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本日　３月27日㈬ 18：30  城西館

　　　 　花 　 見 　 夜 　 間 　 例 　 会

次週　４月３日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「ロータリークラブ会計について」

会計 浦田　健治 会員

第2414回　例会報告／平成31年３月20日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「我等の生業」
◇副会長挨拶

　皆さま、こんにちは。
今日は、高知市内の小学
校で卒業式が行われてお
り、私も地元の江陽小学
校の卒業式に参加するた
め走っていたところ、寺

尾会長から「熱があるので、例会を欠席しま
す」と連絡がありました。
　昨今、小学校の卒業式に袴が多くなったと
聞いていましたが、今日もかなりの生徒さん
が袴で出席していました。今朝のラジオで
は、小学校で袴は早いのではないか。親御さ
んの元を離れるわけでもないし、社会に飛び
立つわけでもないので派手にしない方がいい
のではというパーソナリティに対して、ゲス
トの方が、小学校ならまだ親の言うことを聞
いてくれるから、今のうちに子供を着飾って
記念写真を撮るのだと言っていました。
　将来を担う子どもたちに幸多かれと願いな
がら、花吹雪をして見送ったところです。
　３月は出会いと別れが多い月。当クラブで
も先週、お２人の送別会がありました。今日
１日、次の新しい出会いを期待しながら、よ
ろしくお願いいたします。
◇来訪ロータリアン
　東京南ＲＣ　　山内豊功 氏

◇お　客　様
　新本町クリニック　吉村尚子 氏
◇国際奉仕委員会より
　短期交換留学の派遣学生に、学芸高校の正
木一宇さんが、予定されています。まだ正式
決定ではありませんが、高知クラブの推薦者
を当クラブも推薦しました。
◇幹　事　報　告
・来週の例会は城西館にて花見例会で、昼の

例会はありません。
◇川端信一郎会員退会挨拶

　２月末に内示を受け、
４月から栃木の宇都宮に
転勤になります。ロータ
リークラブは２年弱でし
たが、親睦や奉仕の観点
で学びがあり、仕事にも

いい影響を及ぼしてくれました。
　先週のゴルフコンペは、本当に楽しいコン
ペでした。４月から後任に松井という者が着
任します。ぜひ可愛がっていただければと思
います。本当にありがとうございました。
◇別役修平会員退会挨拶

　2006年３月15日、東Ｒ
Ｃに入会し、丁度13年。
うちの社長が、旅館・ホ
テルの県の理事長になっ
た関係で、ロータリーは
私が跡を継ぎました。私

自身は、昨年から常勤の監査役。この３月か
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３月20日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
４月３日㈬　定例理事会
４月17日㈬　第５回クラブ協議会（次年度）
　　　　　　（得月樓）
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
５月１日㈬　休会（国民の休日）
５月８日㈬　定例理事会
５月15日㈬　ロータリー休日
５月22日㈬　第６回クラブ協議会・現新合同
　　　　　　（城西館）
５月29日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
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

高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　４月２日㈫　創立記念夜間例会
高知南ＲＣ　　４月４日㈭　植樹例会
高知中央ＲＣ　４月４日㈭　花見夜間例会
高知ＲＣ　　　４月９日㈫　グループ夜間例会
高知北ＲＣ　　４月15日㈪　18日に８ＲＣ合同夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　４月16日㈫　18日に８ＲＣ合同夜間例会
高知南ＲＣ　　４月18日㈭　８ＲＣ合同夜間例会
高知中央ＲＣ　４月18日㈭　８ＲＣ合同夜間例会
高知西ＲＣ　　４月19日㈮　18日に８ＲＣ合同夜間例会
高知ＲＣ　　　４月23日㈫　18日に８ＲＣ合同夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　５月７日㈫　休会
高知南ＲＣ　　５月16日㈭　職場例会
高知中央ＲＣ　５月16日㈭　夜間例会
高知南ＲＣ　　５月30日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　５月31日㈮　ロータリー休日

は1時間以内での移動が可能になりますし、
新大阪までは91分、岡山まで45分。そして何
よりも、ビジネス展開をしていく上で、高知
から３時間で行けるエリアが広がり、圏域人
口も7.6倍と飛躍的に拡大します。お客様の
流れも増えます。北陸新幹線の開業効果を例
に挙げると、鉄道利用３倍、金沢市への入り
込み及び宿泊者1.2倍。注目すべきは金沢市
だけではなく、輪島、和倉温泉など周辺部に
まであまねく効果が及んでいます。商工業で
も首都圏からの企業誘致が進展。本社が移転
してきたり東京本店の管轄になるなど、いろ
んな動きが出ています。さらに、新幹線が来
ることによって在来線の維持・活性化にも大
きく役立っており、富山県では、路面電車、
路線バスの利用者、特に定期利用でない方の
利用が増えたという報告もされています。
　新幹線は上下分離方式で、国が公共事業と
して新幹線を整備して、運行するＪＲは車両
を買って走らし、国に対して鉄道の使用料に
当たる貸付料を払うという事業モデルです。
財源は公共事業ですから、ＪＲが払う貸付料
を除いた３分の２を国が負担。地方負担は３
分の１ですが、交付税等もありますので実質
負担は１～２割程度です。新幹線の予算は、
新幹線をつくるための予算ですので、四国が
手を挙げなければ、他の地域に新幹線ができ
るだけの話で、そのバーターで道路を造って
くれるものではありません。
　現在、整備中も含めて47都道府県のうち31
の都道府県に新幹線は行き渡っています。唯
一四国だけが空白エリアです。４年後には北
陸新幹線が敦賀まで延伸、長崎新幹線も一部
開業、10年後にはリニア新幹線が登場、12年

後には北海道新幹線が札幌まで延伸、20年後
にはリニアが大阪まで延伸、30年後には北陸
新幹線がループを形成して、京都経由で大阪
までつながるということが決まっている中で、
四国というのは全くスケジュールに載ってき
ていません。今や新幹線は基礎的な交通イン
フラ、日常の乗り物になっており、新幹線が
あるなしで大きな格差が生まれていますが、
さらに将来は、リニアもある地域、新幹線し
かない地域、新幹線すらない地域と２重の格
差になっていくことに、県としては危機感を
持っています。空港と新幹線、高速道路、こ
の三つの基本的なインフラがあることが大切
になってくるだろうと思います。
　今後の手順としては、まず四国新幹線の基
本計画から整備計画に格上げしてもらう必要
があります。これに向けて、我々は一生懸命
努力をしていますが、四国だけではなく、奥
羽新幹線、山陰新幹線、東九州等々、ライバ
ルも同じく熱心に動いています。その中で、
四国は勝っていかなければいけません。新幹
線は30年先までスケジュールは決まっていま
すので、今の列に並ぶと30年間は順番が来な
い。30年たっても四国は順番が来るかどうか
すら分からない。我々としては、既存のルー
ルではなくて新しい列をつくれないか知恵を
絞っているところです。
　本州、九州、北海道と新幹線が延伸する中
「次は四国」というのは自然な流れではない
かと考えます。多くの方々の後押し、声をい
ただいて、四国の新幹線の実現のため、精一
杯取り組んでまいりますので、ご協力をよろ
しくお願いいたします。

「四国の新幹線早期実現に
　　　　　　　　　　向けて」

◇ゲストスピーチ 高知県中山間振興・交通部交通運輸政策課  課長  濱田　憲司 氏

らは非常勤の監査役になりました。私の後任
は当然、東クラブに入るものと思っていたと
ころ、ずっと野球を続けていた関係で、中央
ＲＣに入ることになってしまいました。
　社長の息子さんは、現在ＪＣで卒業までに

あと１年あります。間が空くと、皆さんが城
西館を使いづらくなるのではと、心配してい
ます。ぜひ、社長に直談判して、間を埋める
ようにご尽力いただけたらと思います。お世
話になりました。ありがとうございました。
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　私は今51歳、普通の県の事務職員です。若
いころは、今はなくなった中央病院の窓口で
医療費の計算をなど、望んだわけではありま
せんが、県庁人生の半分は県立病院の仕事を
してきました。2014年、交通運輸政策課に来
て以来、５年が過ぎました。
　昭和48年、全国で新幹線基本計画が策定さ
れ、その中では四国新幹線（大阪→徳島→高
松→松山→大分）と四国横断新幹線（岡山→
高知）の二つが基本計画として位置づけられ
ましたが、この基本計画は1ミリも進むこと
なく現在に至っています。四国の場合、新幹
線というよりは、橋に力を入れてきた歴史が
あります。決して新幹線を不要と思ったので
はなくて、何とか橋を架けたいということに
力を注いで来た結果、新幹線の取り組みが他
の地域と比べて遅れたということだと思いま
す。
　ＪＲ四国の在来線の特徴は、ほとんどが単
線・非電化です。新幹線は在来線と比べて線
路の幅が50センチぐらい広いし、電化にする
場合、高知と多度津の間にある89本のトンネ
ルを全てやり変える必要があります。これは
不可能ですので、新たなルートを開拓する方
が合理的だということです。
　我々はずっと新幹線のない生活をしてきま
したので、新幹線のある地域と比べて、いろ
んな意味で損をしています。例えば、新大
阪・高知間は約360キロ、時間は３時間半。
距離がほぼ同じ新大阪・広島間は新幹線で１

時間21分。新幹線で３時間半かければ新大阪
から熊本の先の新八代まで。東京からだと青
森まで行けます。日帰りできる出張が１泊し
ないといけない。客先も２、３軒行けるのが
１軒しかいけない等、ビジネスの面でも不利
益を被っています。
　そういう中で、2011年「四国の鉄道のネッ
トワークのあり方を考える会」で、鉄道の抜
本的高速化に関する基礎調査を実施し、2014
年４月に調査結果を公表しています。この調
査では、現実的なところとして岡山から山陽
新幹線を分岐し、瀬戸大橋経由で四国に入り、
徳島、髙松、松山、そして高知に至るルート
であれば、概算工事費は1.57兆円ですが、コ
ストが利益を上回ることが確認されました。
2019年、四国全体の議会・商工会議所等々が
入って「四国新幹線整備促進期成会」が発足、
四国が一致団結して取り組みを進めています。
近年新幹線が整備された地方都市との人口比
較、沿線人口比較、あるいは経済規模を比較
しても、いずれも四国は先行地域と遜色あり
ません。何よりも瀬戸大橋は新幹線企画で整
備されていますし、鷲羽山トンネルも在来線
と新幹線用のトンネルができています。宇多
津や児島駅周辺では新幹線整備のための用地
取得も既に行われています。ですから、事実
上、着工済みと言っても過言ではないかと、
国にも訴えています。
　仮に新幹線ができた場合の効果としては、
まず、時間短縮効果で、四国の主要都市間で

◇出席率報告

 ● 前川美智子　本日は、寺尾会長代理を務め
させていただきました。どきどきどきどき、
通常例会での初めての体験でした。別役修平
さん、川端さんの送別会に出席できず残念で
した。お二人とも、お元気で幸せな時間をお
過ごしください。
 ● 松本隆之　濱田様、素晴らしい卓話ありが
とうございました。あと、私事ですが、本日、
娘の卒業式に出席してまいりました。不覚に
も泣いてしまいました。
 ● 別役修平　３月15日は川端さんと私の送別
会を開催していただいてありがとうございま
した。４年ぐらいお酒を飲めなかったのです
が、久し振りにおいしいお酒をいただきまし
た。また、２次会、３次会もおごっていただ
き感謝！感謝です。
 ● 川端信一郎　３月15日、送別会開催いただ
き、本当にありがとうございました。２年
弱、お世話になりました。
 ● 島村信一（親睦委員長）３月15日、別役修
平会員、川端信一郎会員の送別会を開催させ
ていただきました。お店の方から予想外の割
引がありましたので、会費の残り分をニコニ

コへ！多数の参加をいただきありがとうござ
いました。
 ● 浦田健治　親睦委員会の皆さま、ゴルフコ
ンペのお世話ありがとうございました。松野
さん、写真ありがとうございました。
 ● 岡本淳一　先日のＲＣコンペありがとうご
ざいました。島村委員長、楽しいコンペでし
た。また松野さん写真ありがとうございます。
 ● 後藤典行　新人ですが、ご迷惑をおかけし
ないようしっかりやっていきますので、よろ
しくお願いいたします。
 ● 竹村克彦　どんくさいことで、来週の例会
を欠席します。今後はスケジュール管理に気
を付けます。ごめんなさい。
 ● 永光男　３月19日、この前の日曜日、東
ＲＣゴルフコンペでまたまたまた優勝させて
いただきました。スコアーはよくなかったが、
パートナーとハンディキャップに恵まれまし
た。成績のよかった北村さん、岡本さん、ご
めんなさい。しかし、ロータリーの教えで最
もよく奉仕する者、最も多く報いられると
シェルドンは言っています。毎日ゴルフの練
習と50分のウォーキングを真面目に行ってま
した。最もよく練習する者、最も多く優勝す
る（みつお）カッコ良く書いたので、優勝賞
金、全額ニコニコに入れます。
 ● 親睦ゴルフコンペ、参加者より
 ● 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

情　報　集　会
2019年３月13日㈬　於：ザ クラウンパレス新阪急高知

別役修平さん・川端信一郎さん 送別会
2019年３月15日㈮　於：くらり

東ＲＣゴルフコンペ・懇親会
2019年３月17日㈰　於：錦山カントリークラブ・ラ・ヴィータ

優勝：永光男さん　　準優勝：寺尾正生さん
ベスグロ賞：北村　裕さん　でした。

例会場・事務所：ミュゼ灘屋
所　　在　　地：〒799－3114　愛媛県伊予市灘町１２３
　　　　　　　　TEL 090－6881－4357　FAX 089－909－6566
例　　会　　日：毎週水曜日　19：00 点鐘　変更なし

【連絡先】伊予ロータリークラブ事務局
　　　　　〒799－3114　愛媛県伊予市灘町１２３
　　　　　　　　　　　　ミュゼ灘屋内
　　　　　　　　　　　　TEL 090－6881－4357　FAX 089－909－6566
　　　　　　　　　　　　Ｅ-mail：iyo-rc@ninus.ocn.ne.jp

伊予ロータリークラブ　例会場・事務所変更のご案内
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◇国際奉仕委員会より
　短期交換留学の派遣学生に、学芸高校の正
木一宇さんが、予定されています。まだ正式
決定ではありませんが、高知クラブの推薦者
を当クラブも推薦しました。
◇幹　事　報　告
・来週の例会は城西館にて花見例会で、昼の

例会はありません。
◇川端信一郎会員退会挨拶

　２月末に内示を受け、
４月から栃木の宇都宮に
転勤になります。ロータ
リークラブは２年弱でし
たが、親睦や奉仕の観点
で学びがあり、仕事にも

いい影響を及ぼしてくれました。
　先週のゴルフコンペは、本当に楽しいコン
ペでした。４月から後任に松井という者が着
任します。ぜひ可愛がっていただければと思
います。本当にありがとうございました。
◇別役修平会員退会挨拶

　2006年３月15日、東Ｒ
Ｃに入会し、丁度13年。
うちの社長が、旅館・ホ
テルの県の理事長になっ
た関係で、ロータリーは
私が跡を継ぎました。私

自身は、昨年から常勤の監査役。この３月か
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●会長／寺尾正生　●幹事／松本隆之　●雑誌会報委員／中西克行・西山忠利・関　淑公
●例会日／毎週水曜日12：30PM～1：30PM　●例会場／ザ クラウンパレス新阪急高知　（088）873－1111
●事務所／高知新聞放送会館１階　〒780－8572　高知市本町3－2－15　　　　直通（088）824－8660
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● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ

1,057,760円

77,350円

1,135,110円

18,371円

90円

18,461円

1,076,131円

77,440円

1,153,571円

チビニコ 合　計

３月20日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
４月３日㈬　定例理事会
４月17日㈬　第５回クラブ協議会（次年度）
　　　　　　（得月樓）
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
５月１日㈬　休会（国民の休日）
５月８日㈬　定例理事会
５月15日㈬　ロータリー休日
５月22日㈬　第６回クラブ協議会・現新合同
　　　　　　（城西館）
５月29日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
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

高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　４月２日㈫　創立記念夜間例会
高知南ＲＣ　　４月４日㈭　植樹例会
高知中央ＲＣ　４月４日㈭　花見夜間例会
高知ＲＣ　　　４月９日㈫　グループ夜間例会
高知北ＲＣ　　４月15日㈪　18日に８ＲＣ合同夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　４月16日㈫　18日に８ＲＣ合同夜間例会
高知南ＲＣ　　４月18日㈭　８ＲＣ合同夜間例会
高知中央ＲＣ　４月18日㈭　８ＲＣ合同夜間例会
高知西ＲＣ　　４月19日㈮　18日に８ＲＣ合同夜間例会
高知ＲＣ　　　４月23日㈫　18日に８ＲＣ合同夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　５月７日㈫　休会
高知南ＲＣ　　５月16日㈭　職場例会
高知中央ＲＣ　５月16日㈭　夜間例会
高知南ＲＣ　　５月30日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　５月31日㈮　ロータリー休日

は1時間以内での移動が可能になりますし、
新大阪までは91分、岡山まで45分。そして何
よりも、ビジネス展開をしていく上で、高知
から３時間で行けるエリアが広がり、圏域人
口も7.6倍と飛躍的に拡大します。お客様の
流れも増えます。北陸新幹線の開業効果を例
に挙げると、鉄道利用３倍、金沢市への入り
込み及び宿泊者1.2倍。注目すべきは金沢市
だけではなく、輪島、和倉温泉など周辺部に
まであまねく効果が及んでいます。商工業で
も首都圏からの企業誘致が進展。本社が移転
してきたり東京本店の管轄になるなど、いろ
んな動きが出ています。さらに、新幹線が来
ることによって在来線の維持・活性化にも大
きく役立っており、富山県では、路面電車、
路線バスの利用者、特に定期利用でない方の
利用が増えたという報告もされています。
　新幹線は上下分離方式で、国が公共事業と
して新幹線を整備して、運行するＪＲは車両
を買って走らし、国に対して鉄道の使用料に
当たる貸付料を払うという事業モデルです。
財源は公共事業ですから、ＪＲが払う貸付料
を除いた３分の２を国が負担。地方負担は３
分の１ですが、交付税等もありますので実質
負担は１～２割程度です。新幹線の予算は、
新幹線をつくるための予算ですので、四国が
手を挙げなければ、他の地域に新幹線ができ
るだけの話で、そのバーターで道路を造って
くれるものではありません。
　現在、整備中も含めて47都道府県のうち31
の都道府県に新幹線は行き渡っています。唯
一四国だけが空白エリアです。４年後には北
陸新幹線が敦賀まで延伸、長崎新幹線も一部
開業、10年後にはリニア新幹線が登場、12年

後には北海道新幹線が札幌まで延伸、20年後
にはリニアが大阪まで延伸、30年後には北陸
新幹線がループを形成して、京都経由で大阪
までつながるということが決まっている中で、
四国というのは全くスケジュールに載ってき
ていません。今や新幹線は基礎的な交通イン
フラ、日常の乗り物になっており、新幹線が
あるなしで大きな格差が生まれていますが、
さらに将来は、リニアもある地域、新幹線し
かない地域、新幹線すらない地域と２重の格
差になっていくことに、県としては危機感を
持っています。空港と新幹線、高速道路、こ
の三つの基本的なインフラがあることが大切
になってくるだろうと思います。
　今後の手順としては、まず四国新幹線の基
本計画から整備計画に格上げしてもらう必要
があります。これに向けて、我々は一生懸命
努力をしていますが、四国だけではなく、奥
羽新幹線、山陰新幹線、東九州等々、ライバ
ルも同じく熱心に動いています。その中で、
四国は勝っていかなければいけません。新幹
線は30年先までスケジュールは決まっていま
すので、今の列に並ぶと30年間は順番が来な
い。30年たっても四国は順番が来るかどうか
すら分からない。我々としては、既存のルー
ルではなくて新しい列をつくれないか知恵を
絞っているところです。
　本州、九州、北海道と新幹線が延伸する中
「次は四国」というのは自然な流れではない
かと考えます。多くの方々の後押し、声をい
ただいて、四国の新幹線の実現のため、精一
杯取り組んでまいりますので、ご協力をよろ
しくお願いいたします。

「四国の新幹線早期実現に
　　　　　　　　　　向けて」

◇ゲストスピーチ 高知県中山間振興・交通部交通運輸政策課  課長  濱田　憲司 氏

らは非常勤の監査役になりました。私の後任
は当然、東クラブに入るものと思っていたと
ころ、ずっと野球を続けていた関係で、中央
ＲＣに入ることになってしまいました。
　社長の息子さんは、現在ＪＣで卒業までに

あと１年あります。間が空くと、皆さんが城
西館を使いづらくなるのではと、心配してい
ます。ぜひ、社長に直談判して、間を埋める
ようにご尽力いただけたらと思います。お世
話になりました。ありがとうございました。
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　私は今51歳、普通の県の事務職員です。若
いころは、今はなくなった中央病院の窓口で
医療費の計算をなど、望んだわけではありま
せんが、県庁人生の半分は県立病院の仕事を
してきました。2014年、交通運輸政策課に来
て以来、５年が過ぎました。
　昭和48年、全国で新幹線基本計画が策定さ
れ、その中では四国新幹線（大阪→徳島→高
松→松山→大分）と四国横断新幹線（岡山→
高知）の二つが基本計画として位置づけられ
ましたが、この基本計画は1ミリも進むこと
なく現在に至っています。四国の場合、新幹
線というよりは、橋に力を入れてきた歴史が
あります。決して新幹線を不要と思ったので
はなくて、何とか橋を架けたいということに
力を注いで来た結果、新幹線の取り組みが他
の地域と比べて遅れたということだと思いま
す。
　ＪＲ四国の在来線の特徴は、ほとんどが単
線・非電化です。新幹線は在来線と比べて線
路の幅が50センチぐらい広いし、電化にする
場合、高知と多度津の間にある89本のトンネ
ルを全てやり変える必要があります。これは
不可能ですので、新たなルートを開拓する方
が合理的だということです。
　我々はずっと新幹線のない生活をしてきま
したので、新幹線のある地域と比べて、いろ
んな意味で損をしています。例えば、新大
阪・高知間は約360キロ、時間は３時間半。
距離がほぼ同じ新大阪・広島間は新幹線で１

時間21分。新幹線で３時間半かければ新大阪
から熊本の先の新八代まで。東京からだと青
森まで行けます。日帰りできる出張が１泊し
ないといけない。客先も２、３軒行けるのが
１軒しかいけない等、ビジネスの面でも不利
益を被っています。
　そういう中で、2011年「四国の鉄道のネッ
トワークのあり方を考える会」で、鉄道の抜
本的高速化に関する基礎調査を実施し、2014
年４月に調査結果を公表しています。この調
査では、現実的なところとして岡山から山陽
新幹線を分岐し、瀬戸大橋経由で四国に入り、
徳島、髙松、松山、そして高知に至るルート
であれば、概算工事費は1.57兆円ですが、コ
ストが利益を上回ることが確認されました。
2019年、四国全体の議会・商工会議所等々が
入って「四国新幹線整備促進期成会」が発足、
四国が一致団結して取り組みを進めています。
近年新幹線が整備された地方都市との人口比
較、沿線人口比較、あるいは経済規模を比較
しても、いずれも四国は先行地域と遜色あり
ません。何よりも瀬戸大橋は新幹線企画で整
備されていますし、鷲羽山トンネルも在来線
と新幹線用のトンネルができています。宇多
津や児島駅周辺では新幹線整備のための用地
取得も既に行われています。ですから、事実
上、着工済みと言っても過言ではないかと、
国にも訴えています。
　仮に新幹線ができた場合の効果としては、
まず、時間短縮効果で、四国の主要都市間で

◇出席率報告

 ● 前川美智子　本日は、寺尾会長代理を務め
させていただきました。どきどきどきどき、
通常例会での初めての体験でした。別役修平
さん、川端さんの送別会に出席できず残念で
した。お二人とも、お元気で幸せな時間をお
過ごしください。
 ● 松本隆之　濱田様、素晴らしい卓話ありが
とうございました。あと、私事ですが、本日、
娘の卒業式に出席してまいりました。不覚に
も泣いてしまいました。
 ● 別役修平　３月15日は川端さんと私の送別
会を開催していただいてありがとうございま
した。４年ぐらいお酒を飲めなかったのです
が、久し振りにおいしいお酒をいただきまし
た。また、２次会、３次会もおごっていただ
き感謝！感謝です。
 ● 川端信一郎　３月15日、送別会開催いただ
き、本当にありがとうございました。２年
弱、お世話になりました。
 ● 島村信一（親睦委員長）３月15日、別役修
平会員、川端信一郎会員の送別会を開催させ
ていただきました。お店の方から予想外の割
引がありましたので、会費の残り分をニコニ

コへ！多数の参加をいただきありがとうござ
いました。
 ● 浦田健治　親睦委員会の皆さま、ゴルフコ
ンペのお世話ありがとうございました。松野
さん、写真ありがとうございました。
 ● 岡本淳一　先日のＲＣコンペありがとうご
ざいました。島村委員長、楽しいコンペでし
た。また松野さん写真ありがとうございます。
 ● 後藤典行　新人ですが、ご迷惑をおかけし
ないようしっかりやっていきますので、よろ
しくお願いいたします。
 ● 竹村克彦　どんくさいことで、来週の例会
を欠席します。今後はスケジュール管理に気
を付けます。ごめんなさい。
 ● 永光男　３月19日、この前の日曜日、東
ＲＣゴルフコンペでまたまたまた優勝させて
いただきました。スコアーはよくなかったが、
パートナーとハンディキャップに恵まれまし
た。成績のよかった北村さん、岡本さん、ご
めんなさい。しかし、ロータリーの教えで最
もよく奉仕する者、最も多く報いられると
シェルドンは言っています。毎日ゴルフの練
習と50分のウォーキングを真面目に行ってま
した。最もよく練習する者、最も多く優勝す
る（みつお）カッコ良く書いたので、優勝賞
金、全額ニコニコに入れます。
 ● 親睦ゴルフコンペ、参加者より
 ● 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

情　報　集　会
2019年３月13日㈬　於：ザ クラウンパレス新阪急高知

別役修平さん・川端信一郎さん 送別会
2019年３月15日㈮　於：くらり

東ＲＣゴルフコンペ・懇親会
2019年３月17日㈰　於：錦山カントリークラブ・ラ・ヴィータ

優勝：永光男さん　　準優勝：寺尾正生さん
ベスグロ賞：北村　裕さん　でした。

例会場・事務所：ミュゼ灘屋
所　　在　　地：〒799－3114　愛媛県伊予市灘町１２３
　　　　　　　　TEL 090－6881－4357　FAX 089－909－6566
例　　会　　日：毎週水曜日　19：00 点鐘　変更なし

【連絡先】伊予ロータリークラブ事務局
　　　　　〒799－3114　愛媛県伊予市灘町１２３
　　　　　　　　　　　　ミュゼ灘屋内
　　　　　　　　　　　　TEL 090－6881－4357　FAX 089－909－6566
　　　　　　　　　　　　Ｅ-mail：iyo-rc@ninus.ocn.ne.jp

伊予ロータリークラブ　例会場・事務所変更のご案内
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本日　３月27日㈬ 18：30  城西館

　　　 　花 　 見 　 夜 　 間 　 例 　 会

次週　４月３日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「ロータリークラブ会計について」

会計 浦田　健治 会員

第2414回　例会報告／平成31年３月20日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「我等の生業」
◇副会長挨拶

　皆さま、こんにちは。
今日は、高知市内の小学
校で卒業式が行われてお
り、私も地元の江陽小学
校の卒業式に参加するた
め走っていたところ、寺

尾会長から「熱があるので、例会を欠席しま
す」と連絡がありました。
　昨今、小学校の卒業式に袴が多くなったと
聞いていましたが、今日もかなりの生徒さん
が袴で出席していました。今朝のラジオで
は、小学校で袴は早いのではないか。親御さ
んの元を離れるわけでもないし、社会に飛び
立つわけでもないので派手にしない方がいい
のではというパーソナリティに対して、ゲス
トの方が、小学校ならまだ親の言うことを聞
いてくれるから、今のうちに子供を着飾って
記念写真を撮るのだと言っていました。
　将来を担う子どもたちに幸多かれと願いな
がら、花吹雪をして見送ったところです。
　３月は出会いと別れが多い月。当クラブで
も先週、お２人の送別会がありました。今日
１日、次の新しい出会いを期待しながら、よ
ろしくお願いいたします。
◇来訪ロータリアン
　東京南ＲＣ　　山内豊功 氏

◇お　客　様
　新本町クリニック　吉村尚子 氏
◇国際奉仕委員会より
　短期交換留学の派遣学生に、学芸高校の正
木一宇さんが、予定されています。まだ正式
決定ではありませんが、高知クラブの推薦者
を当クラブも推薦しました。
◇幹　事　報　告
・来週の例会は城西館にて花見例会で、昼の

例会はありません。
◇川端信一郎会員退会挨拶

　２月末に内示を受け、
４月から栃木の宇都宮に
転勤になります。ロータ
リークラブは２年弱でし
たが、親睦や奉仕の観点
で学びがあり、仕事にも

いい影響を及ぼしてくれました。
　先週のゴルフコンペは、本当に楽しいコン
ペでした。４月から後任に松井という者が着
任します。ぜひ可愛がっていただければと思
います。本当にありがとうございました。
◇別役修平会員退会挨拶

　2006年３月15日、東Ｒ
Ｃに入会し、丁度13年。
うちの社長が、旅館・ホ
テルの県の理事長になっ
た関係で、ロータリーは
私が跡を継ぎました。私

自身は、昨年から常勤の監査役。この３月か
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●会長／寺尾正生　●幹事／松本隆之　●雑誌会報委員／中西克行・西山忠利・関　淑公
●例会日／毎週水曜日12：30PM～1：30PM　●例会場／ザ クラウンパレス新阪急高知　（088）873－1111
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● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
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18,371円
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1,076,131円
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1,153,571円

チビニコ 合　計

３月20日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
４月３日㈬　定例理事会
４月17日㈬　第５回クラブ協議会（次年度）
　　　　　　（得月樓）
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
５月１日㈬　休会（国民の休日）
５月８日㈬　定例理事会
５月15日㈬　ロータリー休日
５月22日㈬　第６回クラブ協議会・現新合同
　　　　　　（城西館）
５月29日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
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

高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　４月２日㈫　創立記念夜間例会
高知南ＲＣ　　４月４日㈭　植樹例会
高知中央ＲＣ　４月４日㈭　花見夜間例会
高知ＲＣ　　　４月９日㈫　グループ夜間例会
高知北ＲＣ　　４月15日㈪　18日に８ＲＣ合同夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　４月16日㈫　18日に８ＲＣ合同夜間例会
高知南ＲＣ　　４月18日㈭　８ＲＣ合同夜間例会
高知中央ＲＣ　４月18日㈭　８ＲＣ合同夜間例会
高知西ＲＣ　　４月19日㈮　18日に８ＲＣ合同夜間例会
高知ＲＣ　　　４月23日㈫　18日に８ＲＣ合同夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　５月７日㈫　休会
高知南ＲＣ　　５月16日㈭　職場例会
高知中央ＲＣ　５月16日㈭　夜間例会
高知南ＲＣ　　５月30日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　５月31日㈮　ロータリー休日

は1時間以内での移動が可能になりますし、
新大阪までは91分、岡山まで45分。そして何
よりも、ビジネス展開をしていく上で、高知
から３時間で行けるエリアが広がり、圏域人
口も7.6倍と飛躍的に拡大します。お客様の
流れも増えます。北陸新幹線の開業効果を例
に挙げると、鉄道利用３倍、金沢市への入り
込み及び宿泊者1.2倍。注目すべきは金沢市
だけではなく、輪島、和倉温泉など周辺部に
まであまねく効果が及んでいます。商工業で
も首都圏からの企業誘致が進展。本社が移転
してきたり東京本店の管轄になるなど、いろ
んな動きが出ています。さらに、新幹線が来
ることによって在来線の維持・活性化にも大
きく役立っており、富山県では、路面電車、
路線バスの利用者、特に定期利用でない方の
利用が増えたという報告もされています。
　新幹線は上下分離方式で、国が公共事業と
して新幹線を整備して、運行するＪＲは車両
を買って走らし、国に対して鉄道の使用料に
当たる貸付料を払うという事業モデルです。
財源は公共事業ですから、ＪＲが払う貸付料
を除いた３分の２を国が負担。地方負担は３
分の１ですが、交付税等もありますので実質
負担は１～２割程度です。新幹線の予算は、
新幹線をつくるための予算ですので、四国が
手を挙げなければ、他の地域に新幹線ができ
るだけの話で、そのバーターで道路を造って
くれるものではありません。
　現在、整備中も含めて47都道府県のうち31
の都道府県に新幹線は行き渡っています。唯
一四国だけが空白エリアです。４年後には北
陸新幹線が敦賀まで延伸、長崎新幹線も一部
開業、10年後にはリニア新幹線が登場、12年

後には北海道新幹線が札幌まで延伸、20年後
にはリニアが大阪まで延伸、30年後には北陸
新幹線がループを形成して、京都経由で大阪
までつながるということが決まっている中で、
四国というのは全くスケジュールに載ってき
ていません。今や新幹線は基礎的な交通イン
フラ、日常の乗り物になっており、新幹線が
あるなしで大きな格差が生まれていますが、
さらに将来は、リニアもある地域、新幹線し
かない地域、新幹線すらない地域と２重の格
差になっていくことに、県としては危機感を
持っています。空港と新幹線、高速道路、こ
の三つの基本的なインフラがあることが大切
になってくるだろうと思います。
　今後の手順としては、まず四国新幹線の基
本計画から整備計画に格上げしてもらう必要
があります。これに向けて、我々は一生懸命
努力をしていますが、四国だけではなく、奥
羽新幹線、山陰新幹線、東九州等々、ライバ
ルも同じく熱心に動いています。その中で、
四国は勝っていかなければいけません。新幹
線は30年先までスケジュールは決まっていま
すので、今の列に並ぶと30年間は順番が来な
い。30年たっても四国は順番が来るかどうか
すら分からない。我々としては、既存のルー
ルではなくて新しい列をつくれないか知恵を
絞っているところです。
　本州、九州、北海道と新幹線が延伸する中
「次は四国」というのは自然な流れではない
かと考えます。多くの方々の後押し、声をい
ただいて、四国の新幹線の実現のため、精一
杯取り組んでまいりますので、ご協力をよろ
しくお願いいたします。

「四国の新幹線早期実現に
　　　　　　　　　　向けて」

◇ゲストスピーチ 高知県中山間振興・交通部交通運輸政策課  課長  濱田　憲司 氏

らは非常勤の監査役になりました。私の後任
は当然、東クラブに入るものと思っていたと
ころ、ずっと野球を続けていた関係で、中央
ＲＣに入ることになってしまいました。
　社長の息子さんは、現在ＪＣで卒業までに

あと１年あります。間が空くと、皆さんが城
西館を使いづらくなるのではと、心配してい
ます。ぜひ、社長に直談判して、間を埋める
ようにご尽力いただけたらと思います。お世
話になりました。ありがとうございました。

３月20日

３月６日
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　私は今51歳、普通の県の事務職員です。若
いころは、今はなくなった中央病院の窓口で
医療費の計算をなど、望んだわけではありま
せんが、県庁人生の半分は県立病院の仕事を
してきました。2014年、交通運輸政策課に来
て以来、５年が過ぎました。
　昭和48年、全国で新幹線基本計画が策定さ
れ、その中では四国新幹線（大阪→徳島→高
松→松山→大分）と四国横断新幹線（岡山→
高知）の二つが基本計画として位置づけられ
ましたが、この基本計画は1ミリも進むこと
なく現在に至っています。四国の場合、新幹
線というよりは、橋に力を入れてきた歴史が
あります。決して新幹線を不要と思ったので
はなくて、何とか橋を架けたいということに
力を注いで来た結果、新幹線の取り組みが他
の地域と比べて遅れたということだと思いま
す。
　ＪＲ四国の在来線の特徴は、ほとんどが単
線・非電化です。新幹線は在来線と比べて線
路の幅が50センチぐらい広いし、電化にする
場合、高知と多度津の間にある89本のトンネ
ルを全てやり変える必要があります。これは
不可能ですので、新たなルートを開拓する方
が合理的だということです。
　我々はずっと新幹線のない生活をしてきま
したので、新幹線のある地域と比べて、いろ
んな意味で損をしています。例えば、新大
阪・高知間は約360キロ、時間は３時間半。
距離がほぼ同じ新大阪・広島間は新幹線で１

時間21分。新幹線で３時間半かければ新大阪
から熊本の先の新八代まで。東京からだと青
森まで行けます。日帰りできる出張が１泊し
ないといけない。客先も２、３軒行けるのが
１軒しかいけない等、ビジネスの面でも不利
益を被っています。
　そういう中で、2011年「四国の鉄道のネッ
トワークのあり方を考える会」で、鉄道の抜
本的高速化に関する基礎調査を実施し、2014
年４月に調査結果を公表しています。この調
査では、現実的なところとして岡山から山陽
新幹線を分岐し、瀬戸大橋経由で四国に入り、
徳島、髙松、松山、そして高知に至るルート
であれば、概算工事費は1.57兆円ですが、コ
ストが利益を上回ることが確認されました。
2019年、四国全体の議会・商工会議所等々が
入って「四国新幹線整備促進期成会」が発足、
四国が一致団結して取り組みを進めています。
近年新幹線が整備された地方都市との人口比
較、沿線人口比較、あるいは経済規模を比較
しても、いずれも四国は先行地域と遜色あり
ません。何よりも瀬戸大橋は新幹線企画で整
備されていますし、鷲羽山トンネルも在来線
と新幹線用のトンネルができています。宇多
津や児島駅周辺では新幹線整備のための用地
取得も既に行われています。ですから、事実
上、着工済みと言っても過言ではないかと、
国にも訴えています。
　仮に新幹線ができた場合の効果としては、
まず、時間短縮効果で、四国の主要都市間で

◇出席率報告

 ● 前川美智子　本日は、寺尾会長代理を務め
させていただきました。どきどきどきどき、
通常例会での初めての体験でした。別役修平
さん、川端さんの送別会に出席できず残念で
した。お二人とも、お元気で幸せな時間をお
過ごしください。
 ● 松本隆之　濱田様、素晴らしい卓話ありが
とうございました。あと、私事ですが、本日、
娘の卒業式に出席してまいりました。不覚に
も泣いてしまいました。
 ● 別役修平　３月15日は川端さんと私の送別
会を開催していただいてありがとうございま
した。４年ぐらいお酒を飲めなかったのです
が、久し振りにおいしいお酒をいただきまし
た。また、２次会、３次会もおごっていただ
き感謝！感謝です。
 ● 川端信一郎　３月15日、送別会開催いただ
き、本当にありがとうございました。２年
弱、お世話になりました。
 ● 島村信一（親睦委員長）３月15日、別役修
平会員、川端信一郎会員の送別会を開催させ
ていただきました。お店の方から予想外の割
引がありましたので、会費の残り分をニコニ

コへ！多数の参加をいただきありがとうござ
いました。
 ● 浦田健治　親睦委員会の皆さま、ゴルフコ
ンペのお世話ありがとうございました。松野
さん、写真ありがとうございました。
 ● 岡本淳一　先日のＲＣコンペありがとうご
ざいました。島村委員長、楽しいコンペでし
た。また松野さん写真ありがとうございます。
 ● 後藤典行　新人ですが、ご迷惑をおかけし
ないようしっかりやっていきますので、よろ
しくお願いいたします。
 ● 竹村克彦　どんくさいことで、来週の例会
を欠席します。今後はスケジュール管理に気
を付けます。ごめんなさい。
 ● 永光男　３月19日、この前の日曜日、東
ＲＣゴルフコンペでまたまたまた優勝させて
いただきました。スコアーはよくなかったが、
パートナーとハンディキャップに恵まれまし
た。成績のよかった北村さん、岡本さん、ご
めんなさい。しかし、ロータリーの教えで最
もよく奉仕する者、最も多く報いられると
シェルドンは言っています。毎日ゴルフの練
習と50分のウォーキングを真面目に行ってま
した。最もよく練習する者、最も多く優勝す
る（みつお）カッコ良く書いたので、優勝賞
金、全額ニコニコに入れます。
 ● 親睦ゴルフコンペ、参加者より
 ● 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

情　報　集　会
2019年３月13日㈬　於：ザ クラウンパレス新阪急高知

別役修平さん・川端信一郎さん 送別会
2019年３月15日㈮　於：くらり

東ＲＣゴルフコンペ・懇親会
2019年３月17日㈰　於：錦山カントリークラブ・ラ・ヴィータ

優勝：永光男さん　　準優勝：寺尾正生さん
ベスグロ賞：北村　裕さん　でした。

例会場・事務所：ミュゼ灘屋
所　　在　　地：〒799－3114　愛媛県伊予市灘町１２３
　　　　　　　　TEL 090－6881－4357　FAX 089－909－6566
例　　会　　日：毎週水曜日　19：00 点鐘　変更なし

【連絡先】伊予ロータリークラブ事務局
　　　　　〒799－3114　愛媛県伊予市灘町１２３
　　　　　　　　　　　　ミュゼ灘屋内
　　　　　　　　　　　　TEL 090－6881－4357　FAX 089－909－6566
　　　　　　　　　　　　Ｅ-mail：iyo-rc@ninus.ocn.ne.jp

伊予ロータリークラブ　例会場・事務所変更のご案内
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本日　３月27日㈬ 18：30  城西館

　　　 　花 　 見 　 夜 　 間 　 例 　 会

次週　４月３日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「ロータリークラブ会計について」

会計 浦田　健治 会員

第2414回　例会報告／平成31年３月20日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「我等の生業」
◇副会長挨拶

　皆さま、こんにちは。
今日は、高知市内の小学
校で卒業式が行われてお
り、私も地元の江陽小学
校の卒業式に参加するた
め走っていたところ、寺

尾会長から「熱があるので、例会を欠席しま
す」と連絡がありました。
　昨今、小学校の卒業式に袴が多くなったと
聞いていましたが、今日もかなりの生徒さん
が袴で出席していました。今朝のラジオで
は、小学校で袴は早いのではないか。親御さ
んの元を離れるわけでもないし、社会に飛び
立つわけでもないので派手にしない方がいい
のではというパーソナリティに対して、ゲス
トの方が、小学校ならまだ親の言うことを聞
いてくれるから、今のうちに子供を着飾って
記念写真を撮るのだと言っていました。
　将来を担う子どもたちに幸多かれと願いな
がら、花吹雪をして見送ったところです。
　３月は出会いと別れが多い月。当クラブで
も先週、お２人の送別会がありました。今日
１日、次の新しい出会いを期待しながら、よ
ろしくお願いいたします。
◇来訪ロータリアン
　東京南ＲＣ　　山内豊功 氏

◇お　客　様
　新本町クリニック　吉村尚子 氏
◇国際奉仕委員会より
　短期交換留学の派遣学生に、学芸高校の正
木一宇さんが、予定されています。まだ正式
決定ではありませんが、高知クラブの推薦者
を当クラブも推薦しました。
◇幹　事　報　告
・来週の例会は城西館にて花見例会で、昼の

例会はありません。
◇川端信一郎会員退会挨拶

　２月末に内示を受け、
４月から栃木の宇都宮に
転勤になります。ロータ
リークラブは２年弱でし
たが、親睦や奉仕の観点
で学びがあり、仕事にも

いい影響を及ぼしてくれました。
　先週のゴルフコンペは、本当に楽しいコン
ペでした。４月から後任に松井という者が着
任します。ぜひ可愛がっていただければと思
います。本当にありがとうございました。
◇別役修平会員退会挨拶

　2006年３月15日、東Ｒ
Ｃに入会し、丁度13年。
うちの社長が、旅館・ホ
テルの県の理事長になっ
た関係で、ロータリーは
私が跡を継ぎました。私

自身は、昨年から常勤の監査役。この３月か
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３月20日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
４月３日㈬　定例理事会
４月17日㈬　第５回クラブ協議会（次年度）
　　　　　　（得月樓）
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
５月１日㈬　休会（国民の休日）
５月８日㈬　定例理事会
５月15日㈬　ロータリー休日
５月22日㈬　第６回クラブ協議会・現新合同
　　　　　　（城西館）
５月29日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
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

高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　４月２日㈫　創立記念夜間例会
高知南ＲＣ　　４月４日㈭　植樹例会
高知中央ＲＣ　４月４日㈭　花見夜間例会
高知ＲＣ　　　４月９日㈫　グループ夜間例会
高知北ＲＣ　　４月15日㈪　18日に８ＲＣ合同夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　４月16日㈫　18日に８ＲＣ合同夜間例会
高知南ＲＣ　　４月18日㈭　８ＲＣ合同夜間例会
高知中央ＲＣ　４月18日㈭　８ＲＣ合同夜間例会
高知西ＲＣ　　４月19日㈮　18日に８ＲＣ合同夜間例会
高知ＲＣ　　　４月23日㈫　18日に８ＲＣ合同夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　５月７日㈫　休会
高知南ＲＣ　　５月16日㈭　職場例会
高知中央ＲＣ　５月16日㈭　夜間例会
高知南ＲＣ　　５月30日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　５月31日㈮　ロータリー休日

は1時間以内での移動が可能になりますし、
新大阪までは91分、岡山まで45分。そして何
よりも、ビジネス展開をしていく上で、高知
から３時間で行けるエリアが広がり、圏域人
口も7.6倍と飛躍的に拡大します。お客様の
流れも増えます。北陸新幹線の開業効果を例
に挙げると、鉄道利用３倍、金沢市への入り
込み及び宿泊者1.2倍。注目すべきは金沢市
だけではなく、輪島、和倉温泉など周辺部に
まであまねく効果が及んでいます。商工業で
も首都圏からの企業誘致が進展。本社が移転
してきたり東京本店の管轄になるなど、いろ
んな動きが出ています。さらに、新幹線が来
ることによって在来線の維持・活性化にも大
きく役立っており、富山県では、路面電車、
路線バスの利用者、特に定期利用でない方の
利用が増えたという報告もされています。
　新幹線は上下分離方式で、国が公共事業と
して新幹線を整備して、運行するＪＲは車両
を買って走らし、国に対して鉄道の使用料に
当たる貸付料を払うという事業モデルです。
財源は公共事業ですから、ＪＲが払う貸付料
を除いた３分の２を国が負担。地方負担は３
分の１ですが、交付税等もありますので実質
負担は１～２割程度です。新幹線の予算は、
新幹線をつくるための予算ですので、四国が
手を挙げなければ、他の地域に新幹線ができ
るだけの話で、そのバーターで道路を造って
くれるものではありません。
　現在、整備中も含めて47都道府県のうち31
の都道府県に新幹線は行き渡っています。唯
一四国だけが空白エリアです。４年後には北
陸新幹線が敦賀まで延伸、長崎新幹線も一部
開業、10年後にはリニア新幹線が登場、12年

後には北海道新幹線が札幌まで延伸、20年後
にはリニアが大阪まで延伸、30年後には北陸
新幹線がループを形成して、京都経由で大阪
までつながるということが決まっている中で、
四国というのは全くスケジュールに載ってき
ていません。今や新幹線は基礎的な交通イン
フラ、日常の乗り物になっており、新幹線が
あるなしで大きな格差が生まれていますが、
さらに将来は、リニアもある地域、新幹線し
かない地域、新幹線すらない地域と２重の格
差になっていくことに、県としては危機感を
持っています。空港と新幹線、高速道路、こ
の三つの基本的なインフラがあることが大切
になってくるだろうと思います。
　今後の手順としては、まず四国新幹線の基
本計画から整備計画に格上げしてもらう必要
があります。これに向けて、我々は一生懸命
努力をしていますが、四国だけではなく、奥
羽新幹線、山陰新幹線、東九州等々、ライバ
ルも同じく熱心に動いています。その中で、
四国は勝っていかなければいけません。新幹
線は30年先までスケジュールは決まっていま
すので、今の列に並ぶと30年間は順番が来な
い。30年たっても四国は順番が来るかどうか
すら分からない。我々としては、既存のルー
ルではなくて新しい列をつくれないか知恵を
絞っているところです。
　本州、九州、北海道と新幹線が延伸する中
「次は四国」というのは自然な流れではない
かと考えます。多くの方々の後押し、声をい
ただいて、四国の新幹線の実現のため、精一
杯取り組んでまいりますので、ご協力をよろ
しくお願いいたします。

「四国の新幹線早期実現に
　　　　　　　　　　向けて」

◇ゲストスピーチ 高知県中山間振興・交通部交通運輸政策課  課長  濱田　憲司 氏

らは非常勤の監査役になりました。私の後任
は当然、東クラブに入るものと思っていたと
ころ、ずっと野球を続けていた関係で、中央
ＲＣに入ることになってしまいました。
　社長の息子さんは、現在ＪＣで卒業までに

あと１年あります。間が空くと、皆さんが城
西館を使いづらくなるのではと、心配してい
ます。ぜひ、社長に直談判して、間を埋める
ようにご尽力いただけたらと思います。お世
話になりました。ありがとうございました。

３月20日

３月６日
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　私は今51歳、普通の県の事務職員です。若
いころは、今はなくなった中央病院の窓口で
医療費の計算をなど、望んだわけではありま
せんが、県庁人生の半分は県立病院の仕事を
してきました。2014年、交通運輸政策課に来
て以来、５年が過ぎました。
　昭和48年、全国で新幹線基本計画が策定さ
れ、その中では四国新幹線（大阪→徳島→高
松→松山→大分）と四国横断新幹線（岡山→
高知）の二つが基本計画として位置づけられ
ましたが、この基本計画は1ミリも進むこと
なく現在に至っています。四国の場合、新幹
線というよりは、橋に力を入れてきた歴史が
あります。決して新幹線を不要と思ったので
はなくて、何とか橋を架けたいということに
力を注いで来た結果、新幹線の取り組みが他
の地域と比べて遅れたということだと思いま
す。
　ＪＲ四国の在来線の特徴は、ほとんどが単
線・非電化です。新幹線は在来線と比べて線
路の幅が50センチぐらい広いし、電化にする
場合、高知と多度津の間にある89本のトンネ
ルを全てやり変える必要があります。これは
不可能ですので、新たなルートを開拓する方
が合理的だということです。
　我々はずっと新幹線のない生活をしてきま
したので、新幹線のある地域と比べて、いろ
んな意味で損をしています。例えば、新大
阪・高知間は約360キロ、時間は３時間半。
距離がほぼ同じ新大阪・広島間は新幹線で１

時間21分。新幹線で３時間半かければ新大阪
から熊本の先の新八代まで。東京からだと青
森まで行けます。日帰りできる出張が１泊し
ないといけない。客先も２、３軒行けるのが
１軒しかいけない等、ビジネスの面でも不利
益を被っています。
　そういう中で、2011年「四国の鉄道のネッ
トワークのあり方を考える会」で、鉄道の抜
本的高速化に関する基礎調査を実施し、2014
年４月に調査結果を公表しています。この調
査では、現実的なところとして岡山から山陽
新幹線を分岐し、瀬戸大橋経由で四国に入り、
徳島、髙松、松山、そして高知に至るルート
であれば、概算工事費は1.57兆円ですが、コ
ストが利益を上回ることが確認されました。
2019年、四国全体の議会・商工会議所等々が
入って「四国新幹線整備促進期成会」が発足、
四国が一致団結して取り組みを進めています。
近年新幹線が整備された地方都市との人口比
較、沿線人口比較、あるいは経済規模を比較
しても、いずれも四国は先行地域と遜色あり
ません。何よりも瀬戸大橋は新幹線企画で整
備されていますし、鷲羽山トンネルも在来線
と新幹線用のトンネルができています。宇多
津や児島駅周辺では新幹線整備のための用地
取得も既に行われています。ですから、事実
上、着工済みと言っても過言ではないかと、
国にも訴えています。
　仮に新幹線ができた場合の効果としては、
まず、時間短縮効果で、四国の主要都市間で

◇出席率報告

 ● 前川美智子　本日は、寺尾会長代理を務め
させていただきました。どきどきどきどき、
通常例会での初めての体験でした。別役修平
さん、川端さんの送別会に出席できず残念で
した。お二人とも、お元気で幸せな時間をお
過ごしください。
 ● 松本隆之　濱田様、素晴らしい卓話ありが
とうございました。あと、私事ですが、本日、
娘の卒業式に出席してまいりました。不覚に
も泣いてしまいました。
 ● 別役修平　３月15日は川端さんと私の送別
会を開催していただいてありがとうございま
した。４年ぐらいお酒を飲めなかったのです
が、久し振りにおいしいお酒をいただきまし
た。また、２次会、３次会もおごっていただ
き感謝！感謝です。
 ● 川端信一郎　３月15日、送別会開催いただ
き、本当にありがとうございました。２年
弱、お世話になりました。
 ● 島村信一（親睦委員長）３月15日、別役修
平会員、川端信一郎会員の送別会を開催させ
ていただきました。お店の方から予想外の割
引がありましたので、会費の残り分をニコニ

コへ！多数の参加をいただきありがとうござ
いました。
 ● 浦田健治　親睦委員会の皆さま、ゴルフコ
ンペのお世話ありがとうございました。松野
さん、写真ありがとうございました。
 ● 岡本淳一　先日のＲＣコンペありがとうご
ざいました。島村委員長、楽しいコンペでし
た。また松野さん写真ありがとうございます。
 ● 後藤典行　新人ですが、ご迷惑をおかけし
ないようしっかりやっていきますので、よろ
しくお願いいたします。
 ● 竹村克彦　どんくさいことで、来週の例会
を欠席します。今後はスケジュール管理に気
を付けます。ごめんなさい。
 ● 永光男　３月19日、この前の日曜日、東
ＲＣゴルフコンペでまたまたまた優勝させて
いただきました。スコアーはよくなかったが、
パートナーとハンディキャップに恵まれまし
た。成績のよかった北村さん、岡本さん、ご
めんなさい。しかし、ロータリーの教えで最
もよく奉仕する者、最も多く報いられると
シェルドンは言っています。毎日ゴルフの練
習と50分のウォーキングを真面目に行ってま
した。最もよく練習する者、最も多く優勝す
る（みつお）カッコ良く書いたので、優勝賞
金、全額ニコニコに入れます。
 ● 親睦ゴルフコンペ、参加者より
 ● 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

情　報　集　会
2019年３月13日㈬　於：ザ クラウンパレス新阪急高知

別役修平さん・川端信一郎さん 送別会
2019年３月15日㈮　於：くらり

東ＲＣゴルフコンペ・懇親会
2019年３月17日㈰　於：錦山カントリークラブ・ラ・ヴィータ

優勝：永光男さん　　準優勝：寺尾正生さん
ベスグロ賞：北村　裕さん　でした。

例会場・事務所：ミュゼ灘屋
所　　在　　地：〒799－3114　愛媛県伊予市灘町１２３
　　　　　　　　TEL 090－6881－4357　FAX 089－909－6566
例　　会　　日：毎週水曜日　19：00 点鐘　変更なし

【連絡先】伊予ロータリークラブ事務局
　　　　　〒799－3114　愛媛県伊予市灘町１２３
　　　　　　　　　　　　ミュゼ灘屋内
　　　　　　　　　　　　TEL 090－6881－4357　FAX 089－909－6566
　　　　　　　　　　　　Ｅ-mail：iyo-rc@ninus.ocn.ne.jp

伊予ロータリークラブ　例会場・事務所変更のご案内
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本日　３月27日㈬ 18：30  城西館

　　　 　花 　 見 　 夜 　 間 　 例 　 会

次週　４月３日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「ロータリークラブ会計について」

会計 浦田　健治 会員

第2414回　例会報告／平成31年３月20日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「我等の生業」
◇副会長挨拶

　皆さま、こんにちは。
今日は、高知市内の小学
校で卒業式が行われてお
り、私も地元の江陽小学
校の卒業式に参加するた
め走っていたところ、寺

尾会長から「熱があるので、例会を欠席しま
す」と連絡がありました。
　昨今、小学校の卒業式に袴が多くなったと
聞いていましたが、今日もかなりの生徒さん
が袴で出席していました。今朝のラジオで
は、小学校で袴は早いのではないか。親御さ
んの元を離れるわけでもないし、社会に飛び
立つわけでもないので派手にしない方がいい
のではというパーソナリティに対して、ゲス
トの方が、小学校ならまだ親の言うことを聞
いてくれるから、今のうちに子供を着飾って
記念写真を撮るのだと言っていました。
　将来を担う子どもたちに幸多かれと願いな
がら、花吹雪をして見送ったところです。
　３月は出会いと別れが多い月。当クラブで
も先週、お２人の送別会がありました。今日
１日、次の新しい出会いを期待しながら、よ
ろしくお願いいたします。
◇来訪ロータリアン
　東京南ＲＣ　　山内豊功 氏

◇お　客　様
　新本町クリニック　吉村尚子 氏
◇国際奉仕委員会より
　短期交換留学の派遣学生に、学芸高校の正
木一宇さんが、予定されています。まだ正式
決定ではありませんが、高知クラブの推薦者
を当クラブも推薦しました。
◇幹　事　報　告
・来週の例会は城西館にて花見例会で、昼の

例会はありません。
◇川端信一郎会員退会挨拶

　２月末に内示を受け、
４月から栃木の宇都宮に
転勤になります。ロータ
リークラブは２年弱でし
たが、親睦や奉仕の観点
で学びがあり、仕事にも

いい影響を及ぼしてくれました。
　先週のゴルフコンペは、本当に楽しいコン
ペでした。４月から後任に松井という者が着
任します。ぜひ可愛がっていただければと思
います。本当にありがとうございました。
◇別役修平会員退会挨拶

　2006年３月15日、東Ｒ
Ｃに入会し、丁度13年。
うちの社長が、旅館・ホ
テルの県の理事長になっ
た関係で、ロータリーは
私が跡を継ぎました。私

自身は、昨年から常勤の監査役。この３月か

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

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

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

●会長／寺尾正生　●幹事／松本隆之　●雑誌会報委員／中西克行・西山忠利・関　淑公
●例会日／毎週水曜日12：30PM～1：30PM　●例会場／ザ クラウンパレス新阪急高知　（088）873－1111
●事務所／高知新聞放送会館１階　〒780－8572　高知市本町3－2－15　　　　直通（088）824－8660

　ホームページアドレス（PC・携帯共通）http://www.kochi-east-rc.com
　メールアドレス　事務局／hcrc@coffee.ocn.ne.jp　広報ＩＴ委員会／info@kochi-east-rc.com

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ

1,057,760円

77,350円

1,135,110円

18,371円

90円

18,461円

1,076,131円

77,440円

1,153,571円

チビニコ 合　計

３月20日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
４月３日㈬　定例理事会
４月17日㈬　第５回クラブ協議会（次年度）
　　　　　　（得月樓）
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
５月１日㈬　休会（国民の休日）
５月８日㈬　定例理事会
５月15日㈬　ロータリー休日
５月22日㈬　第６回クラブ協議会・現新合同
　　　　　　（城西館）
５月29日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
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

高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　４月２日㈫　創立記念夜間例会
高知南ＲＣ　　４月４日㈭　植樹例会
高知中央ＲＣ　４月４日㈭　花見夜間例会
高知ＲＣ　　　４月９日㈫　グループ夜間例会
高知北ＲＣ　　４月15日㈪　18日に８ＲＣ合同夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　４月16日㈫　18日に８ＲＣ合同夜間例会
高知南ＲＣ　　４月18日㈭　８ＲＣ合同夜間例会
高知中央ＲＣ　４月18日㈭　８ＲＣ合同夜間例会
高知西ＲＣ　　４月19日㈮　18日に８ＲＣ合同夜間例会
高知ＲＣ　　　４月23日㈫　18日に８ＲＣ合同夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　５月７日㈫　休会
高知南ＲＣ　　５月16日㈭　職場例会
高知中央ＲＣ　５月16日㈭　夜間例会
高知南ＲＣ　　５月30日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　５月31日㈮　ロータリー休日

は1時間以内での移動が可能になりますし、
新大阪までは91分、岡山まで45分。そして何
よりも、ビジネス展開をしていく上で、高知
から３時間で行けるエリアが広がり、圏域人
口も7.6倍と飛躍的に拡大します。お客様の
流れも増えます。北陸新幹線の開業効果を例
に挙げると、鉄道利用３倍、金沢市への入り
込み及び宿泊者1.2倍。注目すべきは金沢市
だけではなく、輪島、和倉温泉など周辺部に
まであまねく効果が及んでいます。商工業で
も首都圏からの企業誘致が進展。本社が移転
してきたり東京本店の管轄になるなど、いろ
んな動きが出ています。さらに、新幹線が来
ることによって在来線の維持・活性化にも大
きく役立っており、富山県では、路面電車、
路線バスの利用者、特に定期利用でない方の
利用が増えたという報告もされています。
　新幹線は上下分離方式で、国が公共事業と
して新幹線を整備して、運行するＪＲは車両
を買って走らし、国に対して鉄道の使用料に
当たる貸付料を払うという事業モデルです。
財源は公共事業ですから、ＪＲが払う貸付料
を除いた３分の２を国が負担。地方負担は３
分の１ですが、交付税等もありますので実質
負担は１～２割程度です。新幹線の予算は、
新幹線をつくるための予算ですので、四国が
手を挙げなければ、他の地域に新幹線ができ
るだけの話で、そのバーターで道路を造って
くれるものではありません。
　現在、整備中も含めて47都道府県のうち31
の都道府県に新幹線は行き渡っています。唯
一四国だけが空白エリアです。４年後には北
陸新幹線が敦賀まで延伸、長崎新幹線も一部
開業、10年後にはリニア新幹線が登場、12年

後には北海道新幹線が札幌まで延伸、20年後
にはリニアが大阪まで延伸、30年後には北陸
新幹線がループを形成して、京都経由で大阪
までつながるということが決まっている中で、
四国というのは全くスケジュールに載ってき
ていません。今や新幹線は基礎的な交通イン
フラ、日常の乗り物になっており、新幹線が
あるなしで大きな格差が生まれていますが、
さらに将来は、リニアもある地域、新幹線し
かない地域、新幹線すらない地域と２重の格
差になっていくことに、県としては危機感を
持っています。空港と新幹線、高速道路、こ
の三つの基本的なインフラがあることが大切
になってくるだろうと思います。
　今後の手順としては、まず四国新幹線の基
本計画から整備計画に格上げしてもらう必要
があります。これに向けて、我々は一生懸命
努力をしていますが、四国だけではなく、奥
羽新幹線、山陰新幹線、東九州等々、ライバ
ルも同じく熱心に動いています。その中で、
四国は勝っていかなければいけません。新幹
線は30年先までスケジュールは決まっていま
すので、今の列に並ぶと30年間は順番が来な
い。30年たっても四国は順番が来るかどうか
すら分からない。我々としては、既存のルー
ルではなくて新しい列をつくれないか知恵を
絞っているところです。
　本州、九州、北海道と新幹線が延伸する中
「次は四国」というのは自然な流れではない
かと考えます。多くの方々の後押し、声をい
ただいて、四国の新幹線の実現のため、精一
杯取り組んでまいりますので、ご協力をよろ
しくお願いいたします。

「四国の新幹線早期実現に
　　　　　　　　　　向けて」

◇ゲストスピーチ 高知県中山間振興・交通部交通運輸政策課  課長  濱田　憲司 氏

らは非常勤の監査役になりました。私の後任
は当然、東クラブに入るものと思っていたと
ころ、ずっと野球を続けていた関係で、中央
ＲＣに入ることになってしまいました。
　社長の息子さんは、現在ＪＣで卒業までに

あと１年あります。間が空くと、皆さんが城
西館を使いづらくなるのではと、心配してい
ます。ぜひ、社長に直談判して、間を埋める
ようにご尽力いただけたらと思います。お世
話になりました。ありがとうございました。

３月20日

３月６日
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　私は今51歳、普通の県の事務職員です。若
いころは、今はなくなった中央病院の窓口で
医療費の計算をなど、望んだわけではありま
せんが、県庁人生の半分は県立病院の仕事を
してきました。2014年、交通運輸政策課に来
て以来、５年が過ぎました。
　昭和48年、全国で新幹線基本計画が策定さ
れ、その中では四国新幹線（大阪→徳島→高
松→松山→大分）と四国横断新幹線（岡山→
高知）の二つが基本計画として位置づけられ
ましたが、この基本計画は1ミリも進むこと
なく現在に至っています。四国の場合、新幹
線というよりは、橋に力を入れてきた歴史が
あります。決して新幹線を不要と思ったので
はなくて、何とか橋を架けたいということに
力を注いで来た結果、新幹線の取り組みが他
の地域と比べて遅れたということだと思いま
す。
　ＪＲ四国の在来線の特徴は、ほとんどが単
線・非電化です。新幹線は在来線と比べて線
路の幅が50センチぐらい広いし、電化にする
場合、高知と多度津の間にある89本のトンネ
ルを全てやり変える必要があります。これは
不可能ですので、新たなルートを開拓する方
が合理的だということです。
　我々はずっと新幹線のない生活をしてきま
したので、新幹線のある地域と比べて、いろ
んな意味で損をしています。例えば、新大
阪・高知間は約360キロ、時間は３時間半。
距離がほぼ同じ新大阪・広島間は新幹線で１

時間21分。新幹線で３時間半かければ新大阪
から熊本の先の新八代まで。東京からだと青
森まで行けます。日帰りできる出張が１泊し
ないといけない。客先も２、３軒行けるのが
１軒しかいけない等、ビジネスの面でも不利
益を被っています。
　そういう中で、2011年「四国の鉄道のネッ
トワークのあり方を考える会」で、鉄道の抜
本的高速化に関する基礎調査を実施し、2014
年４月に調査結果を公表しています。この調
査では、現実的なところとして岡山から山陽
新幹線を分岐し、瀬戸大橋経由で四国に入り、
徳島、髙松、松山、そして高知に至るルート
であれば、概算工事費は1.57兆円ですが、コ
ストが利益を上回ることが確認されました。
2019年、四国全体の議会・商工会議所等々が
入って「四国新幹線整備促進期成会」が発足、
四国が一致団結して取り組みを進めています。
近年新幹線が整備された地方都市との人口比
較、沿線人口比較、あるいは経済規模を比較
しても、いずれも四国は先行地域と遜色あり
ません。何よりも瀬戸大橋は新幹線企画で整
備されていますし、鷲羽山トンネルも在来線
と新幹線用のトンネルができています。宇多
津や児島駅周辺では新幹線整備のための用地
取得も既に行われています。ですから、事実
上、着工済みと言っても過言ではないかと、
国にも訴えています。
　仮に新幹線ができた場合の効果としては、
まず、時間短縮効果で、四国の主要都市間で

◇出席率報告

 ● 前川美智子　本日は、寺尾会長代理を務め
させていただきました。どきどきどきどき、
通常例会での初めての体験でした。別役修平
さん、川端さんの送別会に出席できず残念で
した。お二人とも、お元気で幸せな時間をお
過ごしください。
 ● 松本隆之　濱田様、素晴らしい卓話ありが
とうございました。あと、私事ですが、本日、
娘の卒業式に出席してまいりました。不覚に
も泣いてしまいました。
 ● 別役修平　３月15日は川端さんと私の送別
会を開催していただいてありがとうございま
した。４年ぐらいお酒を飲めなかったのです
が、久し振りにおいしいお酒をいただきまし
た。また、２次会、３次会もおごっていただ
き感謝！感謝です。
 ● 川端信一郎　３月15日、送別会開催いただ
き、本当にありがとうございました。２年
弱、お世話になりました。
 ● 島村信一（親睦委員長）３月15日、別役修
平会員、川端信一郎会員の送別会を開催させ
ていただきました。お店の方から予想外の割
引がありましたので、会費の残り分をニコニ

コへ！多数の参加をいただきありがとうござ
いました。
 ● 浦田健治　親睦委員会の皆さま、ゴルフコ
ンペのお世話ありがとうございました。松野
さん、写真ありがとうございました。
 ● 岡本淳一　先日のＲＣコンペありがとうご
ざいました。島村委員長、楽しいコンペでし
た。また松野さん写真ありがとうございます。
 ● 後藤典行　新人ですが、ご迷惑をおかけし
ないようしっかりやっていきますので、よろ
しくお願いいたします。
 ● 竹村克彦　どんくさいことで、来週の例会
を欠席します。今後はスケジュール管理に気
を付けます。ごめんなさい。
 ● 永光男　３月19日、この前の日曜日、東
ＲＣゴルフコンペでまたまたまた優勝させて
いただきました。スコアーはよくなかったが、
パートナーとハンディキャップに恵まれまし
た。成績のよかった北村さん、岡本さん、ご
めんなさい。しかし、ロータリーの教えで最
もよく奉仕する者、最も多く報いられると
シェルドンは言っています。毎日ゴルフの練
習と50分のウォーキングを真面目に行ってま
した。最もよく練習する者、最も多く優勝す
る（みつお）カッコ良く書いたので、優勝賞
金、全額ニコニコに入れます。
 ● 親睦ゴルフコンペ、参加者より
 ● 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

情　報　集　会
2019年３月13日㈬　於：ザ クラウンパレス新阪急高知

別役修平さん・川端信一郎さん 送別会
2019年３月15日㈮　於：くらり

東ＲＣゴルフコンペ・懇親会
2019年３月17日㈰　於：錦山カントリークラブ・ラ・ヴィータ

優勝：永光男さん　　準優勝：寺尾正生さん
ベスグロ賞：北村　裕さん　でした。

例会場・事務所：ミュゼ灘屋
所　　在　　地：〒799－3114　愛媛県伊予市灘町１２３
　　　　　　　　TEL 090－6881－4357　FAX 089－909－6566
例　　会　　日：毎週水曜日　19：00 点鐘　変更なし

【連絡先】伊予ロータリークラブ事務局
　　　　　〒799－3114　愛媛県伊予市灘町１２３
　　　　　　　　　　　　ミュゼ灘屋内
　　　　　　　　　　　　TEL 090－6881－4357　FAX 089－909－6566
　　　　　　　　　　　　Ｅ-mail：iyo-rc@ninus.ocn.ne.jp

伊予ロータリークラブ　例会場・事務所変更のご案内
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本日　３月27日㈬ 18：30  城西館

　　　 　花 　 見 　 夜 　 間 　 例 　 会

次週　４月３日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「ロータリークラブ会計について」

会計 浦田　健治 会員

第2414回　例会報告／平成31年３月20日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「我等の生業」
◇副会長挨拶

　皆さま、こんにちは。
今日は、高知市内の小学
校で卒業式が行われてお
り、私も地元の江陽小学
校の卒業式に参加するた
め走っていたところ、寺

尾会長から「熱があるので、例会を欠席しま
す」と連絡がありました。
　昨今、小学校の卒業式に袴が多くなったと
聞いていましたが、今日もかなりの生徒さん
が袴で出席していました。今朝のラジオで
は、小学校で袴は早いのではないか。親御さ
んの元を離れるわけでもないし、社会に飛び
立つわけでもないので派手にしない方がいい
のではというパーソナリティに対して、ゲス
トの方が、小学校ならまだ親の言うことを聞
いてくれるから、今のうちに子供を着飾って
記念写真を撮るのだと言っていました。
　将来を担う子どもたちに幸多かれと願いな
がら、花吹雪をして見送ったところです。
　３月は出会いと別れが多い月。当クラブで
も先週、お２人の送別会がありました。今日
１日、次の新しい出会いを期待しながら、よ
ろしくお願いいたします。
◇来訪ロータリアン
　東京南ＲＣ　　山内豊功 氏

◇お　客　様
　新本町クリニック　吉村尚子 氏
◇国際奉仕委員会より
　短期交換留学の派遣学生に、学芸高校の正
木一宇さんが、予定されています。まだ正式
決定ではありませんが、高知クラブの推薦者
を当クラブも推薦しました。
◇幹　事　報　告
・来週の例会は城西館にて花見例会で、昼の

例会はありません。
◇川端信一郎会員退会挨拶

　２月末に内示を受け、
４月から栃木の宇都宮に
転勤になります。ロータ
リークラブは２年弱でし
たが、親睦や奉仕の観点
で学びがあり、仕事にも

いい影響を及ぼしてくれました。
　先週のゴルフコンペは、本当に楽しいコン
ペでした。４月から後任に松井という者が着
任します。ぜひ可愛がっていただければと思
います。本当にありがとうございました。
◇別役修平会員退会挨拶

　2006年３月15日、東Ｒ
Ｃに入会し、丁度13年。
うちの社長が、旅館・ホ
テルの県の理事長になっ
た関係で、ロータリーは
私が跡を継ぎました。私

自身は、昨年から常勤の監査役。この３月か

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

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

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

●会長／寺尾正生　●幹事／松本隆之　●雑誌会報委員／中西克行・西山忠利・関　淑公
●例会日／毎週水曜日12：30PM～1：30PM　●例会場／ザ クラウンパレス新阪急高知　（088）873－1111
●事務所／高知新聞放送会館１階　〒780－8572　高知市本町3－2－15　　　　直通（088）824－8660

　ホームページアドレス（PC・携帯共通）http://www.kochi-east-rc.com
　メールアドレス　事務局／hcrc@coffee.ocn.ne.jp　広報ＩＴ委員会／info@kochi-east-rc.com

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ

1,057,760円

77,350円

1,135,110円

18,371円

90円

18,461円

1,076,131円

77,440円

1,153,571円

チビニコ 合　計

３月20日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
４月３日㈬　定例理事会
４月17日㈬　第５回クラブ協議会（次年度）
　　　　　　（得月樓）
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
５月１日㈬　休会（国民の休日）
５月８日㈬　定例理事会
５月15日㈬　ロータリー休日
５月22日㈬　第６回クラブ協議会・現新合同
　　　　　　（城西館）
５月29日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
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

高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　４月２日㈫　創立記念夜間例会
高知南ＲＣ　　４月４日㈭　植樹例会
高知中央ＲＣ　４月４日㈭　花見夜間例会
高知ＲＣ　　　４月９日㈫　グループ夜間例会
高知北ＲＣ　　４月15日㈪　18日に８ＲＣ合同夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　４月16日㈫　18日に８ＲＣ合同夜間例会
高知南ＲＣ　　４月18日㈭　８ＲＣ合同夜間例会
高知中央ＲＣ　４月18日㈭　８ＲＣ合同夜間例会
高知西ＲＣ　　４月19日㈮　18日に８ＲＣ合同夜間例会
高知ＲＣ　　　４月23日㈫　18日に８ＲＣ合同夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　５月７日㈫　休会
高知南ＲＣ　　５月16日㈭　職場例会
高知中央ＲＣ　５月16日㈭　夜間例会
高知南ＲＣ　　５月30日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　５月31日㈮　ロータリー休日

は1時間以内での移動が可能になりますし、
新大阪までは91分、岡山まで45分。そして何
よりも、ビジネス展開をしていく上で、高知
から３時間で行けるエリアが広がり、圏域人
口も7.6倍と飛躍的に拡大します。お客様の
流れも増えます。北陸新幹線の開業効果を例
に挙げると、鉄道利用３倍、金沢市への入り
込み及び宿泊者1.2倍。注目すべきは金沢市
だけではなく、輪島、和倉温泉など周辺部に
まであまねく効果が及んでいます。商工業で
も首都圏からの企業誘致が進展。本社が移転
してきたり東京本店の管轄になるなど、いろ
んな動きが出ています。さらに、新幹線が来
ることによって在来線の維持・活性化にも大
きく役立っており、富山県では、路面電車、
路線バスの利用者、特に定期利用でない方の
利用が増えたという報告もされています。
　新幹線は上下分離方式で、国が公共事業と
して新幹線を整備して、運行するＪＲは車両
を買って走らし、国に対して鉄道の使用料に
当たる貸付料を払うという事業モデルです。
財源は公共事業ですから、ＪＲが払う貸付料
を除いた３分の２を国が負担。地方負担は３
分の１ですが、交付税等もありますので実質
負担は１～２割程度です。新幹線の予算は、
新幹線をつくるための予算ですので、四国が
手を挙げなければ、他の地域に新幹線ができ
るだけの話で、そのバーターで道路を造って
くれるものではありません。
　現在、整備中も含めて47都道府県のうち31
の都道府県に新幹線は行き渡っています。唯
一四国だけが空白エリアです。４年後には北
陸新幹線が敦賀まで延伸、長崎新幹線も一部
開業、10年後にはリニア新幹線が登場、12年

後には北海道新幹線が札幌まで延伸、20年後
にはリニアが大阪まで延伸、30年後には北陸
新幹線がループを形成して、京都経由で大阪
までつながるということが決まっている中で、
四国というのは全くスケジュールに載ってき
ていません。今や新幹線は基礎的な交通イン
フラ、日常の乗り物になっており、新幹線が
あるなしで大きな格差が生まれていますが、
さらに将来は、リニアもある地域、新幹線し
かない地域、新幹線すらない地域と２重の格
差になっていくことに、県としては危機感を
持っています。空港と新幹線、高速道路、こ
の三つの基本的なインフラがあることが大切
になってくるだろうと思います。
　今後の手順としては、まず四国新幹線の基
本計画から整備計画に格上げしてもらう必要
があります。これに向けて、我々は一生懸命
努力をしていますが、四国だけではなく、奥
羽新幹線、山陰新幹線、東九州等々、ライバ
ルも同じく熱心に動いています。その中で、
四国は勝っていかなければいけません。新幹
線は30年先までスケジュールは決まっていま
すので、今の列に並ぶと30年間は順番が来な
い。30年たっても四国は順番が来るかどうか
すら分からない。我々としては、既存のルー
ルではなくて新しい列をつくれないか知恵を
絞っているところです。
　本州、九州、北海道と新幹線が延伸する中
「次は四国」というのは自然な流れではない
かと考えます。多くの方々の後押し、声をい
ただいて、四国の新幹線の実現のため、精一
杯取り組んでまいりますので、ご協力をよろ
しくお願いいたします。

「四国の新幹線早期実現に
　　　　　　　　　　向けて」

◇ゲストスピーチ 高知県中山間振興・交通部交通運輸政策課  課長  濱田　憲司 氏

らは非常勤の監査役になりました。私の後任
は当然、東クラブに入るものと思っていたと
ころ、ずっと野球を続けていた関係で、中央
ＲＣに入ることになってしまいました。
　社長の息子さんは、現在ＪＣで卒業までに

あと１年あります。間が空くと、皆さんが城
西館を使いづらくなるのではと、心配してい
ます。ぜひ、社長に直談判して、間を埋める
ようにご尽力いただけたらと思います。お世
話になりました。ありがとうございました。
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　私は今51歳、普通の県の事務職員です。若
いころは、今はなくなった中央病院の窓口で
医療費の計算をなど、望んだわけではありま
せんが、県庁人生の半分は県立病院の仕事を
してきました。2014年、交通運輸政策課に来
て以来、５年が過ぎました。
　昭和48年、全国で新幹線基本計画が策定さ
れ、その中では四国新幹線（大阪→徳島→高
松→松山→大分）と四国横断新幹線（岡山→
高知）の二つが基本計画として位置づけられ
ましたが、この基本計画は1ミリも進むこと
なく現在に至っています。四国の場合、新幹
線というよりは、橋に力を入れてきた歴史が
あります。決して新幹線を不要と思ったので
はなくて、何とか橋を架けたいということに
力を注いで来た結果、新幹線の取り組みが他
の地域と比べて遅れたということだと思いま
す。
　ＪＲ四国の在来線の特徴は、ほとんどが単
線・非電化です。新幹線は在来線と比べて線
路の幅が50センチぐらい広いし、電化にする
場合、高知と多度津の間にある89本のトンネ
ルを全てやり変える必要があります。これは
不可能ですので、新たなルートを開拓する方
が合理的だということです。
　我々はずっと新幹線のない生活をしてきま
したので、新幹線のある地域と比べて、いろ
んな意味で損をしています。例えば、新大
阪・高知間は約360キロ、時間は３時間半。
距離がほぼ同じ新大阪・広島間は新幹線で１

時間21分。新幹線で３時間半かければ新大阪
から熊本の先の新八代まで。東京からだと青
森まで行けます。日帰りできる出張が１泊し
ないといけない。客先も２、３軒行けるのが
１軒しかいけない等、ビジネスの面でも不利
益を被っています。
　そういう中で、2011年「四国の鉄道のネッ
トワークのあり方を考える会」で、鉄道の抜
本的高速化に関する基礎調査を実施し、2014
年４月に調査結果を公表しています。この調
査では、現実的なところとして岡山から山陽
新幹線を分岐し、瀬戸大橋経由で四国に入り、
徳島、髙松、松山、そして高知に至るルート
であれば、概算工事費は1.57兆円ですが、コ
ストが利益を上回ることが確認されました。
2019年、四国全体の議会・商工会議所等々が
入って「四国新幹線整備促進期成会」が発足、
四国が一致団結して取り組みを進めています。
近年新幹線が整備された地方都市との人口比
較、沿線人口比較、あるいは経済規模を比較
しても、いずれも四国は先行地域と遜色あり
ません。何よりも瀬戸大橋は新幹線企画で整
備されていますし、鷲羽山トンネルも在来線
と新幹線用のトンネルができています。宇多
津や児島駅周辺では新幹線整備のための用地
取得も既に行われています。ですから、事実
上、着工済みと言っても過言ではないかと、
国にも訴えています。
　仮に新幹線ができた場合の効果としては、
まず、時間短縮効果で、四国の主要都市間で

◇出席率報告

 ● 前川美智子　本日は、寺尾会長代理を務め
させていただきました。どきどきどきどき、
通常例会での初めての体験でした。別役修平
さん、川端さんの送別会に出席できず残念で
した。お二人とも、お元気で幸せな時間をお
過ごしください。
 ● 松本隆之　濱田様、素晴らしい卓話ありが
とうございました。あと、私事ですが、本日、
娘の卒業式に出席してまいりました。不覚に
も泣いてしまいました。
 ● 別役修平　３月15日は川端さんと私の送別
会を開催していただいてありがとうございま
した。４年ぐらいお酒を飲めなかったのです
が、久し振りにおいしいお酒をいただきまし
た。また、２次会、３次会もおごっていただ
き感謝！感謝です。
 ● 川端信一郎　３月15日、送別会開催いただ
き、本当にありがとうございました。２年
弱、お世話になりました。
 ● 島村信一（親睦委員長）３月15日、別役修
平会員、川端信一郎会員の送別会を開催させ
ていただきました。お店の方から予想外の割
引がありましたので、会費の残り分をニコニ

コへ！多数の参加をいただきありがとうござ
いました。
 ● 浦田健治　親睦委員会の皆さま、ゴルフコ
ンペのお世話ありがとうございました。松野
さん、写真ありがとうございました。
 ● 岡本淳一　先日のＲＣコンペありがとうご
ざいました。島村委員長、楽しいコンペでし
た。また松野さん写真ありがとうございます。
 ● 後藤典行　新人ですが、ご迷惑をおかけし
ないようしっかりやっていきますので、よろ
しくお願いいたします。
 ● 竹村克彦　どんくさいことで、来週の例会
を欠席します。今後はスケジュール管理に気
を付けます。ごめんなさい。
 ● 永光男　３月19日、この前の日曜日、東
ＲＣゴルフコンペでまたまたまた優勝させて
いただきました。スコアーはよくなかったが、
パートナーとハンディキャップに恵まれまし
た。成績のよかった北村さん、岡本さん、ご
めんなさい。しかし、ロータリーの教えで最
もよく奉仕する者、最も多く報いられると
シェルドンは言っています。毎日ゴルフの練
習と50分のウォーキングを真面目に行ってま
した。最もよく練習する者、最も多く優勝す
る（みつお）カッコ良く書いたので、優勝賞
金、全額ニコニコに入れます。
 ● 親睦ゴルフコンペ、参加者より
 ● 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

情　報　集　会
2019年３月13日㈬　於：ザ クラウンパレス新阪急高知

別役修平さん・川端信一郎さん 送別会
2019年３月15日㈮　於：くらり

東ＲＣゴルフコンペ・懇親会
2019年３月17日㈰　於：錦山カントリークラブ・ラ・ヴィータ

優勝：永光男さん　　準優勝：寺尾正生さん
ベスグロ賞：北村　裕さん　でした。

例会場・事務所：ミュゼ灘屋
所　　在　　地：〒799－3114　愛媛県伊予市灘町１２３
　　　　　　　　TEL 090－6881－4357　FAX 089－909－6566
例　　会　　日：毎週水曜日　19：00 点鐘　変更なし

【連絡先】伊予ロータリークラブ事務局
　　　　　〒799－3114　愛媛県伊予市灘町１２３
　　　　　　　　　　　　ミュゼ灘屋内
　　　　　　　　　　　　TEL 090－6881－4357　FAX 089－909－6566
　　　　　　　　　　　　Ｅ-mail：iyo-rc@ninus.ocn.ne.jp

伊予ロータリークラブ　例会場・事務所変更のご案内


