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本日

９月25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」
松井 洋介 会員

第2437回 例会報告／令和元年９月18日

天候

◇ロータリーソング
「赤とんぼ」
◇会 長 挨 拶
皆さん、こんにちは。
昨日より情報集会が開催
されています。今回は、
会員増強について、「高
知東ＲＣの５年後、10年
後を見据えてどのような
会員増強をすればいいか」をテーマにしてい
ます。よろしくお願いします。
先週の土曜日、仁淀ＲＣ恒例の「鮎の会」
に初めて参加しました。仁淀川の河畔で、鮎
の塩焼きと焼き鮎入りの鮎酒に舌鼓を打ちま
した。当クラブからはわずか３人の少し寂し
い参加でしたが、和やかな交流を楽しみまし
た。鮎は「香魚」と言われ、独特の香りを
持っています。鮎の主食は川底の石や岩につ
いている藻ですが、この藻によって味や香り
が変わるし、藻の色によって鮎の色も微妙に
変わるそうです。
また、「鮎の会」の前日には、城西館で
「第22回清流めぐり利き鮎会」が開催されま
した。今年は全国28都道府県の63河川から鮎
が集められ、どこの川の鮎が1番おいしいか
を競いました。その結果、岐阜県の和良川
（わらがわ）の鮎が４回目のグランプリに輝
いたそうです。昨年のグランプリは四万十川
支流の北川川でしたが、県内勢の２年連続受
賞はなりませんでした。因みに、須崎の新荘

次週

10月２日㈬ 12：30 ザ クラウンパレス新阪急高知
ゲストスピーチ
「米山記念奨学生報告」
米山記念奨学生 レ・ティ
・フィエン さん

晴

川が準グランプリでした。鮎は、川底にきれ
いな石や岩のある川に棲む魚です。おいしい
鮎は清流の証しでもあります。グランプリを
とった和良川流域では「和良鮎」としてブラ
ンド化し、日ごろから清流と森林の保全に取
り組んでいるそうです。
仁淀川で鮎をいただきながら、川とその水
源である森や山の大切さを改めて思った1日
でした。
本日はスペシャルゲスト、八田さんの三愛
石油株式会社代表取締役・金田会長さんにお
越しいただいています。貴重な卓話を楽しみ
にお待ちください。
◇幹 事 報 告
・地区国際奉仕委員会から、短期交換留学生
受け入れのお礼がきています。
・本日、例会終了後、情報集会を行います。
また今日と明日の18時半から得月楼で、情
報集会が行われます。できるだけ、夜の会
に参加をしていただくようお願いします。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

◇ゲストスピーチ

三愛石油株式会社代表取締役会長・関東高知県人会会長・土佐二十日会副会長・高知県観光特使 金田

凖氏

「三愛精神からくる
郷土への想い」
私の出身は土佐郡土佐町田井。父は和歌山
の出身で、明治の廃藩置県のときに和歌山を
出て、神戸で事業をしていました。母が土佐
町の出身だったため、この地に疎開をし、そ
こで私が生まれました。兄弟は４人、上に兄
が１人、姉が２人。地元の小中学校を卒業後、
父から「お前は末っ子だから、家を出て高知
市内の高校へ行きなさい」と。そして「本を
たくさん読んで、いい友達をつくりなさい」
と言われ、高知中央高校の２期生として入学
しました。
高校では、都会の人たちの間で、全てを自
分で判断しなければいけない中、自立心が生
まれました。これは、後々会社経営にも非常
に役立ったかなと思っています。大学は英文
科に進み、昭和47年に三愛石油に入社しまし
た。
昭和27年、羽田空港がＧＨＱから解放され、
日本航空ができました。初代社長は佐賀出身
の松尾静磨氏。当時は飛行機の油は現金でな
いと売ってもらえなかった。そこで、同じ佐
賀出身でリコー三愛グループの創業者・市村
清氏が松尾さんに頼まれ、油を買って日本航
空に供給した。これが三愛石油の始まりだと
聞いています。市村さんは、昭和30年に、今
まで飛行機の羽根に上がって給油していたの
を、ハイドランド式（エプロン地下の燃料配
管から給油ホース車を介しての給油法）を航
空燃料の給油に採用しました。このことが未
だに、三愛石油が羽田空港の施設を独占して
いることにつながっています。
市村清の「人を愛し、国を愛し、勤めを愛
す」という三愛主義は、社是にもなっていま
す。この精神は、今も三愛石油の社員の中に
息づいています。この精神のもと、社員たち
は、本当に気のいい、面倒見がよくて、いい
社員ばかりだと自負しています。ただ、私は、

社員がこれを寛容の精神だと誤解して、甘え
にならないように注意して会社自体がなまぬ
るくなってはいけないと思っています。
高知県と三愛石油との関係について。
今までは、全国のガソリンスタンド、工場
など取引先からの受注は、東京にある三愛石
油本体で行っていました。しかし、非常に効
率も悪く、いい方法はないか、どこか地方に
持っていけないかと考えている中で、たまた
ま私が入っている高知県人会で高知県の職員
の方と接する機会ができ相談をしました。す
ると、ぜひ高知に来て欲しい、補助金も出し
ます。高知市内に来てもらえれば、高知市か
らも補助金が出ますという話をいただきまし
た。補助金はともかく、私が１番心配したの
は人材です。いい人材が集まらないと困りま
す。すると、商工労働部の方が会社の概要を
持って、公立高校を全部回って生徒の募集に
力を貸してくださいました。そのときに、八
田が人事部にいた関係で、立ち上げの採用面
接をしました。そして三愛石油の特約店であ
る福岡さんの富士産業ビルの２階をお借りし
て、20名弱でスタートしました。
お陰様でとてもいい人材が集まりました。
学校の成績はほとんどオール５。基礎学力が
高いということは、間違いがないし、覚えが
早い。受発注に関して精度も効率も上がり、
お客さんの評判も良くて、現在は30名ほどが
勤務しています。人材育成や雇用の面でも、
少しは高知県のお役に立っているかなと思っ
ています。
次に協働の森事業です。本山町とパート
ナーズ協定を締結して12年たちました。三愛
石油は二酸化炭素を排出して利益を上げてい
る会社ですので、こういった事業には積極的
に参加していかなければいけません。企業が
存続する限りは続けていきたいと考えていま
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す。毎年10月、全国から30名ほどの社員を集
めて体験学習に参加しています。社員は2,000
名ほどいますので少し時間はかかりますが、
全社員に体験させたいと思っています。また、
本山町立病院の前には、50本ほどの桜を寄贈
し、今後も本山町との関係を深めていきたい
と思っています。
三愛石油は、２月に開催される龍馬マラソ
ンのオフィシャルスポンサーです。たまたま、
私がマラソンの瀬古さんとゴルフ仲間だった
こともあって、２年ぐらい前に、ゲストとし
て瀬古さんに来ていただき、高知放送のマラ
ソン中継の解説などもお願いしました。今年
もうちの社員が参加し、42.195キロを完走し
ました。高知の良さを社員にもどんどん広め
て、龍馬マラソンに参加す
れば補助金を出すといった
ことにも取り組んでいきた
いと思っています。
高知県立西高等学校が、
文科省からスーパ
ーグローバルスクールに指
定されており、企業の体験
研修を行っています。年１
回、１月に生徒さんが５名
から10名、羽田支社にやっ
てきます。

最後に県人会のことを少しお話します。高
知を離れて大学に行った場合、県人会などに
参加して、大学や郷土の先輩・後輩と人間関
係を築くことはいいことだと思います。しか
し、地元では、ほとんどこういった県人会の
ことは報道されません。そこで、マスコミに
もう少し、県人会のことを取り上げてもらう
ようにお願いし、高知放送、テレビ高知、さ
んさんテレビで、関東高知県人会大懇親会を
報道していただきました。
今年も11月８日、東京東武ホテルで懇親会
を開催します。皆さんも東京にいるご親戚の
方等々、ぜひＰＲをしていただきたいと思い
ます。

◇出席率報告

岡
朝男 近森さん、先週はクラブ報告
の写真を挙げていただきありがとうございま
した。
● 山村一正
奥さんの誕生記念ありがとうご
ざいました。
● 西山忠利
久し振りの例会出席です。暑さ
にまいってます。ゴルフもしばらく休みです。
● 髙橋卓弥
皆さま、ご無沙汰しております。
１ヵ月ぶりの出席です。金田さん、本日は素
敵な卓話ありがとうございました。
● 西森やよい
金田凖会長様、この度はお目
にかかる機会をくださり、ありがとうござい
ました。９月15日、おむつマルシェがかるぽ
ーとで開催され、かなり盛況でした。ＴＶで
も取り上げられて嬉しかったです。柳澤先
生、福岡さん、野町さん、来てくださりあり
がとうございました。記事を見てお声かけく
●
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金田 凖 お車代をニコニコへ。
前川美智子 金田凖会長、本日は手弁当で
の来訪（高知入り）
、そして、貴重な、楽し
いお話をいただき、誠にありがとうございま
した。八田さん、北村さん、お世話になりあ
りがとうございました。
● 岡本淳一
「鮎の会」ドタキャンすみませ
んでした。無事タクシーの配車システムは復
旧しました。前川会長へは特にご迷惑をおか
けしました。
●

●
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ださった皆さまにも感謝いたします。
● 八田聡子
金田会長、この度はご多忙中に
もかかわらず、スケジュールを調整し、卓話
のため「だけ」にわざわざ高知までお越しく
ださり、ありがとうございました。今日の卓
話が金田会長の事、そして三愛石油の事をた
くさんの高知の方々に知っていただく良い機
会となり、同じ三愛石油の人間として嬉しく
思います。
● 西内俊介
金田さん、本日の卓話ありがと
うございました。北村さん、八田さん、お世
話になりました。社会奉仕の事業も半分終わ
りました。あと、年末年始よろしくお願いし
ます。

福岡満喜子 三愛石油・金田会長様、日ご
ろお世話になっております。本日は卓話をあ
りがとうございました。
● 中西克行（プログラム委員長） 金田会長、
卓話ありがとうございます。八田さん、北村
さん、ご準備ありがとうございました。大変
お世話になりました。また、お礼が遅くなり
ましたが、西森さんにも前回お世話になりま
した。ありがとうございました。感謝申し上
げます。
● 鮎の会出席者一同
14日、鮎の会でのタク
シー代の残りです。
● サロンイースト協力金として
いつもあり
がとうございます。
◇遅刻・早退 １件

■高知東ＲＣ当面の日程
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
11月６日㈬ 定例理事会
11月13日㈬ ロータリー休日
11月13日㈬ パスト会長会（得月樓）
11月20日㈬ 第４回クラブ協議会
11月23日㈯・24日㈰ 地区大会
（アスティとくしま）
11月27日㈬ 役員会

■例会変更のお知らせ
高知中央ＲＣ 10月３日㈭
高知ＲＣ
10月８日㈫
高知西ＲＣ
10月11日㈮
高知中央ＲＣ 10月17日㈭
高知中央ＲＣ 10月24日㈭

●

ロータリー休日
夜間例会
ロータリー休日
ロータリー休日
職場例会

● ニコニコ箱 ●
ニコニコ

チビニコ

合

計

先週まで

384,836円

4,243円

389,079円

９月18日

35,280円

572円

35,852円

今期の累計

420,116円

4,815円

424,931円

●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
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