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本日　５月22日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「私の履歴書」

後藤　典行 会員

次週　５月29日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「青少年奉仕委員会よりの報告」

青少年奉仕委員会 委員長 西内　俊介 会員

第2420回　例会報告／平成31年５月８日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんにちは。
今日は、令和に入って初
めての例会です。皆さん、
連休の間に令和時代を体
験されたことと思います。
　私もテレビでずっと令

和に関するニュースを見ていました。つまら
ないことかもしれませんが、私が一番印象に
残ったのは、街頭インタビューで若い家族連
れが「平成の天皇陛下を見たことがなかった
ので、最後だと思い見にきました。何気なく
きたのですが、陛下のお姿を見ていると、な
ぜか分からないけど涙が溢れてきました」と
話していました。日本人としてどうあるべき
かいうことを若い人も考えているんだなと感
じて、その若い家族が羨ましいと同時に良
かったと思いました。
　また、一般参賀のとき、数日前まで皇太子
殿下だった方が、今上天皇としてお言葉を述
べて、手を振っておられました。天皇陛下そ
のものの風格が感じられて、日本人というの
はすごいなと、改めて思ったこの10日間でし
た。東ＲＣも７月からは、新たに前川会長の
年度が始まります。令和の時代も東ＲＣがま
すます栄えていくことを祈念します。

◇来訪ロータリアン
　高知ＲＣ　　森本征彦氏
◇５月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　髙橋　卓弥　　沖　　卓史　　松野　宏司
　西村　美香
 ● 配偶者誕生日
　岡　　倫子　　髙橋　和加
 ● 家庭記念日
　別役　重具　　岡﨑　勇樹　　山村　一正
　中越　貴宣　　鬼田　知明
 ● 入会記念日
　沖　　卓史　　近森　範久　　別役　重具
◇新入会員紹介
　　　　　　・氏　　名　野志　征生
　　　　　　・生年月日
　　　　　　・職　　業　大和ハウス工業㈱
　　　　　　　　　　　　高知支店長
　　　　　　・配　偶　者　久美
・趣味
・専任アドバイザー　浦田健治会員
・野志征生氏挨拶
　昨年の10月、天野の後任で高知に赴任しま
した。生まれは大阪ですが、入社してから転
勤を繰り返し、高知が６ヵ所目の勤務地です。
ロータリー歴はありますが、ところによって
若干違いがあり、皆さんにいろいろ教えてい
ただきながら活動していきたいと思います。
よろしくお願いします。
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今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
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
６月５日㈬　定例理事会
６月12日㈬　委員会活動実績報告
６月19日㈬　委員会活動実績報告
　　　　　　次年度理事会
６月26日㈬　最終夜間例会
　　　　　　（ザ クラウンパレス）

■例会変更のお知らせ
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
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　６月11日㈫　6/9 職場例会に振替
高知南ＲＣ　　６月13日㈭　6/10 日時計例会に振替
高知北ＲＣ　　６月17日㈪　年度末夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　６月18日㈫　最終夜間例会
高知中央ＲＣ　６月20日㈭　お別れ夜間例会
高知西ＲＣ　　６月21日㈮　最終夜間例会
高知北ＲＣ　　６月24日㈪　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　６月25日㈫　あじさい夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　６月25日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　６月27日㈭　最終夜間例会
高知中央ＲＣ　６月27日㈭　ロータリー休日

◇親睦委員会より
　本日、麻雀大会を南・南で開催します。突
然参加はオーケーですので、ぜひご参加くだ
さい。

◇幹　事　報　告
・来週はロータリー休日、22日はクラブ協議
会です。
・本日例会終了後、理事会を行います。
・５月のロータリーレートは１ドル112円です。

外国人参画社会なども視野に入れないといけ
ません。これに対して、高知県は、まだ前向
きになるかどうかスタンスさえ決めていない
状況です。東京や大阪はかなり外国人参画社
会になってきましたが、我々ももっと早く取
り組まないといけないのではないでしょうか。
　高知県の第１位をみると、森林率、地元な
らではのおいしい食べ物、喫茶店の数、病院
数・看護師数（医療体制が整っている）、女
性の就業者率、男性から見た夫婦の幸福度ラ
ンキング。反面、大企業の出現率が少ない。
若者の流出が止まらない、雇用の受け皿を用
意しないといけない、そして、情報の発信力
が弱い。とてもいい情報が県外に届いていな

い。これを強めていくこと。そして、大量生
産で勝ち目がなければ、既にある強みを伸ば
せばいいんです。今、農業分野で六次産業化
への取り組みや、メーカーを呼ぶことが無理
ならば、労働集約型産業で雇用の受け皿をつ
くるという動きが、高知県にも出てきていま
す。ヤフー、オルトプラス、シフトプラス、
いろんなＩＴ産業の会社がきました。たくさ
んの人手を要する産業の誘致に力を入れてい
くのも、いい方向性ではないかと思います。
　課題は、雇用の受け皿と情報の発信力。
我々大人が次の時代のために、こういったこ
とに力を入れていこうではありませんか。

「高知の未来づくり方法論」

◇ゲストスピーチ 学校法人龍馬学園常務理事就職キャリア支援センター長  泉田　　優 氏

　全国の基幹産業は製造業で27.3％を占めて
います。卸売業24.3％、サービス業20.5％、
小売業10.0％。高知県の基幹産業は、数字の
上だけでとらえると卸売業28.8％、製造業は
わずか12.5％。製造業の小さいのは高知の特
色で、売上は5,678億円（経産省・経済セン
サス平成29年度版）、日本の製造業総売上高
の0.2％。47都道府県中46番目、最下位は沖
縄。３年前までは高知がずっと最下位でし
た。面積は47都道府県中17番目の大きな県に
も関わらず製造業が低いというのは、付加価
値の低い、利幅の薄い、大量生産には向かな
い土地だということです。平地が沿岸部に集
中し工業用地が取りにくい、四国山地に囲ま
れ山地比率89％、輸送コストがかかる。昔は
土佐を、遠くて狭いと書いた説もあります。
　ただし、私が４年間帝国データバンクにい
ていろんな企業を見てきた経験からいうと、
高知はニッチな領域を極めるニッチトップと
いう製造業者が多い。例えば、日本高度紙・
コンデンサーのセパレーター、世界シェアの
65％。廣瀬製紙・電池のセパレーター、国内
シェア40％、世界シェア20％。太陽・耕耘機
の爪、ミロク製作所・猟銃の最大手。こうし
た付加価値の高いニッチトップが林立してい
るのが、高知県の製造業の誇るべきところで
す。独自の領域を極める、同業者が集まって
群れない、これは土佐人の美徳かなと思いま
す。
　売上高1,000億以上の会社の出現率、全国

は0.10％、高知は0.02％。高知県内１万社の
うち売上高1,000億以上の会社はわずか２社、
旭食品とカメラのキタムラ。卸売業の構成比
は高知が全国でトップ、大阪、東京都と続き
ます。高知県の卸売業の売上高は若干伸びて
１兆円規模に乗りました。この内、40％を超
える分が旭食品です。
　今の高知高専４年生、専門学校１年生、大
学１年生が働き盛りの40歳を迎える2040年の
高知県を考えると、まず人口推移。高知県の
人口のピークは1985年、83万9,784人。2015
年の国勢調査では72万8,276人。2040年、53
万6,000人。高知の場合は人口減少だけでな
く、若年層の流出が多いということがありま
す。2015年の老年人口（65歳以上）は23万
7,000人、生産年齢人口40万人、年少人口８
万3,000人。2040年には老年人口22万人、生
産年齢人口26万3,000人。生産年齢人口と老
年人口が拮抗します。年少人口５万2,000人。
　少子高齢化は日本全国に起きている問題で
す。東京も2026年から減少期に入ります。都
会は一度現象が始まるとかなりのスピードを
上げていき、35年間で225万人、人口が減少
します。日本全体がおばあちゃん天国になる
とどうなるか。輸血用の血液・骨髄ドナー登
録者の不足、空き家の増加、もたない自治体
が多く発生、火葬場の不足、税収不足で社会
インフラの維持に問題が出てくる。こういっ
た問題を解決するために、我々はどういった
ことを考えていかないといけないか。まず、

◇出席率報告

 ● 寺尾正生　令和最初の例会でした。残りの
１月半、よろしくお願い申し上げます。今夜
は麻雀勝ちたいです。
 ● 松本隆之　泉田先生、貴重な卓話ありがと
うございました。野志さん、ご入会歓迎いた
します。
 ● 松野宏司　誕生祝いいただきました。あり
がとうございました。
 ● 髙橋卓弥　妻ともども誕生祝いありがとう
ございました。
 ● 西村美香　誕生日のお祝いありがとうござ
います。40代も半ばになり、より充実した１
年になるよう、頑張りたいと思います。
 ● 岡　　朝男　妻の誕生祝いありがとうござ
います。
 ● 別役重具　結婚記念日、入会記念日祝いの
お礼。結婚・昭和51年５月、入会・昭和61年
５月でした。古くなりました。
 ● 中越貴宣　結婚記念日のお祝いりがとうご
ざいます。15日に15周年を迎えます。
 ● 岡﨑勇樹　家庭記念祝いありがとうござい
ます。

 ● 近森範久　お陰様で、入会４年目となりま
した。今後ともよろしくお願いいたします。
 ● 野志征生　本日より入会させていただきま
す。よろしくお願いいたします。
 ● 柳澤光秋　５月13、14日はガバナー会で神
戸、5月20日、ロータリーの友で東京。今年
のRYLA、余島は欠席します。
 ● 石川　健　毎年恒例のプロ野球観戦ツアー
に４月28・29日に総勢８名で名古屋ドーム、
中日対阪神戦を見てきました。応援する阪神
が４対２で勝ち、大いに盛り上がりました。
第一生命岡崎支社へ転勤している宇津木さん
も来ていただき、夜は居酒屋を予約してもら
い、ミソカツ等、名古屋名物を食べました。
翌日29日は熱田神宮にて参拝し、名古屋名物
のひつまぶしを昼食時、食べました。なかな
かおいしかったです。
 ● 猿田隆夫　石川さん、西内さん、それに退
会された宇津木さんのお世話で、名古屋ドー
ムの阪神・中日戦を観戦しました。席は阪神
ファン限定のビジター席でしたので、あわて
てタイガースのハッピを買って応援しました。
楽しい１日でした。
 ● 西内俊介　４月28、29日と石川桃太郎隊長
を先頭に、猿田猿さん、別役犬さんと私こと
西内きじ君で、名古屋へ行ってきました。野
球もさることながら、松本鬼さんにバカにさ
れた「ひつまぶし」食べてきました。皆さま、
本当にありがとうございました。後は前川さ
んだけですよ。
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 ● 西森やよい　４月24日、奉仕プロジェクト
研究会にはたくさんの方にご参加いただくこ
とができました。ありがとうございました。
 ● 浦田健治　12年前に交換学生で受入、皆さ
んにお世話になったキャスリン・ソロモンさ
んが来週高知に遊びにきます。来週、例会が
なく紹介できず残念です。
 ● 八田聡子　４月17日の週報に、住所変更に
ついてのお知らせが掲載されましたが、事務

所移転による勤務先の住所変更で、自宅の住
所変更ではありません。勤務先の住所変更と
記載がなかったため、紛らわしかったので補
足しておきます。福岡さん、一旦富士産業ビ
ルを出ていくことになりましたが、また戻る
ことになったときには、よろしくお願いしま
す。今まで大変お世話になりました。
 ● 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。

奉仕プロジェクト研究会
2019年４月24日㈬　於：城西館

東ＲＣ麻雀大会
2019年５月８日㈬　於：南・南

優勝：前田さん　　準優勝：松野さん　　３位：内田さん　でした。

　３月30日、モネの庭に咲くチューリップを見に訪れた。
　入口から上がって、モネが描くスイレンが浮かぶ池を廻り、奥にチューリップ畑が広がっ
ている。下の方に降りて行ったところにある花の庭にも咲いていた。
　その日は残
念ながら小雨
が降り、人も
まばらであっ
た。雨の中の
チューリップ
は何かしおれ
てさびしげで
あった。
　チューリッ
プはオランダ
が有名で、は
るばる見に訪
れたことがあ
る。今でも目
に鮮やかに思
い浮かべる。

北川村のモネの庭　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関　淑公
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５月８日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
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
６月５日㈬　定例理事会
６月12日㈬　委員会活動実績報告
６月19日㈬　委員会活動実績報告
　　　　　　次年度理事会
６月26日㈬　最終夜間例会
　　　　　　（ザ クラウンパレス）

■例会変更のお知らせ
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
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　６月11日㈫　6/9 職場例会に振替
高知南ＲＣ　　６月13日㈭　6/10 日時計例会に振替
高知北ＲＣ　　６月17日㈪　年度末夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　６月18日㈫　最終夜間例会
高知中央ＲＣ　６月20日㈭　お別れ夜間例会
高知西ＲＣ　　６月21日㈮　最終夜間例会
高知北ＲＣ　　６月24日㈪　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　６月25日㈫　あじさい夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　６月25日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　６月27日㈭　最終夜間例会
高知中央ＲＣ　６月27日㈭　ロータリー休日

◇親睦委員会より
　本日、麻雀大会を南・南で開催します。突
然参加はオーケーですので、ぜひご参加くだ
さい。

◇幹　事　報　告
・来週はロータリー休日、22日はクラブ協議
会です。
・本日例会終了後、理事会を行います。
・５月のロータリーレートは１ドル112円です。

外国人参画社会なども視野に入れないといけ
ません。これに対して、高知県は、まだ前向
きになるかどうかスタンスさえ決めていない
状況です。東京や大阪はかなり外国人参画社
会になってきましたが、我々ももっと早く取
り組まないといけないのではないでしょうか。
　高知県の第１位をみると、森林率、地元な
らではのおいしい食べ物、喫茶店の数、病院
数・看護師数（医療体制が整っている）、女
性の就業者率、男性から見た夫婦の幸福度ラ
ンキング。反面、大企業の出現率が少ない。
若者の流出が止まらない、雇用の受け皿を用
意しないといけない、そして、情報の発信力
が弱い。とてもいい情報が県外に届いていな

い。これを強めていくこと。そして、大量生
産で勝ち目がなければ、既にある強みを伸ば
せばいいんです。今、農業分野で六次産業化
への取り組みや、メーカーを呼ぶことが無理
ならば、労働集約型産業で雇用の受け皿をつ
くるという動きが、高知県にも出てきていま
す。ヤフー、オルトプラス、シフトプラス、
いろんなＩＴ産業の会社がきました。たくさ
んの人手を要する産業の誘致に力を入れてい
くのも、いい方向性ではないかと思います。
　課題は、雇用の受け皿と情報の発信力。
我々大人が次の時代のために、こういったこ
とに力を入れていこうではありませんか。

「高知の未来づくり方法論」

◇ゲストスピーチ 学校法人龍馬学園常務理事就職キャリア支援センター長  泉田　　優 氏

　全国の基幹産業は製造業で27.3％を占めて
います。卸売業24.3％、サービス業20.5％、
小売業10.0％。高知県の基幹産業は、数字の
上だけでとらえると卸売業28.8％、製造業は
わずか12.5％。製造業の小さいのは高知の特
色で、売上は5,678億円（経産省・経済セン
サス平成29年度版）、日本の製造業総売上高
の0.2％。47都道府県中46番目、最下位は沖
縄。３年前までは高知がずっと最下位でし
た。面積は47都道府県中17番目の大きな県に
も関わらず製造業が低いというのは、付加価
値の低い、利幅の薄い、大量生産には向かな
い土地だということです。平地が沿岸部に集
中し工業用地が取りにくい、四国山地に囲ま
れ山地比率89％、輸送コストがかかる。昔は
土佐を、遠くて狭いと書いた説もあります。
　ただし、私が４年間帝国データバンクにい
ていろんな企業を見てきた経験からいうと、
高知はニッチな領域を極めるニッチトップと
いう製造業者が多い。例えば、日本高度紙・
コンデンサーのセパレーター、世界シェアの
65％。廣瀬製紙・電池のセパレーター、国内
シェア40％、世界シェア20％。太陽・耕耘機
の爪、ミロク製作所・猟銃の最大手。こうし
た付加価値の高いニッチトップが林立してい
るのが、高知県の製造業の誇るべきところで
す。独自の領域を極める、同業者が集まって
群れない、これは土佐人の美徳かなと思いま
す。
　売上高1,000億以上の会社の出現率、全国

は0.10％、高知は0.02％。高知県内１万社の
うち売上高1,000億以上の会社はわずか２社、
旭食品とカメラのキタムラ。卸売業の構成比
は高知が全国でトップ、大阪、東京都と続き
ます。高知県の卸売業の売上高は若干伸びて
１兆円規模に乗りました。この内、40％を超
える分が旭食品です。
　今の高知高専４年生、専門学校１年生、大
学１年生が働き盛りの40歳を迎える2040年の
高知県を考えると、まず人口推移。高知県の
人口のピークは1985年、83万9,784人。2015
年の国勢調査では72万8,276人。2040年、53
万6,000人。高知の場合は人口減少だけでな
く、若年層の流出が多いということがありま
す。2015年の老年人口（65歳以上）は23万
7,000人、生産年齢人口40万人、年少人口８
万3,000人。2040年には老年人口22万人、生
産年齢人口26万3,000人。生産年齢人口と老
年人口が拮抗します。年少人口５万2,000人。
　少子高齢化は日本全国に起きている問題で
す。東京も2026年から減少期に入ります。都
会は一度現象が始まるとかなりのスピードを
上げていき、35年間で225万人、人口が減少
します。日本全体がおばあちゃん天国になる
とどうなるか。輸血用の血液・骨髄ドナー登
録者の不足、空き家の増加、もたない自治体
が多く発生、火葬場の不足、税収不足で社会
インフラの維持に問題が出てくる。こういっ
た問題を解決するために、我々はどういった
ことを考えていかないといけないか。まず、

◇出席率報告

 ● 寺尾正生　令和最初の例会でした。残りの
１月半、よろしくお願い申し上げます。今夜
は麻雀勝ちたいです。
 ● 松本隆之　泉田先生、貴重な卓話ありがと
うございました。野志さん、ご入会歓迎いた
します。
 ● 松野宏司　誕生祝いいただきました。あり
がとうございました。
 ● 髙橋卓弥　妻ともども誕生祝いありがとう
ございました。
 ● 西村美香　誕生日のお祝いありがとうござ
います。40代も半ばになり、より充実した１
年になるよう、頑張りたいと思います。
 ● 岡　　朝男　妻の誕生祝いありがとうござ
います。
 ● 別役重具　結婚記念日、入会記念日祝いの
お礼。結婚・昭和51年５月、入会・昭和61年
５月でした。古くなりました。
 ● 中越貴宣　結婚記念日のお祝いりがとうご
ざいます。15日に15周年を迎えます。
 ● 岡﨑勇樹　家庭記念祝いありがとうござい
ます。

 ● 近森範久　お陰様で、入会４年目となりま
した。今後ともよろしくお願いいたします。
 ● 野志征生　本日より入会させていただきま
す。よろしくお願いいたします。
 ● 柳澤光秋　５月13、14日はガバナー会で神
戸、5月20日、ロータリーの友で東京。今年
のRYLA、余島は欠席します。
 ● 石川　健　毎年恒例のプロ野球観戦ツアー
に４月28・29日に総勢８名で名古屋ドーム、
中日対阪神戦を見てきました。応援する阪神
が４対２で勝ち、大いに盛り上がりました。
第一生命岡崎支社へ転勤している宇津木さん
も来ていただき、夜は居酒屋を予約してもら
い、ミソカツ等、名古屋名物を食べました。
翌日29日は熱田神宮にて参拝し、名古屋名物
のひつまぶしを昼食時、食べました。なかな
かおいしかったです。
 ● 猿田隆夫　石川さん、西内さん、それに退
会された宇津木さんのお世話で、名古屋ドー
ムの阪神・中日戦を観戦しました。席は阪神
ファン限定のビジター席でしたので、あわて
てタイガースのハッピを買って応援しました。
楽しい１日でした。
 ● 西内俊介　４月28、29日と石川桃太郎隊長
を先頭に、猿田猿さん、別役犬さんと私こと
西内きじ君で、名古屋へ行ってきました。野
球もさることながら、松本鬼さんにバカにさ
れた「ひつまぶし」食べてきました。皆さま、
本当にありがとうございました。後は前川さ
んだけですよ。
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 ● 西森やよい　４月24日、奉仕プロジェクト
研究会にはたくさんの方にご参加いただくこ
とができました。ありがとうございました。
 ● 浦田健治　12年前に交換学生で受入、皆さ
んにお世話になったキャスリン・ソロモンさ
んが来週高知に遊びにきます。来週、例会が
なく紹介できず残念です。
 ● 八田聡子　４月17日の週報に、住所変更に
ついてのお知らせが掲載されましたが、事務

所移転による勤務先の住所変更で、自宅の住
所変更ではありません。勤務先の住所変更と
記載がなかったため、紛らわしかったので補
足しておきます。福岡さん、一旦富士産業ビ
ルを出ていくことになりましたが、また戻る
ことになったときには、よろしくお願いしま
す。今まで大変お世話になりました。
 ● 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。

奉仕プロジェクト研究会
2019年４月24日㈬　於：城西館

東ＲＣ麻雀大会
2019年５月８日㈬　於：南・南

優勝：前田さん　　準優勝：松野さん　　３位：内田さん　でした。

　３月30日、モネの庭に咲くチューリップを見に訪れた。
　入口から上がって、モネが描くスイレンが浮かぶ池を廻り、奥にチューリップ畑が広がっ
ている。下の方に降りて行ったところにある花の庭にも咲いていた。
　その日は残
念ながら小雨
が降り、人も
まばらであっ
た。雨の中の
チューリップ
は何かしおれ
てさびしげで
あった。
　チューリッ
プはオランダ
が有名で、は
るばる見に訪
れたことがあ
る。今でも目
に鮮やかに思
い浮かべる。

北川村のモネの庭　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関　淑公
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本日　５月22日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「私の履歴書」

後藤　典行 会員

次週　５月29日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「青少年奉仕委員会よりの報告」

青少年奉仕委員会 委員長 西内　俊介 会員

第2420回　例会報告／平成31年５月８日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんにちは。
今日は、令和に入って初
めての例会です。皆さん、
連休の間に令和時代を体
験されたことと思います。
　私もテレビでずっと令

和に関するニュースを見ていました。つまら
ないことかもしれませんが、私が一番印象に
残ったのは、街頭インタビューで若い家族連
れが「平成の天皇陛下を見たことがなかった
ので、最後だと思い見にきました。何気なく
きたのですが、陛下のお姿を見ていると、な
ぜか分からないけど涙が溢れてきました」と
話していました。日本人としてどうあるべき
かいうことを若い人も考えているんだなと感
じて、その若い家族が羨ましいと同時に良
かったと思いました。
　また、一般参賀のとき、数日前まで皇太子
殿下だった方が、今上天皇としてお言葉を述
べて、手を振っておられました。天皇陛下そ
のものの風格が感じられて、日本人というの
はすごいなと、改めて思ったこの10日間でし
た。東ＲＣも７月からは、新たに前川会長の
年度が始まります。令和の時代も東ＲＣがま
すます栄えていくことを祈念します。

◇来訪ロータリアン
　高知ＲＣ　　森本征彦氏
◇５月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　髙橋　卓弥　　沖　　卓史　　松野　宏司
　西村　美香
 ● 配偶者誕生日
　岡　　倫子　　髙橋　和加
 ● 家庭記念日
　別役　重具　　岡﨑　勇樹　　山村　一正
　中越　貴宣　　鬼田　知明
 ● 入会記念日
　沖　　卓史　　近森　範久　　別役　重具
◇新入会員紹介
　　　　　　・氏　　名　野志　征生
　　　　　　・生年月日
　　　　　　・職　　業　大和ハウス工業㈱
　　　　　　　　　　　　高知支店長
　　　　　　・配　偶　者　久美
・趣味
・専任アドバイザー　浦田健治会員
・野志征生氏挨拶
　昨年の10月、天野の後任で高知に赴任しま
した。生まれは大阪ですが、入社してから転
勤を繰り返し、高知が６ヵ所目の勤務地です。
ロータリー歴はありますが、ところによって
若干違いがあり、皆さんにいろいろ教えてい
ただきながら活動していきたいと思います。
よろしくお願いします。
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会です。
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ません。これに対して、高知県は、まだ前向
きになるかどうかスタンスさえ決めていない
状況です。東京や大阪はかなり外国人参画社
会になってきましたが、我々ももっと早く取
り組まないといけないのではないでしょうか。
　高知県の第１位をみると、森林率、地元な
らではのおいしい食べ物、喫茶店の数、病院
数・看護師数（医療体制が整っている）、女
性の就業者率、男性から見た夫婦の幸福度ラ
ンキング。反面、大企業の出現率が少ない。
若者の流出が止まらない、雇用の受け皿を用
意しないといけない、そして、情報の発信力
が弱い。とてもいい情報が県外に届いていな

い。これを強めていくこと。そして、大量生
産で勝ち目がなければ、既にある強みを伸ば
せばいいんです。今、農業分野で六次産業化
への取り組みや、メーカーを呼ぶことが無理
ならば、労働集約型産業で雇用の受け皿をつ
くるという動きが、高知県にも出てきていま
す。ヤフー、オルトプラス、シフトプラス、
いろんなＩＴ産業の会社がきました。たくさ
んの人手を要する産業の誘致に力を入れてい
くのも、いい方向性ではないかと思います。
　課題は、雇用の受け皿と情報の発信力。
我々大人が次の時代のために、こういったこ
とに力を入れていこうではありませんか。

「高知の未来づくり方法論」

◇ゲストスピーチ 学校法人龍馬学園常務理事就職キャリア支援センター長  泉田　　優 氏

　全国の基幹産業は製造業で27.3％を占めて
います。卸売業24.3％、サービス業20.5％、
小売業10.0％。高知県の基幹産業は、数字の
上だけでとらえると卸売業28.8％、製造業は
わずか12.5％。製造業の小さいのは高知の特
色で、売上は5,678億円（経産省・経済セン
サス平成29年度版）、日本の製造業総売上高
の0.2％。47都道府県中46番目、最下位は沖
縄。３年前までは高知がずっと最下位でし
た。面積は47都道府県中17番目の大きな県に
も関わらず製造業が低いというのは、付加価
値の低い、利幅の薄い、大量生産には向かな
い土地だということです。平地が沿岸部に集
中し工業用地が取りにくい、四国山地に囲ま
れ山地比率89％、輸送コストがかかる。昔は
土佐を、遠くて狭いと書いた説もあります。
　ただし、私が４年間帝国データバンクにい
ていろんな企業を見てきた経験からいうと、
高知はニッチな領域を極めるニッチトップと
いう製造業者が多い。例えば、日本高度紙・
コンデンサーのセパレーター、世界シェアの
65％。廣瀬製紙・電池のセパレーター、国内
シェア40％、世界シェア20％。太陽・耕耘機
の爪、ミロク製作所・猟銃の最大手。こうし
た付加価値の高いニッチトップが林立してい
るのが、高知県の製造業の誇るべきところで
す。独自の領域を極める、同業者が集まって
群れない、これは土佐人の美徳かなと思いま
す。
　売上高1,000億以上の会社の出現率、全国

は0.10％、高知は0.02％。高知県内１万社の
うち売上高1,000億以上の会社はわずか２社、
旭食品とカメラのキタムラ。卸売業の構成比
は高知が全国でトップ、大阪、東京都と続き
ます。高知県の卸売業の売上高は若干伸びて
１兆円規模に乗りました。この内、40％を超
える分が旭食品です。
　今の高知高専４年生、専門学校１年生、大
学１年生が働き盛りの40歳を迎える2040年の
高知県を考えると、まず人口推移。高知県の
人口のピークは1985年、83万9,784人。2015
年の国勢調査では72万8,276人。2040年、53
万6,000人。高知の場合は人口減少だけでな
く、若年層の流出が多いということがありま
す。2015年の老年人口（65歳以上）は23万
7,000人、生産年齢人口40万人、年少人口８
万3,000人。2040年には老年人口22万人、生
産年齢人口26万3,000人。生産年齢人口と老
年人口が拮抗します。年少人口５万2,000人。
　少子高齢化は日本全国に起きている問題で
す。東京も2026年から減少期に入ります。都
会は一度現象が始まるとかなりのスピードを
上げていき、35年間で225万人、人口が減少
します。日本全体がおばあちゃん天国になる
とどうなるか。輸血用の血液・骨髄ドナー登
録者の不足、空き家の増加、もたない自治体
が多く発生、火葬場の不足、税収不足で社会
インフラの維持に問題が出てくる。こういっ
た問題を解決するために、我々はどういった
ことを考えていかないといけないか。まず、

◇出席率報告

 ● 寺尾正生　令和最初の例会でした。残りの
１月半、よろしくお願い申し上げます。今夜
は麻雀勝ちたいです。
 ● 松本隆之　泉田先生、貴重な卓話ありがと
うございました。野志さん、ご入会歓迎いた
します。
 ● 松野宏司　誕生祝いいただきました。あり
がとうございました。
 ● 髙橋卓弥　妻ともども誕生祝いありがとう
ございました。
 ● 西村美香　誕生日のお祝いありがとうござ
います。40代も半ばになり、より充実した１
年になるよう、頑張りたいと思います。
 ● 岡　　朝男　妻の誕生祝いありがとうござ
います。
 ● 別役重具　結婚記念日、入会記念日祝いの
お礼。結婚・昭和51年５月、入会・昭和61年
５月でした。古くなりました。
 ● 中越貴宣　結婚記念日のお祝いりがとうご
ざいます。15日に15周年を迎えます。
 ● 岡﨑勇樹　家庭記念祝いありがとうござい
ます。

 ● 近森範久　お陰様で、入会４年目となりま
した。今後ともよろしくお願いいたします。
 ● 野志征生　本日より入会させていただきま
す。よろしくお願いいたします。
 ● 柳澤光秋　５月13、14日はガバナー会で神
戸、5月20日、ロータリーの友で東京。今年
のRYLA、余島は欠席します。
 ● 石川　健　毎年恒例のプロ野球観戦ツアー
に４月28・29日に総勢８名で名古屋ドーム、
中日対阪神戦を見てきました。応援する阪神
が４対２で勝ち、大いに盛り上がりました。
第一生命岡崎支社へ転勤している宇津木さん
も来ていただき、夜は居酒屋を予約してもら
い、ミソカツ等、名古屋名物を食べました。
翌日29日は熱田神宮にて参拝し、名古屋名物
のひつまぶしを昼食時、食べました。なかな
かおいしかったです。
 ● 猿田隆夫　石川さん、西内さん、それに退
会された宇津木さんのお世話で、名古屋ドー
ムの阪神・中日戦を観戦しました。席は阪神
ファン限定のビジター席でしたので、あわて
てタイガースのハッピを買って応援しました。
楽しい１日でした。
 ● 西内俊介　４月28、29日と石川桃太郎隊長
を先頭に、猿田猿さん、別役犬さんと私こと
西内きじ君で、名古屋へ行ってきました。野
球もさることながら、松本鬼さんにバカにさ
れた「ひつまぶし」食べてきました。皆さま、
本当にありがとうございました。後は前川さ
んだけですよ。
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 ● 西森やよい　４月24日、奉仕プロジェクト
研究会にはたくさんの方にご参加いただくこ
とができました。ありがとうございました。
 ● 浦田健治　12年前に交換学生で受入、皆さ
んにお世話になったキャスリン・ソロモンさ
んが来週高知に遊びにきます。来週、例会が
なく紹介できず残念です。
 ● 八田聡子　４月17日の週報に、住所変更に
ついてのお知らせが掲載されましたが、事務

所移転による勤務先の住所変更で、自宅の住
所変更ではありません。勤務先の住所変更と
記載がなかったため、紛らわしかったので補
足しておきます。福岡さん、一旦富士産業ビ
ルを出ていくことになりましたが、また戻る
ことになったときには、よろしくお願いしま
す。今まで大変お世話になりました。
 ● 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。

奉仕プロジェクト研究会
2019年４月24日㈬　於：城西館

東ＲＣ麻雀大会
2019年５月８日㈬　於：南・南

優勝：前田さん　　準優勝：松野さん　　３位：内田さん　でした。

　３月30日、モネの庭に咲くチューリップを見に訪れた。
　入口から上がって、モネが描くスイレンが浮かぶ池を廻り、奥にチューリップ畑が広がっ
ている。下の方に降りて行ったところにある花の庭にも咲いていた。
　その日は残
念ながら小雨
が降り、人も
まばらであっ
た。雨の中の
チューリップ
は何かしおれ
てさびしげで
あった。
　チューリッ
プはオランダ
が有名で、は
るばる見に訪
れたことがあ
る。今でも目
に鮮やかに思
い浮かべる。

北川村のモネの庭　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関　淑公
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本日　５月22日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「私の履歴書」

後藤　典行 会員

次週　５月29日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「青少年奉仕委員会よりの報告」

青少年奉仕委員会 委員長 西内　俊介 会員

第2420回　例会報告／平成31年５月８日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんにちは。
今日は、令和に入って初
めての例会です。皆さん、
連休の間に令和時代を体
験されたことと思います。
　私もテレビでずっと令

和に関するニュースを見ていました。つまら
ないことかもしれませんが、私が一番印象に
残ったのは、街頭インタビューで若い家族連
れが「平成の天皇陛下を見たことがなかった
ので、最後だと思い見にきました。何気なく
きたのですが、陛下のお姿を見ていると、な
ぜか分からないけど涙が溢れてきました」と
話していました。日本人としてどうあるべき
かいうことを若い人も考えているんだなと感
じて、その若い家族が羨ましいと同時に良
かったと思いました。
　また、一般参賀のとき、数日前まで皇太子
殿下だった方が、今上天皇としてお言葉を述
べて、手を振っておられました。天皇陛下そ
のものの風格が感じられて、日本人というの
はすごいなと、改めて思ったこの10日間でし
た。東ＲＣも７月からは、新たに前川会長の
年度が始まります。令和の時代も東ＲＣがま
すます栄えていくことを祈念します。

◇来訪ロータリアン
　高知ＲＣ　　森本征彦氏
◇５月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　髙橋　卓弥　　沖　　卓史　　松野　宏司
　西村　美香
 ● 配偶者誕生日
　岡　　倫子　　髙橋　和加
 ● 家庭記念日
　別役　重具　　岡﨑　勇樹　　山村　一正
　中越　貴宣　　鬼田　知明
 ● 入会記念日
　沖　　卓史　　近森　範久　　別役　重具
◇新入会員紹介
　　　　　　・氏　　名　野志　征生
　　　　　　・生年月日
　　　　　　・職　　業　大和ハウス工業㈱
　　　　　　　　　　　　高知支店長
　　　　　　・配　偶　者　久美
・趣味
・専任アドバイザー　浦田健治会員
・野志征生氏挨拶
　昨年の10月、天野の後任で高知に赴任しま
した。生まれは大阪ですが、入社してから転
勤を繰り返し、高知が６ヵ所目の勤務地です。
ロータリー歴はありますが、ところによって
若干違いがあり、皆さんにいろいろ教えてい
ただきながら活動していきたいと思います。
よろしくお願いします。

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

1,235,110円

51,150円

1,286,260円

21,038円

0円

21,038円

1,256,148円

51,150円

1,307,298円

チビニコ 合　計

５月８日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
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
６月５日㈬　定例理事会
６月12日㈬　委員会活動実績報告
６月19日㈬　委員会活動実績報告
　　　　　　次年度理事会
６月26日㈬　最終夜間例会
　　　　　　（ザ クラウンパレス）

■例会変更のお知らせ
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
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　６月11日㈫　6/9 職場例会に振替
高知南ＲＣ　　６月13日㈭　6/10 日時計例会に振替
高知北ＲＣ　　６月17日㈪　年度末夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　６月18日㈫　最終夜間例会
高知中央ＲＣ　６月20日㈭　お別れ夜間例会
高知西ＲＣ　　６月21日㈮　最終夜間例会
高知北ＲＣ　　６月24日㈪　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　６月25日㈫　あじさい夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　６月25日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　６月27日㈭　最終夜間例会
高知中央ＲＣ　６月27日㈭　ロータリー休日

◇親睦委員会より
　本日、麻雀大会を南・南で開催します。突
然参加はオーケーですので、ぜひご参加くだ
さい。

◇幹　事　報　告
・来週はロータリー休日、22日はクラブ協議
会です。
・本日例会終了後、理事会を行います。
・５月のロータリーレートは１ドル112円です。

外国人参画社会なども視野に入れないといけ
ません。これに対して、高知県は、まだ前向
きになるかどうかスタンスさえ決めていない
状況です。東京や大阪はかなり外国人参画社
会になってきましたが、我々ももっと早く取
り組まないといけないのではないでしょうか。
　高知県の第１位をみると、森林率、地元な
らではのおいしい食べ物、喫茶店の数、病院
数・看護師数（医療体制が整っている）、女
性の就業者率、男性から見た夫婦の幸福度ラ
ンキング。反面、大企業の出現率が少ない。
若者の流出が止まらない、雇用の受け皿を用
意しないといけない、そして、情報の発信力
が弱い。とてもいい情報が県外に届いていな

い。これを強めていくこと。そして、大量生
産で勝ち目がなければ、既にある強みを伸ば
せばいいんです。今、農業分野で六次産業化
への取り組みや、メーカーを呼ぶことが無理
ならば、労働集約型産業で雇用の受け皿をつ
くるという動きが、高知県にも出てきていま
す。ヤフー、オルトプラス、シフトプラス、
いろんなＩＴ産業の会社がきました。たくさ
んの人手を要する産業の誘致に力を入れてい
くのも、いい方向性ではないかと思います。
　課題は、雇用の受け皿と情報の発信力。
我々大人が次の時代のために、こういったこ
とに力を入れていこうではありませんか。

「高知の未来づくり方法論」

◇ゲストスピーチ 学校法人龍馬学園常務理事就職キャリア支援センター長  泉田　　優 氏

　全国の基幹産業は製造業で27.3％を占めて
います。卸売業24.3％、サービス業20.5％、
小売業10.0％。高知県の基幹産業は、数字の
上だけでとらえると卸売業28.8％、製造業は
わずか12.5％。製造業の小さいのは高知の特
色で、売上は5,678億円（経産省・経済セン
サス平成29年度版）、日本の製造業総売上高
の0.2％。47都道府県中46番目、最下位は沖
縄。３年前までは高知がずっと最下位でし
た。面積は47都道府県中17番目の大きな県に
も関わらず製造業が低いというのは、付加価
値の低い、利幅の薄い、大量生産には向かな
い土地だということです。平地が沿岸部に集
中し工業用地が取りにくい、四国山地に囲ま
れ山地比率89％、輸送コストがかかる。昔は
土佐を、遠くて狭いと書いた説もあります。
　ただし、私が４年間帝国データバンクにい
ていろんな企業を見てきた経験からいうと、
高知はニッチな領域を極めるニッチトップと
いう製造業者が多い。例えば、日本高度紙・
コンデンサーのセパレーター、世界シェアの
65％。廣瀬製紙・電池のセパレーター、国内
シェア40％、世界シェア20％。太陽・耕耘機
の爪、ミロク製作所・猟銃の最大手。こうし
た付加価値の高いニッチトップが林立してい
るのが、高知県の製造業の誇るべきところで
す。独自の領域を極める、同業者が集まって
群れない、これは土佐人の美徳かなと思いま
す。
　売上高1,000億以上の会社の出現率、全国

は0.10％、高知は0.02％。高知県内１万社の
うち売上高1,000億以上の会社はわずか２社、
旭食品とカメラのキタムラ。卸売業の構成比
は高知が全国でトップ、大阪、東京都と続き
ます。高知県の卸売業の売上高は若干伸びて
１兆円規模に乗りました。この内、40％を超
える分が旭食品です。
　今の高知高専４年生、専門学校１年生、大
学１年生が働き盛りの40歳を迎える2040年の
高知県を考えると、まず人口推移。高知県の
人口のピークは1985年、83万9,784人。2015
年の国勢調査では72万8,276人。2040年、53
万6,000人。高知の場合は人口減少だけでな
く、若年層の流出が多いということがありま
す。2015年の老年人口（65歳以上）は23万
7,000人、生産年齢人口40万人、年少人口８
万3,000人。2040年には老年人口22万人、生
産年齢人口26万3,000人。生産年齢人口と老
年人口が拮抗します。年少人口５万2,000人。
　少子高齢化は日本全国に起きている問題で
す。東京も2026年から減少期に入ります。都
会は一度現象が始まるとかなりのスピードを
上げていき、35年間で225万人、人口が減少
します。日本全体がおばあちゃん天国になる
とどうなるか。輸血用の血液・骨髄ドナー登
録者の不足、空き家の増加、もたない自治体
が多く発生、火葬場の不足、税収不足で社会
インフラの維持に問題が出てくる。こういっ
た問題を解決するために、我々はどういった
ことを考えていかないといけないか。まず、

◇出席率報告

 ● 寺尾正生　令和最初の例会でした。残りの
１月半、よろしくお願い申し上げます。今夜
は麻雀勝ちたいです。
 ● 松本隆之　泉田先生、貴重な卓話ありがと
うございました。野志さん、ご入会歓迎いた
します。
 ● 松野宏司　誕生祝いいただきました。あり
がとうございました。
 ● 髙橋卓弥　妻ともども誕生祝いありがとう
ございました。
 ● 西村美香　誕生日のお祝いありがとうござ
います。40代も半ばになり、より充実した１
年になるよう、頑張りたいと思います。
 ● 岡　　朝男　妻の誕生祝いありがとうござ
います。
 ● 別役重具　結婚記念日、入会記念日祝いの
お礼。結婚・昭和51年５月、入会・昭和61年
５月でした。古くなりました。
 ● 中越貴宣　結婚記念日のお祝いりがとうご
ざいます。15日に15周年を迎えます。
 ● 岡﨑勇樹　家庭記念祝いありがとうござい
ます。

 ● 近森範久　お陰様で、入会４年目となりま
した。今後ともよろしくお願いいたします。
 ● 野志征生　本日より入会させていただきま
す。よろしくお願いいたします。
 ● 柳澤光秋　５月13、14日はガバナー会で神
戸、5月20日、ロータリーの友で東京。今年
のRYLA、余島は欠席します。
 ● 石川　健　毎年恒例のプロ野球観戦ツアー
に４月28・29日に総勢８名で名古屋ドーム、
中日対阪神戦を見てきました。応援する阪神
が４対２で勝ち、大いに盛り上がりました。
第一生命岡崎支社へ転勤している宇津木さん
も来ていただき、夜は居酒屋を予約してもら
い、ミソカツ等、名古屋名物を食べました。
翌日29日は熱田神宮にて参拝し、名古屋名物
のひつまぶしを昼食時、食べました。なかな
かおいしかったです。
 ● 猿田隆夫　石川さん、西内さん、それに退
会された宇津木さんのお世話で、名古屋ドー
ムの阪神・中日戦を観戦しました。席は阪神
ファン限定のビジター席でしたので、あわて
てタイガースのハッピを買って応援しました。
楽しい１日でした。
 ● 西内俊介　４月28、29日と石川桃太郎隊長
を先頭に、猿田猿さん、別役犬さんと私こと
西内きじ君で、名古屋へ行ってきました。野
球もさることながら、松本鬼さんにバカにさ
れた「ひつまぶし」食べてきました。皆さま、
本当にありがとうございました。後は前川さ
んだけですよ。
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 ● 西森やよい　４月24日、奉仕プロジェクト
研究会にはたくさんの方にご参加いただくこ
とができました。ありがとうございました。
 ● 浦田健治　12年前に交換学生で受入、皆さ
んにお世話になったキャスリン・ソロモンさ
んが来週高知に遊びにきます。来週、例会が
なく紹介できず残念です。
 ● 八田聡子　４月17日の週報に、住所変更に
ついてのお知らせが掲載されましたが、事務

所移転による勤務先の住所変更で、自宅の住
所変更ではありません。勤務先の住所変更と
記載がなかったため、紛らわしかったので補
足しておきます。福岡さん、一旦富士産業ビ
ルを出ていくことになりましたが、また戻る
ことになったときには、よろしくお願いしま
す。今まで大変お世話になりました。
 ● 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。

奉仕プロジェクト研究会
2019年４月24日㈬　於：城西館

東ＲＣ麻雀大会
2019年５月８日㈬　於：南・南

優勝：前田さん　　準優勝：松野さん　　３位：内田さん　でした。

　３月30日、モネの庭に咲くチューリップを見に訪れた。
　入口から上がって、モネが描くスイレンが浮かぶ池を廻り、奥にチューリップ畑が広がっ
ている。下の方に降りて行ったところにある花の庭にも咲いていた。
　その日は残
念ながら小雨
が降り、人も
まばらであっ
た。雨の中の
チューリップ
は何かしおれ
てさびしげで
あった。
　チューリッ
プはオランダ
が有名で、は
るばる見に訪
れたことがあ
る。今でも目
に鮮やかに思
い浮かべる。

北川村のモネの庭　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関　淑公
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本日　５月22日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「私の履歴書」

後藤　典行 会員

次週　５月29日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「青少年奉仕委員会よりの報告」

青少年奉仕委員会 委員長 西内　俊介 会員

第2420回　例会報告／平成31年５月８日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんにちは。
今日は、令和に入って初
めての例会です。皆さん、
連休の間に令和時代を体
験されたことと思います。
　私もテレビでずっと令

和に関するニュースを見ていました。つまら
ないことかもしれませんが、私が一番印象に
残ったのは、街頭インタビューで若い家族連
れが「平成の天皇陛下を見たことがなかった
ので、最後だと思い見にきました。何気なく
きたのですが、陛下のお姿を見ていると、な
ぜか分からないけど涙が溢れてきました」と
話していました。日本人としてどうあるべき
かいうことを若い人も考えているんだなと感
じて、その若い家族が羨ましいと同時に良
かったと思いました。
　また、一般参賀のとき、数日前まで皇太子
殿下だった方が、今上天皇としてお言葉を述
べて、手を振っておられました。天皇陛下そ
のものの風格が感じられて、日本人というの
はすごいなと、改めて思ったこの10日間でし
た。東ＲＣも７月からは、新たに前川会長の
年度が始まります。令和の時代も東ＲＣがま
すます栄えていくことを祈念します。

◇来訪ロータリアン
　高知ＲＣ　　森本征彦氏
◇５月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　髙橋　卓弥　　沖　　卓史　　松野　宏司
　西村　美香
 ● 配偶者誕生日
　岡　　倫子　　髙橋　和加
 ● 家庭記念日
　別役　重具　　岡﨑　勇樹　　山村　一正
　中越　貴宣　　鬼田　知明
 ● 入会記念日
　沖　　卓史　　近森　範久　　別役　重具
◇新入会員紹介
　　　　　　・氏　　名　野志　征生
　　　　　　・生年月日
　　　　　　・職　　業　大和ハウス工業㈱
　　　　　　　　　　　　高知支店長
　　　　　　・配　偶　者　久美
・趣味
・専任アドバイザー　浦田健治会員
・野志征生氏挨拶
　昨年の10月、天野の後任で高知に赴任しま
した。生まれは大阪ですが、入社してから転
勤を繰り返し、高知が６ヵ所目の勤務地です。
ロータリー歴はありますが、ところによって
若干違いがあり、皆さんにいろいろ教えてい
ただきながら活動していきたいと思います。
よろしくお願いします。

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

1,235,110円

51,150円

1,286,260円

21,038円

0円

21,038円

1,256,148円

51,150円

1,307,298円

チビニコ 合　計

５月８日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
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
６月５日㈬　定例理事会
６月12日㈬　委員会活動実績報告
６月19日㈬　委員会活動実績報告
　　　　　　次年度理事会
６月26日㈬　最終夜間例会
　　　　　　（ザ クラウンパレス）

■例会変更のお知らせ
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
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　６月11日㈫　6/9 職場例会に振替
高知南ＲＣ　　６月13日㈭　6/10 日時計例会に振替
高知北ＲＣ　　６月17日㈪　年度末夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　６月18日㈫　最終夜間例会
高知中央ＲＣ　６月20日㈭　お別れ夜間例会
高知西ＲＣ　　６月21日㈮　最終夜間例会
高知北ＲＣ　　６月24日㈪　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　６月25日㈫　あじさい夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　６月25日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　６月27日㈭　最終夜間例会
高知中央ＲＣ　６月27日㈭　ロータリー休日

◇親睦委員会より
　本日、麻雀大会を南・南で開催します。突
然参加はオーケーですので、ぜひご参加くだ
さい。

◇幹　事　報　告
・来週はロータリー休日、22日はクラブ協議
会です。
・本日例会終了後、理事会を行います。
・５月のロータリーレートは１ドル112円です。

外国人参画社会なども視野に入れないといけ
ません。これに対して、高知県は、まだ前向
きになるかどうかスタンスさえ決めていない
状況です。東京や大阪はかなり外国人参画社
会になってきましたが、我々ももっと早く取
り組まないといけないのではないでしょうか。
　高知県の第１位をみると、森林率、地元な
らではのおいしい食べ物、喫茶店の数、病院
数・看護師数（医療体制が整っている）、女
性の就業者率、男性から見た夫婦の幸福度ラ
ンキング。反面、大企業の出現率が少ない。
若者の流出が止まらない、雇用の受け皿を用
意しないといけない、そして、情報の発信力
が弱い。とてもいい情報が県外に届いていな

い。これを強めていくこと。そして、大量生
産で勝ち目がなければ、既にある強みを伸ば
せばいいんです。今、農業分野で六次産業化
への取り組みや、メーカーを呼ぶことが無理
ならば、労働集約型産業で雇用の受け皿をつ
くるという動きが、高知県にも出てきていま
す。ヤフー、オルトプラス、シフトプラス、
いろんなＩＴ産業の会社がきました。たくさ
んの人手を要する産業の誘致に力を入れてい
くのも、いい方向性ではないかと思います。
　課題は、雇用の受け皿と情報の発信力。
我々大人が次の時代のために、こういったこ
とに力を入れていこうではありませんか。

「高知の未来づくり方法論」

◇ゲストスピーチ 学校法人龍馬学園常務理事就職キャリア支援センター長  泉田　　優 氏

　全国の基幹産業は製造業で27.3％を占めて
います。卸売業24.3％、サービス業20.5％、
小売業10.0％。高知県の基幹産業は、数字の
上だけでとらえると卸売業28.8％、製造業は
わずか12.5％。製造業の小さいのは高知の特
色で、売上は5,678億円（経産省・経済セン
サス平成29年度版）、日本の製造業総売上高
の0.2％。47都道府県中46番目、最下位は沖
縄。３年前までは高知がずっと最下位でし
た。面積は47都道府県中17番目の大きな県に
も関わらず製造業が低いというのは、付加価
値の低い、利幅の薄い、大量生産には向かな
い土地だということです。平地が沿岸部に集
中し工業用地が取りにくい、四国山地に囲ま
れ山地比率89％、輸送コストがかかる。昔は
土佐を、遠くて狭いと書いた説もあります。
　ただし、私が４年間帝国データバンクにい
ていろんな企業を見てきた経験からいうと、
高知はニッチな領域を極めるニッチトップと
いう製造業者が多い。例えば、日本高度紙・
コンデンサーのセパレーター、世界シェアの
65％。廣瀬製紙・電池のセパレーター、国内
シェア40％、世界シェア20％。太陽・耕耘機
の爪、ミロク製作所・猟銃の最大手。こうし
た付加価値の高いニッチトップが林立してい
るのが、高知県の製造業の誇るべきところで
す。独自の領域を極める、同業者が集まって
群れない、これは土佐人の美徳かなと思いま
す。
　売上高1,000億以上の会社の出現率、全国

は0.10％、高知は0.02％。高知県内１万社の
うち売上高1,000億以上の会社はわずか２社、
旭食品とカメラのキタムラ。卸売業の構成比
は高知が全国でトップ、大阪、東京都と続き
ます。高知県の卸売業の売上高は若干伸びて
１兆円規模に乗りました。この内、40％を超
える分が旭食品です。
　今の高知高専４年生、専門学校１年生、大
学１年生が働き盛りの40歳を迎える2040年の
高知県を考えると、まず人口推移。高知県の
人口のピークは1985年、83万9,784人。2015
年の国勢調査では72万8,276人。2040年、53
万6,000人。高知の場合は人口減少だけでな
く、若年層の流出が多いということがありま
す。2015年の老年人口（65歳以上）は23万
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産年齢人口26万3,000人。生産年齢人口と老
年人口が拮抗します。年少人口５万2,000人。
　少子高齢化は日本全国に起きている問題で
す。東京も2026年から減少期に入ります。都
会は一度現象が始まるとかなりのスピードを
上げていき、35年間で225万人、人口が減少
します。日本全体がおばあちゃん天国になる
とどうなるか。輸血用の血液・骨髄ドナー登
録者の不足、空き家の増加、もたない自治体
が多く発生、火葬場の不足、税収不足で社会
インフラの維持に問題が出てくる。こういっ
た問題を解決するために、我々はどういった
ことを考えていかないといけないか。まず、
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した。今後ともよろしくお願いいたします。
 ● 野志征生　本日より入会させていただきま
す。よろしくお願いいたします。
 ● 柳澤光秋　５月13、14日はガバナー会で神
戸、5月20日、ロータリーの友で東京。今年
のRYLA、余島は欠席します。
 ● 石川　健　毎年恒例のプロ野球観戦ツアー
に４月28・29日に総勢８名で名古屋ドーム、
中日対阪神戦を見てきました。応援する阪神
が４対２で勝ち、大いに盛り上がりました。
第一生命岡崎支社へ転勤している宇津木さん
も来ていただき、夜は居酒屋を予約してもら
い、ミソカツ等、名古屋名物を食べました。
翌日29日は熱田神宮にて参拝し、名古屋名物
のひつまぶしを昼食時、食べました。なかな
かおいしかったです。
 ● 猿田隆夫　石川さん、西内さん、それに退
会された宇津木さんのお世話で、名古屋ドー
ムの阪神・中日戦を観戦しました。席は阪神
ファン限定のビジター席でしたので、あわて
てタイガースのハッピを買って応援しました。
楽しい１日でした。
 ● 西内俊介　４月28、29日と石川桃太郎隊長
を先頭に、猿田猿さん、別役犬さんと私こと
西内きじ君で、名古屋へ行ってきました。野
球もさることながら、松本鬼さんにバカにさ
れた「ひつまぶし」食べてきました。皆さま、
本当にありがとうございました。後は前川さ
んだけですよ。
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 ● 西森やよい　４月24日、奉仕プロジェクト
研究会にはたくさんの方にご参加いただくこ
とができました。ありがとうございました。
 ● 浦田健治　12年前に交換学生で受入、皆さ
んにお世話になったキャスリン・ソロモンさ
んが来週高知に遊びにきます。来週、例会が
なく紹介できず残念です。
 ● 八田聡子　４月17日の週報に、住所変更に
ついてのお知らせが掲載されましたが、事務

所移転による勤務先の住所変更で、自宅の住
所変更ではありません。勤務先の住所変更と
記載がなかったため、紛らわしかったので補
足しておきます。福岡さん、一旦富士産業ビ
ルを出ていくことになりましたが、また戻る
ことになったときには、よろしくお願いしま
す。今まで大変お世話になりました。
 ● 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。

奉仕プロジェクト研究会
2019年４月24日㈬　於：城西館

東ＲＣ麻雀大会
2019年５月８日㈬　於：南・南

優勝：前田さん　　準優勝：松野さん　　３位：内田さん　でした。

　３月30日、モネの庭に咲くチューリップを見に訪れた。
　入口から上がって、モネが描くスイレンが浮かぶ池を廻り、奥にチューリップ畑が広がっ
ている。下の方に降りて行ったところにある花の庭にも咲いていた。
　その日は残
念ながら小雨
が降り、人も
まばらであっ
た。雨の中の
チューリップ
は何かしおれ
てさびしげで
あった。
　チューリッ
プはオランダ
が有名で、は
るばる見に訪
れたことがあ
る。今でも目
に鮮やかに思
い浮かべる。

北川村のモネの庭　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関　淑公



高知東ロータリークラブ週報
第2374号

050月22日.2019

本日　５月22日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「私の履歴書」

後藤　典行 会員

次週　５月29日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「青少年奉仕委員会よりの報告」

青少年奉仕委員会 委員長 西内　俊介 会員

第2420回　例会報告／平成31年５月８日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんにちは。
今日は、令和に入って初
めての例会です。皆さん、
連休の間に令和時代を体
験されたことと思います。
　私もテレビでずっと令

和に関するニュースを見ていました。つまら
ないことかもしれませんが、私が一番印象に
残ったのは、街頭インタビューで若い家族連
れが「平成の天皇陛下を見たことがなかった
ので、最後だと思い見にきました。何気なく
きたのですが、陛下のお姿を見ていると、な
ぜか分からないけど涙が溢れてきました」と
話していました。日本人としてどうあるべき
かいうことを若い人も考えているんだなと感
じて、その若い家族が羨ましいと同時に良
かったと思いました。
　また、一般参賀のとき、数日前まで皇太子
殿下だった方が、今上天皇としてお言葉を述
べて、手を振っておられました。天皇陛下そ
のものの風格が感じられて、日本人というの
はすごいなと、改めて思ったこの10日間でし
た。東ＲＣも７月からは、新たに前川会長の
年度が始まります。令和の時代も東ＲＣがま
すます栄えていくことを祈念します。

◇来訪ロータリアン
　高知ＲＣ　　森本征彦氏
◇５月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　髙橋　卓弥　　沖　　卓史　　松野　宏司
　西村　美香
 ● 配偶者誕生日
　岡　　倫子　　髙橋　和加
 ● 家庭記念日
　別役　重具　　岡﨑　勇樹　　山村　一正
　中越　貴宣　　鬼田　知明
 ● 入会記念日
　沖　　卓史　　近森　範久　　別役　重具
◇新入会員紹介
　　　　　　・氏　　名　野志　征生
　　　　　　・生年月日
　　　　　　・職　　業　大和ハウス工業㈱
　　　　　　　　　　　　高知支店長
　　　　　　・配　偶　者　久美
・趣味
・専任アドバイザー　浦田健治会員
・野志征生氏挨拶
　昨年の10月、天野の後任で高知に赴任しま
した。生まれは大阪ですが、入社してから転
勤を繰り返し、高知が６ヵ所目の勤務地です。
ロータリー歴はありますが、ところによって
若干違いがあり、皆さんにいろいろ教えてい
ただきながら活動していきたいと思います。
よろしくお願いします。

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
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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

５月８日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
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
６月５日㈬　定例理事会
６月12日㈬　委員会活動実績報告
６月19日㈬　委員会活動実績報告
　　　　　　次年度理事会
６月26日㈬　最終夜間例会
　　　　　　（ザ クラウンパレス）

■例会変更のお知らせ
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
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　６月11日㈫　6/9 職場例会に振替
高知南ＲＣ　　６月13日㈭　6/10 日時計例会に振替
高知北ＲＣ　　６月17日㈪　年度末夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　６月18日㈫　最終夜間例会
高知中央ＲＣ　６月20日㈭　お別れ夜間例会
高知西ＲＣ　　６月21日㈮　最終夜間例会
高知北ＲＣ　　６月24日㈪　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　６月25日㈫　あじさい夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　６月25日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　６月27日㈭　最終夜間例会
高知中央ＲＣ　６月27日㈭　ロータリー休日

◇親睦委員会より
　本日、麻雀大会を南・南で開催します。突
然参加はオーケーですので、ぜひご参加くだ
さい。

◇幹　事　報　告
・来週はロータリー休日、22日はクラブ協議
会です。
・本日例会終了後、理事会を行います。
・５月のロータリーレートは１ドル112円です。

外国人参画社会なども視野に入れないといけ
ません。これに対して、高知県は、まだ前向
きになるかどうかスタンスさえ決めていない
状況です。東京や大阪はかなり外国人参画社
会になってきましたが、我々ももっと早く取
り組まないといけないのではないでしょうか。
　高知県の第１位をみると、森林率、地元な
らではのおいしい食べ物、喫茶店の数、病院
数・看護師数（医療体制が整っている）、女
性の就業者率、男性から見た夫婦の幸福度ラ
ンキング。反面、大企業の出現率が少ない。
若者の流出が止まらない、雇用の受け皿を用
意しないといけない、そして、情報の発信力
が弱い。とてもいい情報が県外に届いていな

い。これを強めていくこと。そして、大量生
産で勝ち目がなければ、既にある強みを伸ば
せばいいんです。今、農業分野で六次産業化
への取り組みや、メーカーを呼ぶことが無理
ならば、労働集約型産業で雇用の受け皿をつ
くるという動きが、高知県にも出てきていま
す。ヤフー、オルトプラス、シフトプラス、
いろんなＩＴ産業の会社がきました。たくさ
んの人手を要する産業の誘致に力を入れてい
くのも、いい方向性ではないかと思います。
　課題は、雇用の受け皿と情報の発信力。
我々大人が次の時代のために、こういったこ
とに力を入れていこうではありませんか。

「高知の未来づくり方法論」

◇ゲストスピーチ 学校法人龍馬学園常務理事就職キャリア支援センター長  泉田　　優 氏

　全国の基幹産業は製造業で27.3％を占めて
います。卸売業24.3％、サービス業20.5％、
小売業10.0％。高知県の基幹産業は、数字の
上だけでとらえると卸売業28.8％、製造業は
わずか12.5％。製造業の小さいのは高知の特
色で、売上は5,678億円（経産省・経済セン
サス平成29年度版）、日本の製造業総売上高
の0.2％。47都道府県中46番目、最下位は沖
縄。３年前までは高知がずっと最下位でし
た。面積は47都道府県中17番目の大きな県に
も関わらず製造業が低いというのは、付加価
値の低い、利幅の薄い、大量生産には向かな
い土地だということです。平地が沿岸部に集
中し工業用地が取りにくい、四国山地に囲ま
れ山地比率89％、輸送コストがかかる。昔は
土佐を、遠くて狭いと書いた説もあります。
　ただし、私が４年間帝国データバンクにい
ていろんな企業を見てきた経験からいうと、
高知はニッチな領域を極めるニッチトップと
いう製造業者が多い。例えば、日本高度紙・
コンデンサーのセパレーター、世界シェアの
65％。廣瀬製紙・電池のセパレーター、国内
シェア40％、世界シェア20％。太陽・耕耘機
の爪、ミロク製作所・猟銃の最大手。こうし
た付加価値の高いニッチトップが林立してい
るのが、高知県の製造業の誇るべきところで
す。独自の領域を極める、同業者が集まって
群れない、これは土佐人の美徳かなと思いま
す。
　売上高1,000億以上の会社の出現率、全国

は0.10％、高知は0.02％。高知県内１万社の
うち売上高1,000億以上の会社はわずか２社、
旭食品とカメラのキタムラ。卸売業の構成比
は高知が全国でトップ、大阪、東京都と続き
ます。高知県の卸売業の売上高は若干伸びて
１兆円規模に乗りました。この内、40％を超
える分が旭食品です。
　今の高知高専４年生、専門学校１年生、大
学１年生が働き盛りの40歳を迎える2040年の
高知県を考えると、まず人口推移。高知県の
人口のピークは1985年、83万9,784人。2015
年の国勢調査では72万8,276人。2040年、53
万6,000人。高知の場合は人口減少だけでな
く、若年層の流出が多いということがありま
す。2015年の老年人口（65歳以上）は23万
7,000人、生産年齢人口40万人、年少人口８
万3,000人。2040年には老年人口22万人、生
産年齢人口26万3,000人。生産年齢人口と老
年人口が拮抗します。年少人口５万2,000人。
　少子高齢化は日本全国に起きている問題で
す。東京も2026年から減少期に入ります。都
会は一度現象が始まるとかなりのスピードを
上げていき、35年間で225万人、人口が減少
します。日本全体がおばあちゃん天国になる
とどうなるか。輸血用の血液・骨髄ドナー登
録者の不足、空き家の増加、もたない自治体
が多く発生、火葬場の不足、税収不足で社会
インフラの維持に問題が出てくる。こういっ
た問題を解決するために、我々はどういった
ことを考えていかないといけないか。まず、

◇出席率報告

 ● 寺尾正生　令和最初の例会でした。残りの
１月半、よろしくお願い申し上げます。今夜
は麻雀勝ちたいです。
 ● 松本隆之　泉田先生、貴重な卓話ありがと
うございました。野志さん、ご入会歓迎いた
します。
 ● 松野宏司　誕生祝いいただきました。あり
がとうございました。
 ● 髙橋卓弥　妻ともども誕生祝いありがとう
ございました。
 ● 西村美香　誕生日のお祝いありがとうござ
います。40代も半ばになり、より充実した１
年になるよう、頑張りたいと思います。
 ● 岡　　朝男　妻の誕生祝いありがとうござ
います。
 ● 別役重具　結婚記念日、入会記念日祝いの
お礼。結婚・昭和51年５月、入会・昭和61年
５月でした。古くなりました。
 ● 中越貴宣　結婚記念日のお祝いりがとうご
ざいます。15日に15周年を迎えます。
 ● 岡﨑勇樹　家庭記念祝いありがとうござい
ます。
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 ● 野志征生　本日より入会させていただきま
す。よろしくお願いいたします。
 ● 柳澤光秋　５月13、14日はガバナー会で神
戸、5月20日、ロータリーの友で東京。今年
のRYLA、余島は欠席します。
 ● 石川　健　毎年恒例のプロ野球観戦ツアー
に４月28・29日に総勢８名で名古屋ドーム、
中日対阪神戦を見てきました。応援する阪神
が４対２で勝ち、大いに盛り上がりました。
第一生命岡崎支社へ転勤している宇津木さん
も来ていただき、夜は居酒屋を予約してもら
い、ミソカツ等、名古屋名物を食べました。
翌日29日は熱田神宮にて参拝し、名古屋名物
のひつまぶしを昼食時、食べました。なかな
かおいしかったです。
 ● 猿田隆夫　石川さん、西内さん、それに退
会された宇津木さんのお世話で、名古屋ドー
ムの阪神・中日戦を観戦しました。席は阪神
ファン限定のビジター席でしたので、あわて
てタイガースのハッピを買って応援しました。
楽しい１日でした。
 ● 西内俊介　４月28、29日と石川桃太郎隊長
を先頭に、猿田猿さん、別役犬さんと私こと
西内きじ君で、名古屋へ行ってきました。野
球もさることながら、松本鬼さんにバカにさ
れた「ひつまぶし」食べてきました。皆さま、
本当にありがとうございました。後は前川さ
んだけですよ。
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 ● 西森やよい　４月24日、奉仕プロジェクト
研究会にはたくさんの方にご参加いただくこ
とができました。ありがとうございました。
 ● 浦田健治　12年前に交換学生で受入、皆さ
んにお世話になったキャスリン・ソロモンさ
んが来週高知に遊びにきます。来週、例会が
なく紹介できず残念です。
 ● 八田聡子　４月17日の週報に、住所変更に
ついてのお知らせが掲載されましたが、事務

所移転による勤務先の住所変更で、自宅の住
所変更ではありません。勤務先の住所変更と
記載がなかったため、紛らわしかったので補
足しておきます。福岡さん、一旦富士産業ビ
ルを出ていくことになりましたが、また戻る
ことになったときには、よろしくお願いしま
す。今まで大変お世話になりました。
 ● 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。

奉仕プロジェクト研究会
2019年４月24日㈬　於：城西館

東ＲＣ麻雀大会
2019年５月８日㈬　於：南・南

優勝：前田さん　　準優勝：松野さん　　３位：内田さん　でした。

　３月30日、モネの庭に咲くチューリップを見に訪れた。
　入口から上がって、モネが描くスイレンが浮かぶ池を廻り、奥にチューリップ畑が広がっ
ている。下の方に降りて行ったところにある花の庭にも咲いていた。
　その日は残
念ながら小雨
が降り、人も
まばらであっ
た。雨の中の
チューリップ
は何かしおれ
てさびしげで
あった。
　チューリッ
プはオランダ
が有名で、は
るばる見に訪
れたことがあ
る。今でも目
に鮮やかに思
い浮かべる。

北川村のモネの庭　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関　淑公


