

チビニコ 合　計

２月20日
今期の累計

中身は反対の人が反対意見を封じ込めるとい
うことらしいです。10人のうち１人２人が反
対意見を述べたとしても、それを封じ込めれ
る内容であれば、良識の範囲内において封じ
込めて敢えて反対をしない。それがロータ
リーの満場一致ということです。例えば理事
会やいろんな決定において、賛成が９人、反
対が１人だったが、９人の意見に決まったと
いうのは、ロータリーの精神に反する。１人
の反対者は、敢えて反対をしない。良識ある
判断をもって反対をしないということにおい
て、満場一致が成立するということが書かれ
ていました。
　こういうやり方が、会社の運営において果
たして正しいかどうか。いろんな問題を親睦
最優先でしなければならないため、それぞれ
が取り下げたり、棚上げして蓋をしておこう
ということになると、問題は先送り、先送り
になって決まらないのではないかいう不安を
持たれる方もいると思います。この解決方法
を親睦の中において、クラブ内で考えていけ
れば、本当の意味の満場一致が生まれてくる
と思うので、とにかく親睦をということで、
ロータリーの運営をやっていければと思いま
す。
　うまく説明はできませんが、皆さんにも、
ロータリーの大人としての考え方というもの
を心に留めて、例会に参加したり、いろんな
会に参加していただいたら、和やかな雰囲気
で物事が進んでいくと思います。よろしくお
願いします。
◇国際奉仕委員会より
　年末からお願いしていました書き損じハガ
キが総計423枚、２万487円送金できました。
ご協力ありがとうございました。

◇青少年奉仕委員会より
・RYLAセミナーへの参加者募集がきていま

す。５月23日㈭から３泊４日、余島にて開
催されます。例年、当クラブは２名を派遣
しています。推薦者があれば、３月中旬ま
でに私もしくは事務局まで。

・少年少女キャンプの参加募集がきています。
希望者は３月13日までに私か事務局まで。

◇２月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　山﨑　敏朗
　福岡満喜子
　中平真理子
 ● 配偶者誕生日
　鬼田　綾子　　田内夕起子　　佐野　節子
　西森　冬弦　　沖　伸歩子　　前田　　紀
 ● 家庭記念日
　大川内孝典　　寺村　　勉　　浦田　健治
　島村　信一　　永　光男　　松岡　英雄
 ● 入会記念日
　中平真理子
◇幹　事　報　告
・３月６日の第一例会に、デヴィ夫人が来て

くださることになりました。外部告知はし
ていませんが、せっかくの機会ですので、
水曜会、ご家族にも出席していただこうと
思います。食事の関係がありますので、事
前に参加人数をお知らせください。

・３月12日から14日まで情報集会を開催しま
す。２月28日までに出欠をご連絡ください。

・香長ＲＣから花見例会の案内がきています。
３月26日、12時半、場所は月見山こどもの
森。出欠締切は３月13日。

・３月27日は城西館にて花見夜間例会です。
出欠締切は３月18日。

■高知東ＲＣ当面の日程
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
４月３日㈬　定例理事会
４月10日㈬　第５回クラブ協議会（次年度）
４月17日㈬　役員会
４月24日㈬　８ＲＣ合同夜間例会のため
　　　　　　18日㈭に変更

■例会変更のお知らせ
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

「「山の暮らしの心地良さ」を
　　　　　　　　　　商品に」

◇ゲストスピーチ トレトレ㈱  代表取締役  竹内　太郎 氏
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　トレトレというのは、イタリア語で数字の
３という意味です。私が居るのは仁淀川町の
名野川、中津渓谷のところです。33号線が目
の前に走っていて、33（トレトレ）、地元の
自然の物を取って使っているということで、
トレトレとしました。
　私は今43歳。生まれは土佐山田ですが、高
校生まで春野町で過ごしました。大学で京都
に出て、そのまま京都で仕事をしていました。
明治43年創業の105年目になる店で、私は外
販を担当していて、お客さまのメインは、高
島屋、三越、西武、そごう、伊勢丹といった
東京にあるお店でした。
　あるとき、このまま自分自身進んでいって
いいのかなという疑問を持ち始めました。ま
た、京都の暮らしの中でも、欲しいと思うも
のがなくなってきました。大量生産でもなく、
芸術品でもない、民芸というものが欲しいな
と。暮らしの中から生まれてくる物に真実味
を感じて、自分もそういう仕事がしたい。グ
ローバルの時代だけど、逆にローカルの方が
特徴が出せるのではないか、そんなふうに思
いました。そこで、東京とは逆の意味での最
先端は地元の高知だと。世界のどこに並べて
も勝負ができる物を仁淀川町から出していく
ことに意味があるのではと思い、39歳で高知
にＪターンしてきました。
　トレトレの商品としては、まず、「摘み草
ブレンドティー」。先日、天皇陛下がいらし
た折、お食事のときに３種類のお茶を出させ
ていただきました。
　ビワの葉、カキドオシ、青シソ、レモング
ラスを少しブレンドしたオリジナルのお茶は、
京都の和久傳さんで、会席料理の間で出して
いただいています。
　ドクダミなどは厳密にいうと、採りどきは
年に３日ぐらいです。ビワの葉は排気ガスを

よく吸うため、国道縁は苦くなります。です
から、山間のものを摘んでいます。自分たち
だけでは、とても間に合いませんので、山間
のお父さん、お母さん方100人ぐらいの仲間
に摘んでもらって買い取ります。お茶の味わ
いを固定するために、ブレンドレシピは0.01
グラム単位です。細かい話ですが、0.1グラ
ム単位の秤だと0.05グラムも0.14グラムも四
捨五入で0.1グラム、その差は0.09グラム、ほ
ぼ0.1グラムです。ですから、100の１グラム
まで計ります。小売りのパッケージのデザイ
ンは梅原真さんです。
　お土産というと些少ですが、今日皆さんの
お手元にあるのは「によどヒノキウォーター」
です。これは、私自身が２年ぐらい使ってい
ました。すると、取り引き先の方たちに「こ
れ売ってよ」と言われて、高知県立大学の先
生のお世話になって、分析や日持ち・加速度
テストをしていただきました。ヒノキを丸太
のままチップにして蒸留すると、少し臭みが
出ます。そこで、製材にしてからチップにす
ると穏やかな香りが出るのかなと思っていま
す。
　この商品は、読売巨人軍さんからお話いた
だいて、４月の東京ドームの開幕戦から販売
することになっています。読売さんも、池川
町の空気、山、水、暮らしの中から生まれて
きたということを気に入って、昨年１年間、
選手の寮やロッカールームで使っていただき、
発売となりました。また、糸井重里さんが主
催している「ほぼ日ストア」とは、３年ほど
前からお取引しています。高知では、マルニ
ガーデンさんや牧野植物園のショップ、ハ
マート薊野店さんにも置いていますので、機
会があれば手に取っていただけたらと思いま
す。
　このような形で、仁淀川町の片隅から世の

中に打って出てみようと、チャンレンジをし ています。

◇出席率報告

 ● 寺尾正生　１週あけての例会となりました。
例会次第が前後してしまい、バタバタの例会
となりました。残る例会、スムーズな司会を
心がけます。よろしくお願いします。
 ● 松本隆之　竹内さん、素晴らしい卓話をあ
りがとうございました。あと娘に少しいいこ
とがありましたので、ニコニコへ。
 ● 柳澤光秋　今年のパストガバナーの仕事は、
１月12日・米山選考、１月19日・ＩＭ、１月
21日・「ロータリーの友」東京、２月３日・
第11回LYRA神戸講演、２月10日・ＰＥＴＳ
徳島、２月18日・「ロータリーの友」東京、
２月24日・全国危機管理、東京です。

 ● 岡﨑勇樹　２月６日、観梅夜間例会で人生
初のはしけんで優勝しちゃいました。ルール
も分からず、空気読めなくてすいません。
 ● 水上　元　竹内様、本日は卓話をありがと
うございました。欠席で申しわけありません。
牧野植物園とのコラボもよろしくお願いいた
します。新しい園地の一つをオープンするこ
とができました。牧野植物園の将来計画につ
きましては、来週お話させていただきます
が、今後ともご支援をお願いいたします。
 ● 前川美智子　早瀬さん、ありがとうござい
ました。１月30日称名寺さんでの職場例会で
は大変お世話になりました。お寺での音響の
こだわりがよく分かり、天井の高さなども設
計から携わり関係があることを知り驚きまし
た。また当日は、初めて、寺尾会長の代理を
務めさせていただき、松本幹事にはいろいろ
お世話になりました。重ねてお礼を申し上げ
ます。
 ● 福岡満喜子　誕生日のお祝いありがとうご
ざいました。ボーッと生きている間にいつの
間にか喜寿を過ぎてしまったみたいです。
 ● 中平真理子　お誕生祝い、入会記念、あり
がとうございました。月日のたつのは早いも
のです。ロータリー歴18年目になりました。
 ● 佐野博三　妻の誕生祝いありがとうござい
ます。結婚したときは未成年で、親の許可が
いりましたが、今は75歳となりました。
 ● 前田　博　家内誕生祝いありがとうござい
ます。今年は記念に４月に旅行を計画中です。
 ● 島村信一　家庭記念日のお祝いありがとう
ございます。
 ● 大川内孝典　家庭記念日祝いありがとうご
ざいます。記憶をたどれば34年目でした。
 ● 永光男　家庭記念日（結婚記念日）、２月
20日、今日。記念品ありがとうございます。
 ● 浦田健治　結婚記念日の祝いの品を頂き、
ありがとうございました。
 ● 松岡英雄　家庭記念日お礼。
 ● 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

２月20日

２月６日

総数
54

－1 54

出席
41
31

欠席
3
0

メイク
アップ HC出席率

75.93％

57.41％

出席率
94.23％

100％

8
22

　昨年の11月、東京から新幹線・ＪＲで日光市に入り、レンタカーを借りてまず最初に中禅
寺近くにある華厳の滝を訪れた。
華厳の滝
　大分昔、滝の上から眺めた記憶があるが、今ではエレベーターで降りて、間近に眺められ
るようになっている。幅広い大きな滝であった。観光客も外国人が多かった。その他、中禅
寺湖西方にある竜頭滝と湯元温泉へ向かう途中にある湯滝も眺めた。
湯の湖
　湯元温泉に入る手前にある。周囲３㎞の小さな湖であるが、水が透き通り
神秘的な雰囲気がある。
湯元温泉
　標高150ｍの山上にあり、静かな温泉地である。そ
の奥に奥日光森のホテルがある。団体客がない静か
なホテルであった。料理も夕食・朝食とも丁寧な造
りで、ゆっくり食事した。温泉も少し硫黄が
強いが身体が温もる。
中禅寺湖
　この写真は半月山の展望台から撮影した写
真。前に高く聳える山は標高2,484ｍの男体
山。下は中禅寺の町で湖に沿って広がってい
る。ホテル・旅館・土産物店が多い。紅葉シ
ーズンは10月の終わり頃で、多くの観光客が
訪れる。11月中旬の今頃は紅葉が終わり、外
国人は見掛けるが少し閑散としていた。
　一番古い中禅寺は湖の東側にあり、そこか
ら南側の湖の傍に沿ってイギリス大使館とイ
タリア大使館のもと別荘が建ち並んでいる。
中禅寺は中に立木観音さまがおられ、お客さ
んを集めている。イギリス大使館は湖に面
し、眺めが良く、前に高く聳える山は白根山
と呼ばれる。２階で紅茶を飲みながら、英国
のランチを味わった。
　イタリア大使館も１階は広い応接間で素晴
らしい眺めが大きく広がっている。夜は一番
古いホテル創業78年の中禅寺金谷ホテルに入
った。風格ある重厚なホテルでフランス料理
を味わった。
田母沢公園
　３日目は日光市に戻り、大正天皇のご静養
のために建てられ、昭和22年に廃止されるま
での間、３代にわたる天皇・皇太子がご利用
された元御用邸に入った。106室の部屋があ
り、南側は天皇・皇后がお使いになられ、北
側は臣下が使っておられた。今の天皇陛下さ
まが皇太子の時、ここに疎開され、寝泊まり
されておられた部屋も見せていただいた。南
側は広い庭園で小川・泉・池があり、まだ暖
かい日差しを浴びていた。

奥日光を廻る　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関　淑公
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