
ます。バスと宿泊予約の関係で、23日の金曜
日までに、参加申し込みをお願いします。
◇幹　事　報　告
・本日例会終了後、クラブ協議会を行います。

委員長さんは出席をお願いします。
・来週は時間変更例会ですが、６時から役員

会を行います。
・市内クラブの事務局が、現在の高知新聞放

送会館１階から同会館の６階に移転します。
そのため、９月13日から電話、ＦＡＸが引

　っ越し期間中、使用できませんのでご注意
ください。

◇来訪ロータリアン及びお客さま
　高知第Ⅱ分区ガバナー補佐
　　寺尾晴邦氏（高知ロイヤルＲＣ）
　随行員
　　小川龍明氏、浜口ミサ氏
　　　（高知ロイヤルＲＣ）　　
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN氏
◇親睦委員会より
　本日６時半より、東酔会をリゾートダイニ
ングスルラクセで行います。
◇副幹事より
　11月23日、24日と徳島で地区大会が開かれ
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本日　８月28日㈬ 18：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　時　　間　　変　　更　　例　　会

次週　９月４日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　ガ　バ　ナ　ー　公　式　訪　問

第2433回　例会報告／令和元年８月21日　天候　曇

◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
先週はお盆休みでしたが、
超大型の台風で、楽しみ
にしていた予定が変更に
なった方もいらっしゃる
と思います。高知は大き

な被害もなく本当によかったです。ただ、今
朝のニュースでまた台風の卵が発生したと聞
いてどきどきしています。
　さて、17日㈯、徳島にて会員増強と研修リ
ーダーの地区セミナーが開催され、委員長の
福岡さんと一緒に、ミニ旅行の気分で参加し
てきました。
　会員増強セミナーでは、岡山南ＲＣ2690地
区パストガバナー・佐藤芳郎さんの講演があ
り、第一声が「楽しんでますか？」というか
け声で、次に質問「ロータリーを楽しんでま
すか？」「ロータリーは好きですか？」要す
るに、自分がロータリーを好きで、楽しみ強
うしていれば、友達を誘える、声がかけれる。
さらに、「クラブは多様化する世の中の変化
に適応し、変化させていけばよい。会員増強
は一人一人が行動を起こすことが大事だが、
クラブで連携し、情報を共有しながら進めて
いくとよい」等々、ためになるお話ばかりで
した。
　午後からは、高崎ＲＣ第2840地区パストガ

バナー・田中久夫さんです。会長年度に51人、
ガバナー年度には50人、合計101人の仲間を
増やし、今までに退会はわずか３名という伝
説の方です。２年前に続き、今月の「ロータ
リーの友」の14、15ページに「高崎ＲＣの今」
と題して、紹介されていますのでぜひご覧く
ださい。
　田中さんは、これまで多くの方にお誘いに
行ったけれど、決して入会してほしいとはい
わず、ロータリーの良さや貢献していること
をしっかり説明して、「こんな素晴らしいク
ラブに相応しい人を、誰か推薦してもらえま
せんか」というと、「私では駄目ですか？」
と、結局、お願いに言ったのが入会したとい
ったこともあったそうです。
　その他、京都ＲＣの会費の話など、驚く話
が数々ありましたが、会員増強は公共イメー
ジのアップが大事だと。そして、最後に「あ
なたも誰かに誘われてロータリアンになった
のでしょう。そしたら、あなたも誰かを誘っ
てみませんか？」と問いかけられ、真剣に考
えなければと感じました。
　本日は、寺尾晴邦ガバナー補佐、随行の小
川さん、浜口さんにお越しいただいていま
す。後ほど、寺尾ガバナー補佐からお話を伺
います。
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修行に出ました。皆さんも庵治石をご存知だ
と思いますが、そこの仏像彫刻の専門店で４
年間いました。お寺の仏像や神社の狛犬など、
たくさんつくらせてもらいました。僕の得意
はお地蔵さんで、仁王像が好きでした。この
ときに身に付けた技術で、高知に帰った後も、
優位に仕事ができたと思います。
〈What何を〉公益財団法人文化財建造物保
存技術協会の依頼で、ある文化財の修理のと
き、私は石屋として、基礎工事とか石組みに
は入っていました。江戸時代の材料を保存し
ながら、傷んだものは新品にしていきます。
材木や石を収めると、現場の古い材料に形を
合わせてくれと。１ミリも隙間がないように、
ぴったりと昔の石と同じ沿わせ方をしてほし
いと頼まれました。これは、隙間から光が漏
れてはいけないので、光付けと言うそうです
が、幸いなことに私は技術がある立場でした
ので、自分で簡単に進めることもでき、信頼
も得ました。
　高知では、オーテピアの開館に合わせて、
みらい科学館にできた寺田寅彦の銅像の地下
の基礎工事。高知県産の石のベンチの設置。
南側のチェントロとの間の連絡通路に、彫刻
家の舟木さんの波という作品の修復と設置。
また、吉田東洋の石碑では、家族が文言が気
に入らないということで、文字だけを変えて
造りました。このような公共事業が一通り終
わりましたので、これからは本業の石屋に戻

れるかなと思っています。
〈Whyなぜ〉ロータリーの友達全ての存在に
感謝しています。先日の会員増強セミナーに
参加して、僕も心に残った言葉がありまし
た。「無所属の時間」という言葉です。ロー
タリーに来ると、上下関係、会社の関係など
は忘れて、楽しく歓談する。この時間はすご
く贅沢なものです。これこそが、自分自身、
ずっとロータリーに在籍し続ける一つの理由
かなと思います。
〈Howどのように〉今後も、生業の継続に努
めます。これがないとロータリーに在籍でき
ないし、生きていく糧をつくっていかなけれ
ばなりません。しかし、生業の継続には答え
がありません。結果が全てですから、今日、
明日をどのようにして切り抜けていくのか。
同じ業界で、絶対に誰もできないことを見つ
けて、１歩前を歩くことを心がけて過ごして
いきたいと思っています。

■高知東ＲＣ当面の日程
９月４日㈬　ガバナー公式訪問
９月11日㈬　定例理事会
９月17日㈫～19日㈭ 18：30（得月樓）
　情報集会
９月18日㈬ 13：30（ザ クラウンパレス）
　情報集会
９月25日㈬　役員会
10月２日㈬　定例理事会
10月９日㈬　高知東ロータリークラブ
　　　　　　　創立記念日
　　　　　　創立夜間例会
　　　　　　（ザ クラウンパレス）
10月30日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
高知南ＲＣ　　８月29日㈭　夜間例会
高知中央ＲＣ　８月29日㈭　夜間例会
高知ＲＣ　　　９月３日㈫　職場例会
高知北ＲＣ　　９月９日㈪　月見野外に振替
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　９月10日㈫　月見夜間例会
高知南ＲＣ　　９月12日㈭　月見例会
高知中央ＲＣ　９月12日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　９月19日㈭　月見夜間例会
高知西ＲＣ　　９月20日㈮　創立記念夜間例会
高知ＲＣ　　　９月24日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　９月24日㈫　ロータリー休日
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る必要を感じました。
 ● 早瀬源慶　柴崎由紀著「米山梅吉ものがた
り」昨日の新聞に広告が出ていました。1800
円＋税、今日、松﨑さんに注文します。皆さ
んもどうぞ。
 ● 八田聡子　先週の台風10号接近で、終日公
共交通機関が運休見合わせとなった日、弊社
社員の出退勤の足を確保するため、土佐ハイ
ヤーさんには大変お世話になりました。岡本
幹事、昨年に続きありがとうございました。
 ● 後藤典行　先週15日の台風時には、公共交
通機関が止まってしまい困っていましたが、

　こんにちは。2670地区高知第Ⅰ分区ガバナ
ー補佐を拝命しています寺尾晴邦と申します。
　こちらのクラブは、先輩方が多くロータリ
ーのことを敢えてお伝えするよりは、少し自
分のことを５Ｗ１Ｈに沿って、お話してみよ
うと思います。
〈Who誰か〉私は昭和40年生まれ、53歳です。
生業は石材店。創業は明治か大正かはっきり
しませんが、錦川町、現在の華珍園別館のち
ょっと西の方に店を開いたと聞いています。
当時の錦川町は、鍛冶屋さんや石屋さんが３
軒など職人の町だったそうです。２代目は身
体が小さくて身体検査に通らなかったためか、
戦争には行かなかったようです。満蒙開拓団
に入って、昭和12年生まれの父は、残留孤児
になりかけていたそうです。
　その後、前の追手前小学校から横断歩道を
渡って北側に、自由軒という食堂を開きます。
昭和28年、今の梅の辻に移り石屋を再開。法
人化して60年足らず、私は４代目です。昨日、
東京で石屋さんの集まりがあって行ってきた
のですが、この業界では14代とか17代とかが

普通にいます。伝統産業ではありますが、今
は原材料の高騰等々で風前の灯火です。ただ
し、商売の基本は「変化に対応してきた結果
が今にある」ですので、今、自分が生きてい
るのは、時代の変化に対応してきた結果だと
自負してもいいかなと思っています。
〈Whenいつか〉私どものロイヤルＲＣは
2003年創設、17年目です。私は翌年２月、創
設年度に入会しました。職業分類は石材製品
販売。当時はまだ37歳でＪＣに在籍して幹事
をしていましたので、結構忙しく、また楽し
かったです。ロイヤルＲＣは、わずか27名し
かいませんので、幹事、会長も経験しました
し、まさか53歳でこんな役が回ってくるなん
て思ってもいませんでした。
〈Whereどこで〉父は、創設当時の高知中央
高校の教員でしたので、私も３歳ぐらいまで
は大津に住んでいました。その後、筆山町の
要法寺さんの隣で暮らしていましたが、日当
たりが悪いということで西秦泉寺に引っ越し、
中学・高校時代を過ごしました。高校卒業後、
私は香川県の石屋さんの弟子として、石工の

岡本さんにご尽力いただき、自宅待機以外の
全従業員を無事に送り迎えしていただき、本
当に助かりました。ありがとうございました。
 ● 松野宏司　孫たちのよさこいの追っかけを
しました。楽しい夏休みでした。
 ● 石川　健　夏の全国高校野球大会（甲子園）
へ６日間観戦してきました。明日は決勝戦で
す。星陵が優勝すれば石川県勢初となります。
ガンバレ奥川・星陵！
 ● 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。

◇出席率報告

 ● 前川美智子　本日は、寺尾ガバナー補佐さ
ん、同行の小川さん、浜口さんのお二人にお
越しいただきありがとうございました。ガバ
ナー補佐、寺尾晴邦さんの講話、そして、こ
の後のクラブ協議会へと、ご教授よろしくお
願いいたします。暑いときこそ、温かい飲み
物を飲みましょうと今「温活（おんかつ）」

と呼ばれているそうです。ドイツでは夏場も
常温のビールだと聞きました。冷たいものを
取り過ぎると「夏バテの原因になるそうで
す」気を付けましょう。　　
 ● 岡本淳一　寺尾ガバナー補佐及び随行員の
小川様、浜口様、お忙しい中、当クラブ訪問
ありがとうございました。　
 ● 竹村克彦　寺尾ガバナー補佐、お役目ご苦
労様です。
 ● 福岡満喜子　土曜日の地区研修会、前川さ
んお世話になりました。なかなか参考になる
研修でした。岡本さん、先週の卓話ありがと
うございました。再入会について考えさせら
れました。退会した方にも、ときどき連絡す

◇ガバナー補佐卓話 高知第Ⅰ分区  寺尾晴邦ガバナー補佐 （高知ロイヤルＲＣ）
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優位に仕事ができたと思います。
〈What何を〉公益財団法人文化財建造物保
存技術協会の依頼で、ある文化財の修理のと
き、私は石屋として、基礎工事とか石組みに
は入っていました。江戸時代の材料を保存し
ながら、傷んだものは新品にしていきます。
材木や石を収めると、現場の古い材料に形を
合わせてくれと。１ミリも隙間がないように、
ぴったりと昔の石と同じ沿わせ方をしてほし
いと頼まれました。これは、隙間から光が漏
れてはいけないので、光付けと言うそうです
が、幸いなことに私は技術がある立場でした
ので、自分で簡単に進めることもでき、信頼
も得ました。
　高知では、オーテピアの開館に合わせて、
みらい科学館にできた寺田寅彦の銅像の地下
の基礎工事。高知県産の石のベンチの設置。
南側のチェントロとの間の連絡通路に、彫刻
家の舟木さんの波という作品の修復と設置。
また、吉田東洋の石碑では、家族が文言が気
に入らないということで、文字だけを変えて
造りました。このような公共事業が一通り終
わりましたので、これからは本業の石屋に戻

れるかなと思っています。
〈Whyなぜ〉ロータリーの友達全ての存在に
感謝しています。先日の会員増強セミナーに
参加して、僕も心に残った言葉がありまし
た。「無所属の時間」という言葉です。ロー
タリーに来ると、上下関係、会社の関係など
は忘れて、楽しく歓談する。この時間はすご
く贅沢なものです。これこそが、自分自身、
ずっとロータリーに在籍し続ける一つの理由
かなと思います。
〈Howどのように〉今後も、生業の継続に努
めます。これがないとロータリーに在籍でき
ないし、生きていく糧をつくっていかなけれ
ばなりません。しかし、生業の継続には答え
がありません。結果が全てですから、今日、
明日をどのようにして切り抜けていくのか。
同じ業界で、絶対に誰もできないことを見つ
けて、１歩前を歩くことを心がけて過ごして
いきたいと思っています。

■高知東ＲＣ当面の日程
９月４日㈬　ガバナー公式訪問
９月11日㈬　定例理事会
９月17日㈫～19日㈭ 18：30（得月樓）
　情報集会
９月18日㈬ 13：30（ザ クラウンパレス）
　情報集会
９月25日㈬　役員会
10月２日㈬　定例理事会
10月９日㈬　高知東ロータリークラブ
　　　　　　　創立記念日
　　　　　　創立夜間例会
　　　　　　（ザ クラウンパレス）
10月30日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
高知南ＲＣ　　８月29日㈭　夜間例会
高知中央ＲＣ　８月29日㈭　夜間例会
高知ＲＣ　　　９月３日㈫　職場例会
高知北ＲＣ　　９月９日㈪　月見野外に振替
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　９月10日㈫　月見夜間例会
高知南ＲＣ　　９月12日㈭　月見例会
高知中央ＲＣ　９月12日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　９月19日㈭　月見夜間例会
高知西ＲＣ　　９月20日㈮　創立記念夜間例会
高知ＲＣ　　　９月24日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　９月24日㈫　ロータリー休日

● ニコニコ箱 ●
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る必要を感じました。
 ● 早瀬源慶　柴崎由紀著「米山梅吉ものがた
り」昨日の新聞に広告が出ていました。1800
円＋税、今日、松﨑さんに注文します。皆さ
んもどうぞ。
 ● 八田聡子　先週の台風10号接近で、終日公
共交通機関が運休見合わせとなった日、弊社
社員の出退勤の足を確保するため、土佐ハイ
ヤーさんには大変お世話になりました。岡本
幹事、昨年に続きありがとうございました。
 ● 後藤典行　先週15日の台風時には、公共交
通機関が止まってしまい困っていましたが、

　こんにちは。2670地区高知第Ⅰ分区ガバナ
ー補佐を拝命しています寺尾晴邦と申します。
　こちらのクラブは、先輩方が多くロータリ
ーのことを敢えてお伝えするよりは、少し自
分のことを５Ｗ１Ｈに沿って、お話してみよ
うと思います。
〈Who誰か〉私は昭和40年生まれ、53歳です。
生業は石材店。創業は明治か大正かはっきり
しませんが、錦川町、現在の華珍園別館のち
ょっと西の方に店を開いたと聞いています。
当時の錦川町は、鍛冶屋さんや石屋さんが３
軒など職人の町だったそうです。２代目は身
体が小さくて身体検査に通らなかったためか、
戦争には行かなかったようです。満蒙開拓団
に入って、昭和12年生まれの父は、残留孤児
になりかけていたそうです。
　その後、前の追手前小学校から横断歩道を
渡って北側に、自由軒という食堂を開きます。
昭和28年、今の梅の辻に移り石屋を再開。法
人化して60年足らず、私は４代目です。昨日、
東京で石屋さんの集まりがあって行ってきた
のですが、この業界では14代とか17代とかが

普通にいます。伝統産業ではありますが、今
は原材料の高騰等々で風前の灯火です。ただ
し、商売の基本は「変化に対応してきた結果
が今にある」ですので、今、自分が生きてい
るのは、時代の変化に対応してきた結果だと
自負してもいいかなと思っています。
〈Whenいつか〉私どものロイヤルＲＣは
2003年創設、17年目です。私は翌年２月、創
設年度に入会しました。職業分類は石材製品
販売。当時はまだ37歳でＪＣに在籍して幹事
をしていましたので、結構忙しく、また楽し
かったです。ロイヤルＲＣは、わずか27名し
かいませんので、幹事、会長も経験しました
し、まさか53歳でこんな役が回ってくるなん
て思ってもいませんでした。
〈Whereどこで〉父は、創設当時の高知中央
高校の教員でしたので、私も３歳ぐらいまで
は大津に住んでいました。その後、筆山町の
要法寺さんの隣で暮らしていましたが、日当
たりが悪いということで西秦泉寺に引っ越し、
中学・高校時代を過ごしました。高校卒業後、
私は香川県の石屋さんの弟子として、石工の

岡本さんにご尽力いただき、自宅待機以外の
全従業員を無事に送り迎えしていただき、本
当に助かりました。ありがとうございました。
 ● 松野宏司　孫たちのよさこいの追っかけを
しました。楽しい夏休みでした。
 ● 石川　健　夏の全国高校野球大会（甲子園）
へ６日間観戦してきました。明日は決勝戦で
す。星陵が優勝すれば石川県勢初となります。
ガンバレ奥川・星陵！
 ● 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。

◇出席率報告

 ● 前川美智子　本日は、寺尾ガバナー補佐さ
ん、同行の小川さん、浜口さんのお二人にお
越しいただきありがとうございました。ガバ
ナー補佐、寺尾晴邦さんの講話、そして、こ
の後のクラブ協議会へと、ご教授よろしくお
願いいたします。暑いときこそ、温かい飲み
物を飲みましょうと今「温活（おんかつ）」

と呼ばれているそうです。ドイツでは夏場も
常温のビールだと聞きました。冷たいものを
取り過ぎると「夏バテの原因になるそうで
す」気を付けましょう。　　
 ● 岡本淳一　寺尾ガバナー補佐及び随行員の
小川様、浜口様、お忙しい中、当クラブ訪問
ありがとうございました。　
 ● 竹村克彦　寺尾ガバナー補佐、お役目ご苦
労様です。
 ● 福岡満喜子　土曜日の地区研修会、前川さ
んお世話になりました。なかなか参考になる
研修でした。岡本さん、先週の卓話ありがと
うございました。再入会について考えさせら
れました。退会した方にも、ときどき連絡す

◇ガバナー補佐卓話 高知第Ⅰ分区  寺尾晴邦ガバナー補佐 （高知ロイヤルＲＣ）



ます。バスと宿泊予約の関係で、23日の金曜
日までに、参加申し込みをお願いします。
◇幹　事　報　告
・本日例会終了後、クラブ協議会を行います。

委員長さんは出席をお願いします。
・来週は時間変更例会ですが、６時から役員

会を行います。
・市内クラブの事務局が、現在の高知新聞放

送会館１階から同会館の６階に移転します。
そのため、９月13日から電話、ＦＡＸが引

　っ越し期間中、使用できませんのでご注意
ください。

◇来訪ロータリアン及びお客さま
　高知第Ⅱ分区ガバナー補佐
　　寺尾晴邦氏（高知ロイヤルＲＣ）
　随行員
　　小川龍明氏、浜口ミサ氏
　　　（高知ロイヤルＲＣ）　　
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN氏
◇親睦委員会より
　本日６時半より、東酔会をリゾートダイニ
ングスルラクセで行います。
◇副幹事より
　11月23日、24日と徳島で地区大会が開かれ

高知東ロータリークラブ週報
第2387号

080月28日.2019

本日　８月28日㈬ 18：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　時　　間　　変　　更　　例　　会

次週　９月４日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　ガ　バ　ナ　ー　公　式　訪　問

第2433回　例会報告／令和元年８月21日　天候　曇

◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
先週はお盆休みでしたが、
超大型の台風で、楽しみ
にしていた予定が変更に
なった方もいらっしゃる
と思います。高知は大き

な被害もなく本当によかったです。ただ、今
朝のニュースでまた台風の卵が発生したと聞
いてどきどきしています。
　さて、17日㈯、徳島にて会員増強と研修リ
ーダーの地区セミナーが開催され、委員長の
福岡さんと一緒に、ミニ旅行の気分で参加し
てきました。
　会員増強セミナーでは、岡山南ＲＣ2690地
区パストガバナー・佐藤芳郎さんの講演があ
り、第一声が「楽しんでますか？」というか
け声で、次に質問「ロータリーを楽しんでま
すか？」「ロータリーは好きですか？」要す
るに、自分がロータリーを好きで、楽しみ強
うしていれば、友達を誘える、声がかけれる。
さらに、「クラブは多様化する世の中の変化
に適応し、変化させていけばよい。会員増強
は一人一人が行動を起こすことが大事だが、
クラブで連携し、情報を共有しながら進めて
いくとよい」等々、ためになるお話ばかりで
した。
　午後からは、高崎ＲＣ第2840地区パストガ

バナー・田中久夫さんです。会長年度に51人、
ガバナー年度には50人、合計101人の仲間を
増やし、今までに退会はわずか３名という伝
説の方です。２年前に続き、今月の「ロータ
リーの友」の14、15ページに「高崎ＲＣの今」
と題して、紹介されていますのでぜひご覧く
ださい。
　田中さんは、これまで多くの方にお誘いに
行ったけれど、決して入会してほしいとはい
わず、ロータリーの良さや貢献していること
をしっかり説明して、「こんな素晴らしいク
ラブに相応しい人を、誰か推薦してもらえま
せんか」というと、「私では駄目ですか？」
と、結局、お願いに言ったのが入会したとい
ったこともあったそうです。
　その他、京都ＲＣの会費の話など、驚く話
が数々ありましたが、会員増強は公共イメー
ジのアップが大事だと。そして、最後に「あ
なたも誰かに誘われてロータリアンになった
のでしょう。そしたら、あなたも誰かを誘っ
てみませんか？」と問いかけられ、真剣に考
えなければと感じました。
　本日は、寺尾晴邦ガバナー補佐、随行の小
川さん、浜口さんにお越しいただいていま
す。後ほど、寺尾ガバナー補佐からお話を伺
います。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

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

●会長／前川美智子　●幹事／岡本淳一　●雑誌会報委員／島村信一・浦田健治・早瀬源慶
●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

修行に出ました。皆さんも庵治石をご存知だ
と思いますが、そこの仏像彫刻の専門店で４
年間いました。お寺の仏像や神社の狛犬など、
たくさんつくらせてもらいました。僕の得意
はお地蔵さんで、仁王像が好きでした。この
ときに身に付けた技術で、高知に帰った後も、
優位に仕事ができたと思います。
〈What何を〉公益財団法人文化財建造物保
存技術協会の依頼で、ある文化財の修理のと
き、私は石屋として、基礎工事とか石組みに
は入っていました。江戸時代の材料を保存し
ながら、傷んだものは新品にしていきます。
材木や石を収めると、現場の古い材料に形を
合わせてくれと。１ミリも隙間がないように、
ぴったりと昔の石と同じ沿わせ方をしてほし
いと頼まれました。これは、隙間から光が漏
れてはいけないので、光付けと言うそうです
が、幸いなことに私は技術がある立場でした
ので、自分で簡単に進めることもでき、信頼
も得ました。
　高知では、オーテピアの開館に合わせて、
みらい科学館にできた寺田寅彦の銅像の地下
の基礎工事。高知県産の石のベンチの設置。
南側のチェントロとの間の連絡通路に、彫刻
家の舟木さんの波という作品の修復と設置。
また、吉田東洋の石碑では、家族が文言が気
に入らないということで、文字だけを変えて
造りました。このような公共事業が一通り終
わりましたので、これからは本業の石屋に戻

れるかなと思っています。
〈Whyなぜ〉ロータリーの友達全ての存在に
感謝しています。先日の会員増強セミナーに
参加して、僕も心に残った言葉がありまし
た。「無所属の時間」という言葉です。ロー
タリーに来ると、上下関係、会社の関係など
は忘れて、楽しく歓談する。この時間はすご
く贅沢なものです。これこそが、自分自身、
ずっとロータリーに在籍し続ける一つの理由
かなと思います。
〈Howどのように〉今後も、生業の継続に努
めます。これがないとロータリーに在籍でき
ないし、生きていく糧をつくっていかなけれ
ばなりません。しかし、生業の継続には答え
がありません。結果が全てですから、今日、
明日をどのようにして切り抜けていくのか。
同じ業界で、絶対に誰もできないことを見つ
けて、１歩前を歩くことを心がけて過ごして
いきたいと思っています。

■高知東ＲＣ当面の日程
９月４日㈬　ガバナー公式訪問
９月11日㈬　定例理事会
９月17日㈫～19日㈭ 18：30（得月樓）
　情報集会
９月18日㈬ 13：30（ザ クラウンパレス）
　情報集会
９月25日㈬　役員会
10月２日㈬　定例理事会
10月９日㈬　高知東ロータリークラブ
　　　　　　　創立記念日
　　　　　　創立夜間例会
　　　　　　（ザ クラウンパレス）
10月30日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
高知南ＲＣ　　８月29日㈭　夜間例会
高知中央ＲＣ　８月29日㈭　夜間例会
高知ＲＣ　　　９月３日㈫　職場例会
高知北ＲＣ　　９月９日㈪　月見野外に振替
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　９月10日㈫　月見夜間例会
高知南ＲＣ　　９月12日㈭　月見例会
高知中央ＲＣ　９月12日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　９月19日㈭　月見夜間例会
高知西ＲＣ　　９月20日㈮　創立記念夜間例会
高知ＲＣ　　　９月24日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　９月24日㈫　ロータリー休日
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る必要を感じました。
 ● 早瀬源慶　柴崎由紀著「米山梅吉ものがた
り」昨日の新聞に広告が出ていました。1800
円＋税、今日、松﨑さんに注文します。皆さ
んもどうぞ。
 ● 八田聡子　先週の台風10号接近で、終日公
共交通機関が運休見合わせとなった日、弊社
社員の出退勤の足を確保するため、土佐ハイ
ヤーさんには大変お世話になりました。岡本
幹事、昨年に続きありがとうございました。
 ● 後藤典行　先週15日の台風時には、公共交
通機関が止まってしまい困っていましたが、

　こんにちは。2670地区高知第Ⅰ分区ガバナ
ー補佐を拝命しています寺尾晴邦と申します。
　こちらのクラブは、先輩方が多くロータリ
ーのことを敢えてお伝えするよりは、少し自
分のことを５Ｗ１Ｈに沿って、お話してみよ
うと思います。
〈Who誰か〉私は昭和40年生まれ、53歳です。
生業は石材店。創業は明治か大正かはっきり
しませんが、錦川町、現在の華珍園別館のち
ょっと西の方に店を開いたと聞いています。
当時の錦川町は、鍛冶屋さんや石屋さんが３
軒など職人の町だったそうです。２代目は身
体が小さくて身体検査に通らなかったためか、
戦争には行かなかったようです。満蒙開拓団
に入って、昭和12年生まれの父は、残留孤児
になりかけていたそうです。
　その後、前の追手前小学校から横断歩道を
渡って北側に、自由軒という食堂を開きます。
昭和28年、今の梅の辻に移り石屋を再開。法
人化して60年足らず、私は４代目です。昨日、
東京で石屋さんの集まりがあって行ってきた
のですが、この業界では14代とか17代とかが

普通にいます。伝統産業ではありますが、今
は原材料の高騰等々で風前の灯火です。ただ
し、商売の基本は「変化に対応してきた結果
が今にある」ですので、今、自分が生きてい
るのは、時代の変化に対応してきた結果だと
自負してもいいかなと思っています。
〈Whenいつか〉私どものロイヤルＲＣは
2003年創設、17年目です。私は翌年２月、創
設年度に入会しました。職業分類は石材製品
販売。当時はまだ37歳でＪＣに在籍して幹事
をしていましたので、結構忙しく、また楽し
かったです。ロイヤルＲＣは、わずか27名し
かいませんので、幹事、会長も経験しました
し、まさか53歳でこんな役が回ってくるなん
て思ってもいませんでした。
〈Whereどこで〉父は、創設当時の高知中央
高校の教員でしたので、私も３歳ぐらいまで
は大津に住んでいました。その後、筆山町の
要法寺さんの隣で暮らしていましたが、日当
たりが悪いということで西秦泉寺に引っ越し、
中学・高校時代を過ごしました。高校卒業後、
私は香川県の石屋さんの弟子として、石工の

岡本さんにご尽力いただき、自宅待機以外の
全従業員を無事に送り迎えしていただき、本
当に助かりました。ありがとうございました。
 ● 松野宏司　孫たちのよさこいの追っかけを
しました。楽しい夏休みでした。
 ● 石川　健　夏の全国高校野球大会（甲子園）
へ６日間観戦してきました。明日は決勝戦で
す。星陵が優勝すれば石川県勢初となります。
ガンバレ奥川・星陵！
 ● 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。

◇出席率報告

 ● 前川美智子　本日は、寺尾ガバナー補佐さ
ん、同行の小川さん、浜口さんのお二人にお
越しいただきありがとうございました。ガバ
ナー補佐、寺尾晴邦さんの講話、そして、こ
の後のクラブ協議会へと、ご教授よろしくお
願いいたします。暑いときこそ、温かい飲み
物を飲みましょうと今「温活（おんかつ）」

と呼ばれているそうです。ドイツでは夏場も
常温のビールだと聞きました。冷たいものを
取り過ぎると「夏バテの原因になるそうで
す」気を付けましょう。　　
 ● 岡本淳一　寺尾ガバナー補佐及び随行員の
小川様、浜口様、お忙しい中、当クラブ訪問
ありがとうございました。　
 ● 竹村克彦　寺尾ガバナー補佐、お役目ご苦
労様です。
 ● 福岡満喜子　土曜日の地区研修会、前川さ
んお世話になりました。なかなか参考になる
研修でした。岡本さん、先週の卓話ありがと
うございました。再入会について考えさせら
れました。退会した方にも、ときどき連絡す

◇ガバナー補佐卓話 高知第Ⅰ分区  寺尾晴邦ガバナー補佐 （高知ロイヤルＲＣ）



ます。バスと宿泊予約の関係で、23日の金曜
日までに、参加申し込みをお願いします。
◇幹　事　報　告
・本日例会終了後、クラブ協議会を行います。

委員長さんは出席をお願いします。
・来週は時間変更例会ですが、６時から役員

会を行います。
・市内クラブの事務局が、現在の高知新聞放

送会館１階から同会館の６階に移転します。
そのため、９月13日から電話、ＦＡＸが引

　っ越し期間中、使用できませんのでご注意
ください。

◇来訪ロータリアン及びお客さま
　高知第Ⅱ分区ガバナー補佐
　　寺尾晴邦氏（高知ロイヤルＲＣ）
　随行員
　　小川龍明氏、浜口ミサ氏
　　　（高知ロイヤルＲＣ）　　
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN氏
◇親睦委員会より
　本日６時半より、東酔会をリゾートダイニ
ングスルラクセで行います。
◇副幹事より
　11月23日、24日と徳島で地区大会が開かれ
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　　　 　ガ　バ　ナ　ー　公　式　訪　問
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◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
先週はお盆休みでしたが、
超大型の台風で、楽しみ
にしていた予定が変更に
なった方もいらっしゃる
と思います。高知は大き

な被害もなく本当によかったです。ただ、今
朝のニュースでまた台風の卵が発生したと聞
いてどきどきしています。
　さて、17日㈯、徳島にて会員増強と研修リ
ーダーの地区セミナーが開催され、委員長の
福岡さんと一緒に、ミニ旅行の気分で参加し
てきました。
　会員増強セミナーでは、岡山南ＲＣ2690地
区パストガバナー・佐藤芳郎さんの講演があ
り、第一声が「楽しんでますか？」というか
け声で、次に質問「ロータリーを楽しんでま
すか？」「ロータリーは好きですか？」要す
るに、自分がロータリーを好きで、楽しみ強
うしていれば、友達を誘える、声がかけれる。
さらに、「クラブは多様化する世の中の変化
に適応し、変化させていけばよい。会員増強
は一人一人が行動を起こすことが大事だが、
クラブで連携し、情報を共有しながら進めて
いくとよい」等々、ためになるお話ばかりで
した。
　午後からは、高崎ＲＣ第2840地区パストガ

バナー・田中久夫さんです。会長年度に51人、
ガバナー年度には50人、合計101人の仲間を
増やし、今までに退会はわずか３名という伝
説の方です。２年前に続き、今月の「ロータ
リーの友」の14、15ページに「高崎ＲＣの今」
と題して、紹介されていますのでぜひご覧く
ださい。
　田中さんは、これまで多くの方にお誘いに
行ったけれど、決して入会してほしいとはい
わず、ロータリーの良さや貢献していること
をしっかり説明して、「こんな素晴らしいク
ラブに相応しい人を、誰か推薦してもらえま
せんか」というと、「私では駄目ですか？」
と、結局、お願いに言ったのが入会したとい
ったこともあったそうです。
　その他、京都ＲＣの会費の話など、驚く話
が数々ありましたが、会員増強は公共イメー
ジのアップが大事だと。そして、最後に「あ
なたも誰かに誘われてロータリアンになった
のでしょう。そしたら、あなたも誰かを誘っ
てみませんか？」と問いかけられ、真剣に考
えなければと感じました。
　本日は、寺尾晴邦ガバナー補佐、随行の小
川さん、浜口さんにお越しいただいていま
す。後ほど、寺尾ガバナー補佐からお話を伺
います。
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修行に出ました。皆さんも庵治石をご存知だ
と思いますが、そこの仏像彫刻の専門店で４
年間いました。お寺の仏像や神社の狛犬など、
たくさんつくらせてもらいました。僕の得意
はお地蔵さんで、仁王像が好きでした。この
ときに身に付けた技術で、高知に帰った後も、
優位に仕事ができたと思います。
〈What何を〉公益財団法人文化財建造物保
存技術協会の依頼で、ある文化財の修理のと
き、私は石屋として、基礎工事とか石組みに
は入っていました。江戸時代の材料を保存し
ながら、傷んだものは新品にしていきます。
材木や石を収めると、現場の古い材料に形を
合わせてくれと。１ミリも隙間がないように、
ぴったりと昔の石と同じ沿わせ方をしてほし
いと頼まれました。これは、隙間から光が漏
れてはいけないので、光付けと言うそうです
が、幸いなことに私は技術がある立場でした
ので、自分で簡単に進めることもでき、信頼
も得ました。
　高知では、オーテピアの開館に合わせて、
みらい科学館にできた寺田寅彦の銅像の地下
の基礎工事。高知県産の石のベンチの設置。
南側のチェントロとの間の連絡通路に、彫刻
家の舟木さんの波という作品の修復と設置。
また、吉田東洋の石碑では、家族が文言が気
に入らないということで、文字だけを変えて
造りました。このような公共事業が一通り終
わりましたので、これからは本業の石屋に戻

れるかなと思っています。
〈Whyなぜ〉ロータリーの友達全ての存在に
感謝しています。先日の会員増強セミナーに
参加して、僕も心に残った言葉がありまし
た。「無所属の時間」という言葉です。ロー
タリーに来ると、上下関係、会社の関係など
は忘れて、楽しく歓談する。この時間はすご
く贅沢なものです。これこそが、自分自身、
ずっとロータリーに在籍し続ける一つの理由
かなと思います。
〈Howどのように〉今後も、生業の継続に努
めます。これがないとロータリーに在籍でき
ないし、生きていく糧をつくっていかなけれ
ばなりません。しかし、生業の継続には答え
がありません。結果が全てですから、今日、
明日をどのようにして切り抜けていくのか。
同じ業界で、絶対に誰もできないことを見つ
けて、１歩前を歩くことを心がけて過ごして
いきたいと思っています。

■高知東ＲＣ当面の日程
９月４日㈬　ガバナー公式訪問
９月11日㈬　定例理事会
９月17日㈫～19日㈭ 18：30（得月樓）
　情報集会
９月18日㈬ 13：30（ザ クラウンパレス）
　情報集会
９月25日㈬　役員会
10月２日㈬　定例理事会
10月９日㈬　高知東ロータリークラブ
　　　　　　　創立記念日
　　　　　　創立夜間例会
　　　　　　（ザ クラウンパレス）
10月30日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
高知南ＲＣ　　８月29日㈭　夜間例会
高知中央ＲＣ　８月29日㈭　夜間例会
高知ＲＣ　　　９月３日㈫　職場例会
高知北ＲＣ　　９月９日㈪　月見野外に振替
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　９月10日㈫　月見夜間例会
高知南ＲＣ　　９月12日㈭　月見例会
高知中央ＲＣ　９月12日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　９月19日㈭　月見夜間例会
高知西ＲＣ　　９月20日㈮　創立記念夜間例会
高知ＲＣ　　　９月24日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　９月24日㈫　ロータリー休日
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る必要を感じました。
 ● 早瀬源慶　柴崎由紀著「米山梅吉ものがた
り」昨日の新聞に広告が出ていました。1800
円＋税、今日、松﨑さんに注文します。皆さ
んもどうぞ。
 ● 八田聡子　先週の台風10号接近で、終日公
共交通機関が運休見合わせとなった日、弊社
社員の出退勤の足を確保するため、土佐ハイ
ヤーさんには大変お世話になりました。岡本
幹事、昨年に続きありがとうございました。
 ● 後藤典行　先週15日の台風時には、公共交
通機関が止まってしまい困っていましたが、

　こんにちは。2670地区高知第Ⅰ分区ガバナ
ー補佐を拝命しています寺尾晴邦と申します。
　こちらのクラブは、先輩方が多くロータリ
ーのことを敢えてお伝えするよりは、少し自
分のことを５Ｗ１Ｈに沿って、お話してみよ
うと思います。
〈Who誰か〉私は昭和40年生まれ、53歳です。
生業は石材店。創業は明治か大正かはっきり
しませんが、錦川町、現在の華珍園別館のち
ょっと西の方に店を開いたと聞いています。
当時の錦川町は、鍛冶屋さんや石屋さんが３
軒など職人の町だったそうです。２代目は身
体が小さくて身体検査に通らなかったためか、
戦争には行かなかったようです。満蒙開拓団
に入って、昭和12年生まれの父は、残留孤児
になりかけていたそうです。
　その後、前の追手前小学校から横断歩道を
渡って北側に、自由軒という食堂を開きます。
昭和28年、今の梅の辻に移り石屋を再開。法
人化して60年足らず、私は４代目です。昨日、
東京で石屋さんの集まりがあって行ってきた
のですが、この業界では14代とか17代とかが

普通にいます。伝統産業ではありますが、今
は原材料の高騰等々で風前の灯火です。ただ
し、商売の基本は「変化に対応してきた結果
が今にある」ですので、今、自分が生きてい
るのは、時代の変化に対応してきた結果だと
自負してもいいかなと思っています。
〈Whenいつか〉私どものロイヤルＲＣは
2003年創設、17年目です。私は翌年２月、創
設年度に入会しました。職業分類は石材製品
販売。当時はまだ37歳でＪＣに在籍して幹事
をしていましたので、結構忙しく、また楽し
かったです。ロイヤルＲＣは、わずか27名し
かいませんので、幹事、会長も経験しました
し、まさか53歳でこんな役が回ってくるなん
て思ってもいませんでした。
〈Whereどこで〉父は、創設当時の高知中央
高校の教員でしたので、私も３歳ぐらいまで
は大津に住んでいました。その後、筆山町の
要法寺さんの隣で暮らしていましたが、日当
たりが悪いということで西秦泉寺に引っ越し、
中学・高校時代を過ごしました。高校卒業後、
私は香川県の石屋さんの弟子として、石工の

岡本さんにご尽力いただき、自宅待機以外の
全従業員を無事に送り迎えしていただき、本
当に助かりました。ありがとうございました。
 ● 松野宏司　孫たちのよさこいの追っかけを
しました。楽しい夏休みでした。
 ● 石川　健　夏の全国高校野球大会（甲子園）
へ６日間観戦してきました。明日は決勝戦で
す。星陵が優勝すれば石川県勢初となります。
ガンバレ奥川・星陵！
 ● 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。

◇出席率報告

 ● 前川美智子　本日は、寺尾ガバナー補佐さ
ん、同行の小川さん、浜口さんのお二人にお
越しいただきありがとうございました。ガバ
ナー補佐、寺尾晴邦さんの講話、そして、こ
の後のクラブ協議会へと、ご教授よろしくお
願いいたします。暑いときこそ、温かい飲み
物を飲みましょうと今「温活（おんかつ）」

と呼ばれているそうです。ドイツでは夏場も
常温のビールだと聞きました。冷たいものを
取り過ぎると「夏バテの原因になるそうで
す」気を付けましょう。　　
 ● 岡本淳一　寺尾ガバナー補佐及び随行員の
小川様、浜口様、お忙しい中、当クラブ訪問
ありがとうございました。　
 ● 竹村克彦　寺尾ガバナー補佐、お役目ご苦
労様です。
 ● 福岡満喜子　土曜日の地区研修会、前川さ
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