
◇出席率報告

 ● 清藤政博　お車代をニコニコへ。
 ● 前川美智子　12月６日㈮の年末防犯パトロ
ールでは、西内委員長をはじめ大変お世話に
なりました。ご参加の皆さま、お疲れ様でし
た。親睦会では、サプライズのお誕生日ケー
キをご用意してくださり、ローソクの灯を
永さんと吹き、記念になりました。ありがと
うございました。また、先週土日の鬼田さん
の御尊父様の通夜式、告別式には、親睦委員
長・岡﨑さん、永野（正）さん、岡本幹事、
大変お世話になりありがとうございました。
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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。
皆さまもご存知のとおり、
パスト会長・久松啓一さ
んがお亡くなりになりま
した。先週の例会に久し
振りにお見えになり、退

院の挨拶、お礼をお聞きしたばかりでしたが、
９日月曜日の朝いつもどおり８時に自宅を出
られてから、20分後、突然様態が急変し、車
を路肩に寄せて止めたそうです。８時という
と、通勤時間のまっただ中、走行中に急に止
まれば大事故になったかもしれません。日ご
ろの久松さんらしい、周りを思いやる生き方
が最後まで貫かれたのだろうと感じました。
　突然のお別れ、非常に残念でたまりません。
それでは、久松啓一さんのご冥福をお祈りし、
黙とうをいたします。
　今晩のお通夜は18時から、13日の告別式は
12時から、ともに心月記にて行います。岡﨑
委員長はじめ親睦委員会の皆さんにはお世話
をかけますがよろしくお願いいたします。　
　先日、ＮＨＫで震災の特別番組が４回連続
で放送されていましたが、人間は年齢順では
ない、いつどうなるか分からないと。また、
私の友人が夜、ご主人に○○してと頼まれた
けれど、分かった明日の朝するからと答えて、
その次の朝、ご主人が起きてこなかったとい

うことがありました。彼女の嘆きと悲しみは
測りしれません。
　１日の終わりにけんかしていたら、ちゃん
とごめんと謝り仲直りをしよう。明日がない
かもしれない。１日の終わりにはきちんとそ
の日を振り返り、やり残したことがないか考
えるようにしようと思います。朝目が覚めた
ら、自分の身体にありがとうと、寝てる間に
も血液は流れ、心臓は動いてくれている。な
んてありがたいことか。身体に感謝します。
　久松さんが会長のとき、私は幹事をさせて
いただきました。そのときの亀井義弘ガバナ
ーからいただいた言葉を、皆さんのレターボ
ックスに入れました。一部をご紹介します。
「大切なことは、あなたが学んだことではな
く、あなたが教えたことです。
　大切なことは、あなたの能力ではなく、あ
なたの人格です。
　大切なことは、あなたがどれだけ多くの人
を知っていたかではなく、あなたが死んだと
き、その喪失をどれだけ多くの人が、どれだ
け永く感じ続けるかです。
　大切なことは、あなたの記憶ではなく、あ
なたを愛した人々の記憶です。
　大切なことは、あなたが愛した人々より、
どれだけ永く記憶にとめられているかです。
　大切な価値ある人生は、突然生まれるもの
でもなく、環境によるものでもなく、それは
あなたの選択によるものです。
　あなたの人生をどのように生きるか、あな
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たが自分で決めてください。それが大切なの
です。」
　私たちも生きている間は、久松さんのこと
も忘れません。
　先日、新しく就任された浜田知事が、４年
後の抱負はという質問に、「若者が残りたい
と思える高知を創れたら」と答えていらっし
ゃいました。
　本日の卓話は、高知県教育委員会事務局生
涯学習課社会教育主事の清藤政博様から「若
者の学び直しと自立支援」について、お話を
伺います。よろしくお願いいたします。
◇来訪ロータリアン及びお客さま
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
　高知ＲＣ　　野村　茂 氏
◇ＩＭの案内
　（野村　茂ガバナー補佐・高知ＲＣ）

　来年２月15日㈯、ＩＭ
が開催されます。受付13
時、本会議13時30分から。
　メインテーマ「ロータ
リークラブの奉仕活動に
ついて」。

　第１部は2007－08年度の稲山ガバナーより
「職業奉仕について」の講話。第２部は、各
クラブからの事例紹介を行います。

　ＩＭを通じて、皆さんのご意見、ご希望を
お聞きしたいと思っていますので、奮って出
席をよろしくお願いいたします。
◇鬼田知明会員挨拶
　先日は、父の葬儀に際し、ご会葬、お心使
いをいただき本当にありがとうございました。
私にとって身内が亡くなるのは初めてのこと
で、とても不安でしたが、ロータリーの皆さ
まにご参列いただいたことで、勇気づけられ
ました。しかし翌日、久松会員が亡くなられ、
大変寂しく思っています。
　私どもの葬儀は、お陰様で滞りなく終了で
きました。ありがとうございました。
◇会員増強・退会防止委員会より
　先日、新規会員見込み紹介キャンペーンを
行い、11月20日現在、数人の候補が挙がりま
した。皆さんの中で、この方達を知っている、
親しいという方があれば、委員会までご連絡
ください。なお、候補者の方々、ご本人には
まだ承諾を得ていませんので、その点はご了
承いただきたいと思います。
◇職業奉仕委員会より
　来年１月22日㈬、12時半から護国神社にて
職場例会を行います。別役重具会員から「護
国神社の歴史に」ついて卓話をしていただき
ます。詳細はＦＡＸにてお知らせします。

践発表をする会で、今年で５年目になります。
皆さんにもご参加いただきたいし、周知の方

■高知東ＲＣ当面の日程
12月25日㈬　ロータリー休日
2020年
１月１日㈬　休会（国民の祝日）
１月８日㈬　時間変更例会
　　　　　　　　　（ザ クラウンパレス）
１月８日㈬　定例理事会
１月12日㈰　水曜会バザー
　　　　　　場所：中央公園大丸前 10：00～
１月22日㈬　職場例会
１月22日㈬　役員会
１月29日㈬　ロータリー休日

■例会変更のお知らせ
高知南ＲＣ　　12月19日㈭　年内最終夜間例会
高知中央ＲＣ　12月19日㈭　クリスマス夜間例会
高知西ＲＣ　　12月20日㈮　忘年夜間例会
高知北ＲＣ　　12月23日㈪　クリスマス夜間例会
高知ＲＣ　　　12月24日㈫　忘年夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月24日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　12月26日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　12月26日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　12月27日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　12月30日㈪　年末休み
高知ＲＣ　　　12月31日㈫　年末休み
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月31日㈫　年末休み
高知南ＲＣ　　１月２日㈭　年始休会
高知中央ＲＣ　１月２日㈭　年始休会
高知西ＲＣ　　１月３日㈮　年始休会
高知北ＲＣ　　１月６日㈪　新年夜間例会
高知南ＲＣ　　１月９日㈭　新年夜間例会
高知中央ＲＣ　１月９日㈭　新年夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　１月14日㈫　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　１月17日㈮　新年夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　１月21日㈫　新年夜間例会
高知南ＲＣ　　１月30日㈭　職場例会

● ニコニコ箱 ●
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12月11日
今期の累計

国公私立高校中途退学者334人、1.7％。刑法
犯少年（14～19歳）は151人。私が高校の教
員のとき生徒指導はタバコなどが多かったの
ですが、現在は、このような目に見える犯罪
は減っています。しかし、家に籠もってスマ
ホやインターネットなど、今までとは違う問
題が多くなっています。
　こういった現状を踏まえて、若者の学びな
おしが必要ではないかということで、平成19
年に若者サポートステーションを立ち上げま
した。拠点とサテライトを含めて県内５ヵ所
に設置され、就学・就労に向けた支援を行っ
ています。例えば面接を受けてもいつも落ち
る。就職しても人間関係がうまくいかず、す
ぐに辞めてしまうといった子たちを中心に、
心理面談、就学に向けた支援、キャリアコン
サルタントの面談、社会適応能力を見につけ
るトレーニング等々、若者の自立に向けた支
援を行っています。
　平成19年から平成31年までのステーション
の利用状況としては、来所延べ人数は８万
1,143人、相談延べ件数５万8,421件、登録者
数は2,696人。平成30年でいうと、来所延べ
人数9,240人、相談延べ件数１万870件、登録
者数は339人、うち進路決定者256人。内訳
は、正規雇用16人、派遣社員・アルバイトが
193人、進学・復学24人、予備校・高卒認定
20人、その他３人となっています。毎年約
300人が新規登録していますので、それだけ
ニーズがあるということです。
　県連絡会、地区別連絡会等、市町村の支援
機関や関係機関とも連携をして支援を行って
いますが、連携がうまくいかなかったり、個
人情報という部分で、そこに居るのは知って
いるけどアプローチできないといったケース
もあります。ただ、サポステだけでは県内全
部には手が届かないため市町村にも頑張って
ほしいのですが、市町村も十分に態勢をつく
れないというのが現状です。
　そこで、皆さんにもお願いしたいのは、い
ろんなところから若者の支援はどうなってい
るのと声を上げていただきたいということで
す。こんな子がいるけどという情報があれば
動きやすいのですが、我々だけでは、なかな
か分かりません。皆さんからの声が上がれば、
県や市町村のいろんな機関が手を取り合って

支援の形がつくれるのではないかと思います。
　高知県の学びなおし自立支援は、他県にな
い仕組みをとっています。中学校卒業時及び
高校中退時進路未定者の若者サポートステー
ションへの誘導として「若者はばたけネット」
があります。これは県立学校のみですが、中
途退学した際、各学校から情報提供をしてい
ただきサポートステーションと共有し、サポ
ステからアプローチする形をとっています。
これは本人・保護者の同意なくできるもので、
平成22年から運用しています。もちろん、説
明責任はしっかり果たさないといけないので
すが、情報が来るため漏れなくアプローチが
でき、その中で支援が必要だと思う子にはサ
ポステの支援を受けていただきます。サポー
トステーションは、全国的にはほぼ就労支援
部局が所管していますが、高知県では教育委
員会が所管して、生徒の個人情報も含めて学
校との連携も行っています。このシステムは
全国で高知県のみです。
　ただ、まだまだ課題は多くあります。サポ
ステから子どもたちにアプローチをしても、
家庭で隠したがるなど、支援は必要ないとい
うことが多々あります。若いうちは、引きこ
もりに近い状態でも、苦労せず家庭で見るこ
とができます。けれども、実際に支援が必要
になって、社協さんなんかに相談に来る段階
では周りが固まってしまって、連携がなかな
かつながらない、手遅れの状態になっている
ことがあります。まして40歳、50歳となると
大変な状態になってしまいます。やはり、中
学、高校でも早い段階、柔軟な段階から支援
をすれば回復が見込めます。また、学校の段
階では情報収集ができますが、一度就労して
しまうと学校の手が離れしまい、人との関係
で離職をしてしまっても支援の手が届かなく
なります。そこで、企業の方の目があれば、
早い段階で支援ができますし、会社と支援機
関が連携することで、雇用の維持にもつなが
っていくと思います。ぜひ、皆さんにもご理
解、ご協力をお願いして、若者の支援ができ
る態勢をみんなでつくっていけたらと思って
います。
　最後に、高知県社会教育実践交流会につい
て。これは、高知県の社会教育の団体である
子ども会、婦人会、青年団等々が集まって実

もよろしくお願いします。
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「若者の学びなおしと
　　　　　　　　自立支援」

◇ゲストスピーチ 高知県教育委員会事務局生涯学習課社会教育主事  清藤　政博 氏

　今、私が担当している「若者の学びなおし
と自立支援事業」は、厚労省の事業を活用し
て、若者サポートステーションを中心に取り
組んでいるものです。主に就労支援を行うも
のですが、県では、若者の学びなおし、就学
支援も併せて行っています。
　高知県における困難を抱える若者の現状
は、平成27年の調査で、若年無業者（15歳～

39歳で仕事をしていない、学校へも通ってい
ない、家事手伝いという明確なものもない）
は3,312人。再来年には、またこの調査が行
われますが、余り改善をしているとは言いが
たい現状です。不登校生徒数は小中学校で
1,059人、高校で320人。全国的に見ても余り
いい数字ではありません。平成31年３月中学
校卒業時進路未定者47人（留学者を含む）。

お礼申し上げます。
 ● 岡本淳一　久松会員のご冥福をお祈りしま
す。
 ● 福岡満喜子　会員増強委員会で入会の候補
者を発表いたしました。お知り合いだという
方はよろしくお願いします。
 ● 西内俊介　先日の社会奉仕の年末防犯パト
ロールに多数のご出席ありがとうございまし
た。すきやきもおいしかったです。ただ、私
は社会奉仕より職業奉仕の方が似合っている
感じがしました（笑）
 ● 中越貴宣　妻の誕生祝いありがとうござい
ます。
 ● 松岡英雄　誕生日お礼。
 ● サロンイースト協力金として　いつもあり
がとうございます。
◇早退　１件

　久松啓一さん、この度の突然のお別れに、まだ心の整理がつきません。
　ご家族、ご親族の皆様も、あまりにも予期できないことで、さぞお嘆きのこととお察し申
し上げます。
　久松さんはご承知の通り、現在のミヤジ・ホールディングスの前身である宮地電機の専務
を務められ、いわば大番頭として先代社長を支え、会社の発展に尽くされました。その一方
で、高知東ロータリークラブで会長を務めるなど、クラブの中心的な役割を果たされてきま
した。
　今期になって２カ月の入院生活を経て、先週12月４日㈬、ひさしぶりに例会に出席され、
これからは治療しながら、例会に出席すると約束していただいた矢先のことでした。
　こんな悲しい、辛い役目を私がすることになろうとは、これも久松さん、貴方の望みなの
でしょうか。
　久松さんが2010年度高知東ロータリークラブの会長を務めるにあたって、幹事に指名され
たのが私でした。当時の私は、まだ先輩方のお話にただ感心するばかりの未熟な会員でした
が、意を決してお引き受けし、準備から合わせて2年間、ご一緒させていただきました。
　久松さんはお酒が大好きで、毎週の打合せはもっぱら盃を傾けながら、という具合でした
が、私にとっては楽しく、有意義な学びの場でもありました。そんな久松会長の思いやりの
ある、優しいご指導のもとで、私はさしたる苦労をすることもなく幹事の務めを果たすこと
ができました。
　そんな私が、今、巡り合わせかのように会長としてご遺影の前に立っています。
　久松さんが会長就任にあたって、重点項目の最初に挙げたのが「楽しいクラブ運営」でし
た。「会員相互の親睦が原点。それを通じて友を得、ともに語り合い、利他の精神で進めてい
きたい」と語られています。数字にめっぽう強く、そういった面では厳しい方で、政治経済
にも高い見識をもっておられた一方で、人を思いやる心、そしてロータリー、とりわけクラ
ブを愛する誠実で謙虚な人柄が表れた会長方針だったと思います。
　そして、思い出されるのが、昨年までの３年間、第2670地区の柳澤ガバナーの時、代表幹
事を務められた時のことです。それこそ毎日、手弁当でガバナー事務所に通い詰め、身を粉
にしてガバナーを支え、大変な苦労をされながら重責を見事に果たされました。絶対にやり
遂げるのだという、久松さんの強い信念と責任感
に、ただただ頭が下がる思いでした。
　そんな久松さんに、最後に贈りたい言葉がありま
す。久松会長年度の時の亀井ガバナーからいただい
た、アメリカの倫理学者マイケル・ジョセフソン氏
の「人生にとって何が大切か」の一節です。「大切な
ことは、貴方が死んだ時、その喪失をどれだけ多く
の人が、どれだけ永く感じ続けるかであります。ど
れだけ永く記憶に留められているかであります」。
　久松啓一さん、パスト会長、啓ちゃん……今日
で、最後のお別れをしないといけないのは本当に残
念で、悲しい。でも、私たちは生きている限り、貴
方のことを決して忘れません。
　どうか安らかにお眠りください。
　久松さん、今までありがとうございました。

弔　辞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会長  前川美智子

年末防犯パトロール
2019年12月６日㈮　於：中央公園



◇出席率報告

 ● 清藤政博　お車代をニコニコへ。
 ● 前川美智子　12月６日㈮の年末防犯パトロ
ールでは、西内委員長をはじめ大変お世話に
なりました。ご参加の皆さま、お疲れ様でし
た。親睦会では、サプライズのお誕生日ケー
キをご用意してくださり、ローソクの灯を
永さんと吹き、記念になりました。ありがと
うございました。また、先週土日の鬼田さん
の御尊父様の通夜式、告別式には、親睦委員
長・岡﨑さん、永野（正）さん、岡本幹事、
大変お世話になりありがとうございました。
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本日　12月18日㈬ 18：30  ラ・ヴィータ

　　　 　忘　　年　　夜　　間　　例　　会

次週　12月25日㈬ 

　　　 　ロ　ー　タ　リ　ー　休　日

第2448回　例会報告／令和元年12月11日　天候　晴

◇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。
皆さまもご存知のとおり、
パスト会長・久松啓一さ
んがお亡くなりになりま
した。先週の例会に久し
振りにお見えになり、退

院の挨拶、お礼をお聞きしたばかりでしたが、
９日月曜日の朝いつもどおり８時に自宅を出
られてから、20分後、突然様態が急変し、車
を路肩に寄せて止めたそうです。８時という
と、通勤時間のまっただ中、走行中に急に止
まれば大事故になったかもしれません。日ご
ろの久松さんらしい、周りを思いやる生き方
が最後まで貫かれたのだろうと感じました。
　突然のお別れ、非常に残念でたまりません。
それでは、久松啓一さんのご冥福をお祈りし、
黙とうをいたします。
　今晩のお通夜は18時から、13日の告別式は
12時から、ともに心月記にて行います。岡﨑
委員長はじめ親睦委員会の皆さんにはお世話
をかけますがよろしくお願いいたします。　
　先日、ＮＨＫで震災の特別番組が４回連続
で放送されていましたが、人間は年齢順では
ない、いつどうなるか分からないと。また、
私の友人が夜、ご主人に○○してと頼まれた
けれど、分かった明日の朝するからと答えて、
その次の朝、ご主人が起きてこなかったとい

うことがありました。彼女の嘆きと悲しみは
測りしれません。
　１日の終わりにけんかしていたら、ちゃん
とごめんと謝り仲直りをしよう。明日がない
かもしれない。１日の終わりにはきちんとそ
の日を振り返り、やり残したことがないか考
えるようにしようと思います。朝目が覚めた
ら、自分の身体にありがとうと、寝てる間に
も血液は流れ、心臓は動いてくれている。な
んてありがたいことか。身体に感謝します。
　久松さんが会長のとき、私は幹事をさせて
いただきました。そのときの亀井義弘ガバナ
ーからいただいた言葉を、皆さんのレターボ
ックスに入れました。一部をご紹介します。
「大切なことは、あなたが学んだことではな
く、あなたが教えたことです。
　大切なことは、あなたの能力ではなく、あ
なたの人格です。
　大切なことは、あなたがどれだけ多くの人
を知っていたかではなく、あなたが死んだと
き、その喪失をどれだけ多くの人が、どれだ
け永く感じ続けるかです。
　大切なことは、あなたの記憶ではなく、あ
なたを愛した人々の記憶です。
　大切なことは、あなたが愛した人々より、
どれだけ永く記憶にとめられているかです。
　大切な価値ある人生は、突然生まれるもの
でもなく、環境によるものでもなく、それは
あなたの選択によるものです。
　あなたの人生をどのように生きるか、あな
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たが自分で決めてください。それが大切なの
です。」
　私たちも生きている間は、久松さんのこと
も忘れません。
　先日、新しく就任された浜田知事が、４年
後の抱負はという質問に、「若者が残りたい
と思える高知を創れたら」と答えていらっし
ゃいました。
　本日の卓話は、高知県教育委員会事務局生
涯学習課社会教育主事の清藤政博様から「若
者の学び直しと自立支援」について、お話を
伺います。よろしくお願いいたします。
◇来訪ロータリアン及びお客さま
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
　高知ＲＣ　　野村　茂 氏
◇ＩＭの案内
　（野村　茂ガバナー補佐・高知ＲＣ）

　来年２月15日㈯、ＩＭ
が開催されます。受付13
時、本会議13時30分から。
　メインテーマ「ロータ
リークラブの奉仕活動に
ついて」。

　第１部は2007－08年度の稲山ガバナーより
「職業奉仕について」の講話。第２部は、各
クラブからの事例紹介を行います。

　ＩＭを通じて、皆さんのご意見、ご希望を
お聞きしたいと思っていますので、奮って出
席をよろしくお願いいたします。
◇鬼田知明会員挨拶
　先日は、父の葬儀に際し、ご会葬、お心使
いをいただき本当にありがとうございました。
私にとって身内が亡くなるのは初めてのこと
で、とても不安でしたが、ロータリーの皆さ
まにご参列いただいたことで、勇気づけられ
ました。しかし翌日、久松会員が亡くなられ、
大変寂しく思っています。
　私どもの葬儀は、お陰様で滞りなく終了で
きました。ありがとうございました。
◇会員増強・退会防止委員会より
　先日、新規会員見込み紹介キャンペーンを
行い、11月20日現在、数人の候補が挙がりま
した。皆さんの中で、この方達を知っている、
親しいという方があれば、委員会までご連絡
ください。なお、候補者の方々、ご本人には
まだ承諾を得ていませんので、その点はご了
承いただきたいと思います。
◇職業奉仕委員会より
　来年１月22日㈬、12時半から護国神社にて
職場例会を行います。別役重具会員から「護
国神社の歴史に」ついて卓話をしていただき
ます。詳細はＦＡＸにてお知らせします。

践発表をする会で、今年で５年目になります。
皆さんにもご参加いただきたいし、周知の方

■高知東ＲＣ当面の日程
12月25日㈬　ロータリー休日
2020年
１月１日㈬　休会（国民の祝日）
１月８日㈬　時間変更例会
　　　　　　　　　（ザ クラウンパレス）
１月８日㈬　定例理事会
１月12日㈰　水曜会バザー
　　　　　　場所：中央公園大丸前 10：00～
１月22日㈬　職場例会
１月22日㈬　役員会
１月29日㈬　ロータリー休日

■例会変更のお知らせ
高知南ＲＣ　　12月19日㈭　年内最終夜間例会
高知中央ＲＣ　12月19日㈭　クリスマス夜間例会
高知西ＲＣ　　12月20日㈮　忘年夜間例会
高知北ＲＣ　　12月23日㈪　クリスマス夜間例会
高知ＲＣ　　　12月24日㈫　忘年夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月24日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　12月26日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　12月26日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　12月27日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　12月30日㈪　年末休み
高知ＲＣ　　　12月31日㈫　年末休み
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月31日㈫　年末休み
高知南ＲＣ　　１月２日㈭　年始休会
高知中央ＲＣ　１月２日㈭　年始休会
高知西ＲＣ　　１月３日㈮　年始休会
高知北ＲＣ　　１月６日㈪　新年夜間例会
高知南ＲＣ　　１月９日㈭　新年夜間例会
高知中央ＲＣ　１月９日㈭　新年夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　１月14日㈫　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　１月17日㈮　新年夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　１月21日㈫　新年夜間例会
高知南ＲＣ　　１月30日㈭　職場例会

● ニコニコ箱 ●
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12月11日
今期の累計

国公私立高校中途退学者334人、1.7％。刑法
犯少年（14～19歳）は151人。私が高校の教
員のとき生徒指導はタバコなどが多かったの
ですが、現在は、このような目に見える犯罪
は減っています。しかし、家に籠もってスマ
ホやインターネットなど、今までとは違う問
題が多くなっています。
　こういった現状を踏まえて、若者の学びな
おしが必要ではないかということで、平成19
年に若者サポートステーションを立ち上げま
した。拠点とサテライトを含めて県内５ヵ所
に設置され、就学・就労に向けた支援を行っ
ています。例えば面接を受けてもいつも落ち
る。就職しても人間関係がうまくいかず、す
ぐに辞めてしまうといった子たちを中心に、
心理面談、就学に向けた支援、キャリアコン
サルタントの面談、社会適応能力を見につけ
るトレーニング等々、若者の自立に向けた支
援を行っています。
　平成19年から平成31年までのステーション
の利用状況としては、来所延べ人数は８万
1,143人、相談延べ件数５万8,421件、登録者
数は2,696人。平成30年でいうと、来所延べ
人数9,240人、相談延べ件数１万870件、登録
者数は339人、うち進路決定者256人。内訳
は、正規雇用16人、派遣社員・アルバイトが
193人、進学・復学24人、予備校・高卒認定
20人、その他３人となっています。毎年約
300人が新規登録していますので、それだけ
ニーズがあるということです。
　県連絡会、地区別連絡会等、市町村の支援
機関や関係機関とも連携をして支援を行って
いますが、連携がうまくいかなかったり、個
人情報という部分で、そこに居るのは知って
いるけどアプローチできないといったケース
もあります。ただ、サポステだけでは県内全
部には手が届かないため市町村にも頑張って
ほしいのですが、市町村も十分に態勢をつく
れないというのが現状です。
　そこで、皆さんにもお願いしたいのは、い
ろんなところから若者の支援はどうなってい
るのと声を上げていただきたいということで
す。こんな子がいるけどという情報があれば
動きやすいのですが、我々だけでは、なかな
か分かりません。皆さんからの声が上がれば、
県や市町村のいろんな機関が手を取り合って

支援の形がつくれるのではないかと思います。
　高知県の学びなおし自立支援は、他県にな
い仕組みをとっています。中学校卒業時及び
高校中退時進路未定者の若者サポートステー
ションへの誘導として「若者はばたけネット」
があります。これは県立学校のみですが、中
途退学した際、各学校から情報提供をしてい
ただきサポートステーションと共有し、サポ
ステからアプローチする形をとっています。
これは本人・保護者の同意なくできるもので、
平成22年から運用しています。もちろん、説
明責任はしっかり果たさないといけないので
すが、情報が来るため漏れなくアプローチが
でき、その中で支援が必要だと思う子にはサ
ポステの支援を受けていただきます。サポー
トステーションは、全国的にはほぼ就労支援
部局が所管していますが、高知県では教育委
員会が所管して、生徒の個人情報も含めて学
校との連携も行っています。このシステムは
全国で高知県のみです。
　ただ、まだまだ課題は多くあります。サポ
ステから子どもたちにアプローチをしても、
家庭で隠したがるなど、支援は必要ないとい
うことが多々あります。若いうちは、引きこ
もりに近い状態でも、苦労せず家庭で見るこ
とができます。けれども、実際に支援が必要
になって、社協さんなんかに相談に来る段階
では周りが固まってしまって、連携がなかな
かつながらない、手遅れの状態になっている
ことがあります。まして40歳、50歳となると
大変な状態になってしまいます。やはり、中
学、高校でも早い段階、柔軟な段階から支援
をすれば回復が見込めます。また、学校の段
階では情報収集ができますが、一度就労して
しまうと学校の手が離れしまい、人との関係
で離職をしてしまっても支援の手が届かなく
なります。そこで、企業の方の目があれば、
早い段階で支援ができますし、会社と支援機
関が連携することで、雇用の維持にもつなが
っていくと思います。ぜひ、皆さんにもご理
解、ご協力をお願いして、若者の支援ができ
る態勢をみんなでつくっていけたらと思って
います。
　最後に、高知県社会教育実践交流会につい
て。これは、高知県の社会教育の団体である
子ども会、婦人会、青年団等々が集まって実

もよろしくお願いします。
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「若者の学びなおしと
　　　　　　　　自立支援」

◇ゲストスピーチ 高知県教育委員会事務局生涯学習課社会教育主事  清藤　政博 氏

　今、私が担当している「若者の学びなおし
と自立支援事業」は、厚労省の事業を活用し
て、若者サポートステーションを中心に取り
組んでいるものです。主に就労支援を行うも
のですが、県では、若者の学びなおし、就学
支援も併せて行っています。
　高知県における困難を抱える若者の現状
は、平成27年の調査で、若年無業者（15歳～

39歳で仕事をしていない、学校へも通ってい
ない、家事手伝いという明確なものもない）
は3,312人。再来年には、またこの調査が行
われますが、余り改善をしているとは言いが
たい現状です。不登校生徒数は小中学校で
1,059人、高校で320人。全国的に見ても余り
いい数字ではありません。平成31年３月中学
校卒業時進路未定者47人（留学者を含む）。

お礼申し上げます。
 ● 岡本淳一　久松会員のご冥福をお祈りしま
す。
 ● 福岡満喜子　会員増強委員会で入会の候補
者を発表いたしました。お知り合いだという
方はよろしくお願いします。
 ● 西内俊介　先日の社会奉仕の年末防犯パト
ロールに多数のご出席ありがとうございまし
た。すきやきもおいしかったです。ただ、私
は社会奉仕より職業奉仕の方が似合っている
感じがしました（笑）
 ● 中越貴宣　妻の誕生祝いありがとうござい
ます。
 ● 松岡英雄　誕生日お礼。
 ● サロンイースト協力金として　いつもあり
がとうございます。
◇早退　１件

　久松啓一さん、この度の突然のお別れに、まだ心の整理がつきません。
　ご家族、ご親族の皆様も、あまりにも予期できないことで、さぞお嘆きのこととお察し申
し上げます。
　久松さんはご承知の通り、現在のミヤジ・ホールディングスの前身である宮地電機の専務
を務められ、いわば大番頭として先代社長を支え、会社の発展に尽くされました。その一方
で、高知東ロータリークラブで会長を務めるなど、クラブの中心的な役割を果たされてきま
した。
　今期になって２カ月の入院生活を経て、先週12月４日㈬、ひさしぶりに例会に出席され、
これからは治療しながら、例会に出席すると約束していただいた矢先のことでした。
　こんな悲しい、辛い役目を私がすることになろうとは、これも久松さん、貴方の望みなの
でしょうか。
　久松さんが2010年度高知東ロータリークラブの会長を務めるにあたって、幹事に指名され
たのが私でした。当時の私は、まだ先輩方のお話にただ感心するばかりの未熟な会員でした
が、意を決してお引き受けし、準備から合わせて2年間、ご一緒させていただきました。
　久松さんはお酒が大好きで、毎週の打合せはもっぱら盃を傾けながら、という具合でした
が、私にとっては楽しく、有意義な学びの場でもありました。そんな久松会長の思いやりの
ある、優しいご指導のもとで、私はさしたる苦労をすることもなく幹事の務めを果たすこと
ができました。
　そんな私が、今、巡り合わせかのように会長としてご遺影の前に立っています。
　久松さんが会長就任にあたって、重点項目の最初に挙げたのが「楽しいクラブ運営」でし
た。「会員相互の親睦が原点。それを通じて友を得、ともに語り合い、利他の精神で進めてい
きたい」と語られています。数字にめっぽう強く、そういった面では厳しい方で、政治経済
にも高い見識をもっておられた一方で、人を思いやる心、そしてロータリー、とりわけクラ
ブを愛する誠実で謙虚な人柄が表れた会長方針だったと思います。
　そして、思い出されるのが、昨年までの３年間、第2670地区の柳澤ガバナーの時、代表幹
事を務められた時のことです。それこそ毎日、手弁当でガバナー事務所に通い詰め、身を粉
にしてガバナーを支え、大変な苦労をされながら重責を見事に果たされました。絶対にやり
遂げるのだという、久松さんの強い信念と責任感
に、ただただ頭が下がる思いでした。
　そんな久松さんに、最後に贈りたい言葉がありま
す。久松会長年度の時の亀井ガバナーからいただい
た、アメリカの倫理学者マイケル・ジョセフソン氏
の「人生にとって何が大切か」の一節です。「大切な
ことは、貴方が死んだ時、その喪失をどれだけ多く
の人が、どれだけ永く感じ続けるかであります。ど
れだけ永く記憶に留められているかであります」。
　久松啓一さん、パスト会長、啓ちゃん……今日
で、最後のお別れをしないといけないのは本当に残
念で、悲しい。でも、私たちは生きている限り、貴
方のことを決して忘れません。
　どうか安らかにお眠りください。
　久松さん、今までありがとうございました。

弔　辞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会長  前川美智子

年末防犯パトロール
2019年12月６日㈮　於：中央公園



◇出席率報告

 ● 清藤政博　お車代をニコニコへ。
 ● 前川美智子　12月６日㈮の年末防犯パトロ
ールでは、西内委員長をはじめ大変お世話に
なりました。ご参加の皆さま、お疲れ様でし
た。親睦会では、サプライズのお誕生日ケー
キをご用意してくださり、ローソクの灯を
永さんと吹き、記念になりました。ありがと
うございました。また、先週土日の鬼田さん
の御尊父様の通夜式、告別式には、親睦委員
長・岡﨑さん、永野（正）さん、岡本幹事、
大変お世話になりありがとうございました。

高知東ロータリークラブ週報
第2402号
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本日　12月18日㈬ 18：30  ラ・ヴィータ

　　　 　忘　　年　　夜　　間　　例　　会

次週　12月25日㈬ 

　　　 　ロ　ー　タ　リ　ー　休　日

第2448回　例会報告／令和元年12月11日　天候　晴

◇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。
皆さまもご存知のとおり、
パスト会長・久松啓一さ
んがお亡くなりになりま
した。先週の例会に久し
振りにお見えになり、退

院の挨拶、お礼をお聞きしたばかりでしたが、
９日月曜日の朝いつもどおり８時に自宅を出
られてから、20分後、突然様態が急変し、車
を路肩に寄せて止めたそうです。８時という
と、通勤時間のまっただ中、走行中に急に止
まれば大事故になったかもしれません。日ご
ろの久松さんらしい、周りを思いやる生き方
が最後まで貫かれたのだろうと感じました。
　突然のお別れ、非常に残念でたまりません。
それでは、久松啓一さんのご冥福をお祈りし、
黙とうをいたします。
　今晩のお通夜は18時から、13日の告別式は
12時から、ともに心月記にて行います。岡﨑
委員長はじめ親睦委員会の皆さんにはお世話
をかけますがよろしくお願いいたします。　
　先日、ＮＨＫで震災の特別番組が４回連続
で放送されていましたが、人間は年齢順では
ない、いつどうなるか分からないと。また、
私の友人が夜、ご主人に○○してと頼まれた
けれど、分かった明日の朝するからと答えて、
その次の朝、ご主人が起きてこなかったとい

うことがありました。彼女の嘆きと悲しみは
測りしれません。
　１日の終わりにけんかしていたら、ちゃん
とごめんと謝り仲直りをしよう。明日がない
かもしれない。１日の終わりにはきちんとそ
の日を振り返り、やり残したことがないか考
えるようにしようと思います。朝目が覚めた
ら、自分の身体にありがとうと、寝てる間に
も血液は流れ、心臓は動いてくれている。な
んてありがたいことか。身体に感謝します。
　久松さんが会長のとき、私は幹事をさせて
いただきました。そのときの亀井義弘ガバナ
ーからいただいた言葉を、皆さんのレターボ
ックスに入れました。一部をご紹介します。
「大切なことは、あなたが学んだことではな
く、あなたが教えたことです。
　大切なことは、あなたの能力ではなく、あ
なたの人格です。
　大切なことは、あなたがどれだけ多くの人
を知っていたかではなく、あなたが死んだと
き、その喪失をどれだけ多くの人が、どれだ
け永く感じ続けるかです。
　大切なことは、あなたの記憶ではなく、あ
なたを愛した人々の記憶です。
　大切なことは、あなたが愛した人々より、
どれだけ永く記憶にとめられているかです。
　大切な価値ある人生は、突然生まれるもの
でもなく、環境によるものでもなく、それは
あなたの選択によるものです。
　あなたの人生をどのように生きるか、あな

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST
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●事務所／高知新聞放送会館６階　〒780－8572　高知市本町3－2－15　　　　直通（088）824－8660
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たが自分で決めてください。それが大切なの
です。」
　私たちも生きている間は、久松さんのこと
も忘れません。
　先日、新しく就任された浜田知事が、４年
後の抱負はという質問に、「若者が残りたい
と思える高知を創れたら」と答えていらっし
ゃいました。
　本日の卓話は、高知県教育委員会事務局生
涯学習課社会教育主事の清藤政博様から「若
者の学び直しと自立支援」について、お話を
伺います。よろしくお願いいたします。
◇来訪ロータリアン及びお客さま
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
　高知ＲＣ　　野村　茂 氏
◇ＩＭの案内
　（野村　茂ガバナー補佐・高知ＲＣ）

　来年２月15日㈯、ＩＭ
が開催されます。受付13
時、本会議13時30分から。
　メインテーマ「ロータ
リークラブの奉仕活動に
ついて」。

　第１部は2007－08年度の稲山ガバナーより
「職業奉仕について」の講話。第２部は、各
クラブからの事例紹介を行います。

　ＩＭを通じて、皆さんのご意見、ご希望を
お聞きしたいと思っていますので、奮って出
席をよろしくお願いいたします。
◇鬼田知明会員挨拶
　先日は、父の葬儀に際し、ご会葬、お心使
いをいただき本当にありがとうございました。
私にとって身内が亡くなるのは初めてのこと
で、とても不安でしたが、ロータリーの皆さ
まにご参列いただいたことで、勇気づけられ
ました。しかし翌日、久松会員が亡くなられ、
大変寂しく思っています。
　私どもの葬儀は、お陰様で滞りなく終了で
きました。ありがとうございました。
◇会員増強・退会防止委員会より
　先日、新規会員見込み紹介キャンペーンを
行い、11月20日現在、数人の候補が挙がりま
した。皆さんの中で、この方達を知っている、
親しいという方があれば、委員会までご連絡
ください。なお、候補者の方々、ご本人には
まだ承諾を得ていませんので、その点はご了
承いただきたいと思います。
◇職業奉仕委員会より
　来年１月22日㈬、12時半から護国神社にて
職場例会を行います。別役重具会員から「護
国神社の歴史に」ついて卓話をしていただき
ます。詳細はＦＡＸにてお知らせします。

践発表をする会で、今年で５年目になります。
皆さんにもご参加いただきたいし、周知の方

■高知東ＲＣ当面の日程
12月25日㈬　ロータリー休日
2020年
１月１日㈬　休会（国民の祝日）
１月８日㈬　時間変更例会
　　　　　　　　　（ザ クラウンパレス）
１月８日㈬　定例理事会
１月12日㈰　水曜会バザー
　　　　　　場所：中央公園大丸前 10：00～
１月22日㈬　職場例会
１月22日㈬　役員会
１月29日㈬　ロータリー休日

■例会変更のお知らせ
高知南ＲＣ　　12月19日㈭　年内最終夜間例会
高知中央ＲＣ　12月19日㈭　クリスマス夜間例会
高知西ＲＣ　　12月20日㈮　忘年夜間例会
高知北ＲＣ　　12月23日㈪　クリスマス夜間例会
高知ＲＣ　　　12月24日㈫　忘年夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月24日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　12月26日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　12月26日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　12月27日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　12月30日㈪　年末休み
高知ＲＣ　　　12月31日㈫　年末休み
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月31日㈫　年末休み
高知南ＲＣ　　１月２日㈭　年始休会
高知中央ＲＣ　１月２日㈭　年始休会
高知西ＲＣ　　１月３日㈮　年始休会
高知北ＲＣ　　１月６日㈪　新年夜間例会
高知南ＲＣ　　１月９日㈭　新年夜間例会
高知中央ＲＣ　１月９日㈭　新年夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　１月14日㈫　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　１月17日㈮　新年夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　１月21日㈫　新年夜間例会
高知南ＲＣ　　１月30日㈭　職場例会

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
789,462円

27,750円

817,212円

7,170円

410円

7,580円

796,632円

28,160円

824,792円

チビニコ 合　計

12月11日
今期の累計

国公私立高校中途退学者334人、1.7％。刑法
犯少年（14～19歳）は151人。私が高校の教
員のとき生徒指導はタバコなどが多かったの
ですが、現在は、このような目に見える犯罪
は減っています。しかし、家に籠もってスマ
ホやインターネットなど、今までとは違う問
題が多くなっています。
　こういった現状を踏まえて、若者の学びな
おしが必要ではないかということで、平成19
年に若者サポートステーションを立ち上げま
した。拠点とサテライトを含めて県内５ヵ所
に設置され、就学・就労に向けた支援を行っ
ています。例えば面接を受けてもいつも落ち
る。就職しても人間関係がうまくいかず、す
ぐに辞めてしまうといった子たちを中心に、
心理面談、就学に向けた支援、キャリアコン
サルタントの面談、社会適応能力を見につけ
るトレーニング等々、若者の自立に向けた支
援を行っています。
　平成19年から平成31年までのステーション
の利用状況としては、来所延べ人数は８万
1,143人、相談延べ件数５万8,421件、登録者
数は2,696人。平成30年でいうと、来所延べ
人数9,240人、相談延べ件数１万870件、登録
者数は339人、うち進路決定者256人。内訳
は、正規雇用16人、派遣社員・アルバイトが
193人、進学・復学24人、予備校・高卒認定
20人、その他３人となっています。毎年約
300人が新規登録していますので、それだけ
ニーズがあるということです。
　県連絡会、地区別連絡会等、市町村の支援
機関や関係機関とも連携をして支援を行って
いますが、連携がうまくいかなかったり、個
人情報という部分で、そこに居るのは知って
いるけどアプローチできないといったケース
もあります。ただ、サポステだけでは県内全
部には手が届かないため市町村にも頑張って
ほしいのですが、市町村も十分に態勢をつく
れないというのが現状です。
　そこで、皆さんにもお願いしたいのは、い
ろんなところから若者の支援はどうなってい
るのと声を上げていただきたいということで
す。こんな子がいるけどという情報があれば
動きやすいのですが、我々だけでは、なかな
か分かりません。皆さんからの声が上がれば、
県や市町村のいろんな機関が手を取り合って

支援の形がつくれるのではないかと思います。
　高知県の学びなおし自立支援は、他県にな
い仕組みをとっています。中学校卒業時及び
高校中退時進路未定者の若者サポートステー
ションへの誘導として「若者はばたけネット」
があります。これは県立学校のみですが、中
途退学した際、各学校から情報提供をしてい
ただきサポートステーションと共有し、サポ
ステからアプローチする形をとっています。
これは本人・保護者の同意なくできるもので、
平成22年から運用しています。もちろん、説
明責任はしっかり果たさないといけないので
すが、情報が来るため漏れなくアプローチが
でき、その中で支援が必要だと思う子にはサ
ポステの支援を受けていただきます。サポー
トステーションは、全国的にはほぼ就労支援
部局が所管していますが、高知県では教育委
員会が所管して、生徒の個人情報も含めて学
校との連携も行っています。このシステムは
全国で高知県のみです。
　ただ、まだまだ課題は多くあります。サポ
ステから子どもたちにアプローチをしても、
家庭で隠したがるなど、支援は必要ないとい
うことが多々あります。若いうちは、引きこ
もりに近い状態でも、苦労せず家庭で見るこ
とができます。けれども、実際に支援が必要
になって、社協さんなんかに相談に来る段階
では周りが固まってしまって、連携がなかな
かつながらない、手遅れの状態になっている
ことがあります。まして40歳、50歳となると
大変な状態になってしまいます。やはり、中
学、高校でも早い段階、柔軟な段階から支援
をすれば回復が見込めます。また、学校の段
階では情報収集ができますが、一度就労して
しまうと学校の手が離れしまい、人との関係
で離職をしてしまっても支援の手が届かなく
なります。そこで、企業の方の目があれば、
早い段階で支援ができますし、会社と支援機
関が連携することで、雇用の維持にもつなが
っていくと思います。ぜひ、皆さんにもご理
解、ご協力をお願いして、若者の支援ができ
る態勢をみんなでつくっていけたらと思って
います。
　最後に、高知県社会教育実践交流会につい
て。これは、高知県の社会教育の団体である
子ども会、婦人会、青年団等々が集まって実

もよろしくお願いします。
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「若者の学びなおしと
　　　　　　　　自立支援」

◇ゲストスピーチ 高知県教育委員会事務局生涯学習課社会教育主事  清藤　政博 氏

　今、私が担当している「若者の学びなおし
と自立支援事業」は、厚労省の事業を活用し
て、若者サポートステーションを中心に取り
組んでいるものです。主に就労支援を行うも
のですが、県では、若者の学びなおし、就学
支援も併せて行っています。
　高知県における困難を抱える若者の現状
は、平成27年の調査で、若年無業者（15歳～

39歳で仕事をしていない、学校へも通ってい
ない、家事手伝いという明確なものもない）
は3,312人。再来年には、またこの調査が行
われますが、余り改善をしているとは言いが
たい現状です。不登校生徒数は小中学校で
1,059人、高校で320人。全国的に見ても余り
いい数字ではありません。平成31年３月中学
校卒業時進路未定者47人（留学者を含む）。

お礼申し上げます。
 ● 岡本淳一　久松会員のご冥福をお祈りしま
す。
 ● 福岡満喜子　会員増強委員会で入会の候補
者を発表いたしました。お知り合いだという
方はよろしくお願いします。
 ● 西内俊介　先日の社会奉仕の年末防犯パト
ロールに多数のご出席ありがとうございまし
た。すきやきもおいしかったです。ただ、私
は社会奉仕より職業奉仕の方が似合っている
感じがしました（笑）
 ● 中越貴宣　妻の誕生祝いありがとうござい
ます。
 ● 松岡英雄　誕生日お礼。
 ● サロンイースト協力金として　いつもあり
がとうございます。
◇早退　１件

　久松啓一さん、この度の突然のお別れに、まだ心の整理がつきません。
　ご家族、ご親族の皆様も、あまりにも予期できないことで、さぞお嘆きのこととお察し申
し上げます。
　久松さんはご承知の通り、現在のミヤジ・ホールディングスの前身である宮地電機の専務
を務められ、いわば大番頭として先代社長を支え、会社の発展に尽くされました。その一方
で、高知東ロータリークラブで会長を務めるなど、クラブの中心的な役割を果たされてきま
した。
　今期になって２カ月の入院生活を経て、先週12月４日㈬、ひさしぶりに例会に出席され、
これからは治療しながら、例会に出席すると約束していただいた矢先のことでした。
　こんな悲しい、辛い役目を私がすることになろうとは、これも久松さん、貴方の望みなの
でしょうか。
　久松さんが2010年度高知東ロータリークラブの会長を務めるにあたって、幹事に指名され
たのが私でした。当時の私は、まだ先輩方のお話にただ感心するばかりの未熟な会員でした
が、意を決してお引き受けし、準備から合わせて2年間、ご一緒させていただきました。
　久松さんはお酒が大好きで、毎週の打合せはもっぱら盃を傾けながら、という具合でした
が、私にとっては楽しく、有意義な学びの場でもありました。そんな久松会長の思いやりの
ある、優しいご指導のもとで、私はさしたる苦労をすることもなく幹事の務めを果たすこと
ができました。
　そんな私が、今、巡り合わせかのように会長としてご遺影の前に立っています。
　久松さんが会長就任にあたって、重点項目の最初に挙げたのが「楽しいクラブ運営」でし
た。「会員相互の親睦が原点。それを通じて友を得、ともに語り合い、利他の精神で進めてい
きたい」と語られています。数字にめっぽう強く、そういった面では厳しい方で、政治経済
にも高い見識をもっておられた一方で、人を思いやる心、そしてロータリー、とりわけクラ
ブを愛する誠実で謙虚な人柄が表れた会長方針だったと思います。
　そして、思い出されるのが、昨年までの３年間、第2670地区の柳澤ガバナーの時、代表幹
事を務められた時のことです。それこそ毎日、手弁当でガバナー事務所に通い詰め、身を粉
にしてガバナーを支え、大変な苦労をされながら重責を見事に果たされました。絶対にやり
遂げるのだという、久松さんの強い信念と責任感
に、ただただ頭が下がる思いでした。
　そんな久松さんに、最後に贈りたい言葉がありま
す。久松会長年度の時の亀井ガバナーからいただい
た、アメリカの倫理学者マイケル・ジョセフソン氏
の「人生にとって何が大切か」の一節です。「大切な
ことは、貴方が死んだ時、その喪失をどれだけ多く
の人が、どれだけ永く感じ続けるかであります。ど
れだけ永く記憶に留められているかであります」。
　久松啓一さん、パスト会長、啓ちゃん……今日
で、最後のお別れをしないといけないのは本当に残
念で、悲しい。でも、私たちは生きている限り、貴
方のことを決して忘れません。
　どうか安らかにお眠りください。
　久松さん、今までありがとうございました。

弔　辞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会長  前川美智子

年末防犯パトロール
2019年12月６日㈮　於：中央公園



◇出席率報告

 ● 清藤政博　お車代をニコニコへ。
 ● 前川美智子　12月６日㈮の年末防犯パトロ
ールでは、西内委員長をはじめ大変お世話に
なりました。ご参加の皆さま、お疲れ様でし
た。親睦会では、サプライズのお誕生日ケー
キをご用意してくださり、ローソクの灯を
永さんと吹き、記念になりました。ありがと
うございました。また、先週土日の鬼田さん
の御尊父様の通夜式、告別式には、親睦委員
長・岡﨑さん、永野（正）さん、岡本幹事、
大変お世話になりありがとうございました。

高知東ロータリークラブ週報
第2402号
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本日　12月18日㈬ 18：30  ラ・ヴィータ

　　　 　忘　　年　　夜　　間　　例　　会

次週　12月25日㈬ 

　　　 　ロ　ー　タ　リ　ー　休　日

第2448回　例会報告／令和元年12月11日　天候　晴

◇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。
皆さまもご存知のとおり、
パスト会長・久松啓一さ
んがお亡くなりになりま
した。先週の例会に久し
振りにお見えになり、退

院の挨拶、お礼をお聞きしたばかりでしたが、
９日月曜日の朝いつもどおり８時に自宅を出
られてから、20分後、突然様態が急変し、車
を路肩に寄せて止めたそうです。８時という
と、通勤時間のまっただ中、走行中に急に止
まれば大事故になったかもしれません。日ご
ろの久松さんらしい、周りを思いやる生き方
が最後まで貫かれたのだろうと感じました。
　突然のお別れ、非常に残念でたまりません。
それでは、久松啓一さんのご冥福をお祈りし、
黙とうをいたします。
　今晩のお通夜は18時から、13日の告別式は
12時から、ともに心月記にて行います。岡﨑
委員長はじめ親睦委員会の皆さんにはお世話
をかけますがよろしくお願いいたします。　
　先日、ＮＨＫで震災の特別番組が４回連続
で放送されていましたが、人間は年齢順では
ない、いつどうなるか分からないと。また、
私の友人が夜、ご主人に○○してと頼まれた
けれど、分かった明日の朝するからと答えて、
その次の朝、ご主人が起きてこなかったとい

うことがありました。彼女の嘆きと悲しみは
測りしれません。
　１日の終わりにけんかしていたら、ちゃん
とごめんと謝り仲直りをしよう。明日がない
かもしれない。１日の終わりにはきちんとそ
の日を振り返り、やり残したことがないか考
えるようにしようと思います。朝目が覚めた
ら、自分の身体にありがとうと、寝てる間に
も血液は流れ、心臓は動いてくれている。な
んてありがたいことか。身体に感謝します。
　久松さんが会長のとき、私は幹事をさせて
いただきました。そのときの亀井義弘ガバナ
ーからいただいた言葉を、皆さんのレターボ
ックスに入れました。一部をご紹介します。
「大切なことは、あなたが学んだことではな
く、あなたが教えたことです。
　大切なことは、あなたの能力ではなく、あ
なたの人格です。
　大切なことは、あなたがどれだけ多くの人
を知っていたかではなく、あなたが死んだと
き、その喪失をどれだけ多くの人が、どれだ
け永く感じ続けるかです。
　大切なことは、あなたの記憶ではなく、あ
なたを愛した人々の記憶です。
　大切なことは、あなたが愛した人々より、
どれだけ永く記憶にとめられているかです。
　大切な価値ある人生は、突然生まれるもの
でもなく、環境によるものでもなく、それは
あなたの選択によるものです。
　あなたの人生をどのように生きるか、あな
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たが自分で決めてください。それが大切なの
です。」
　私たちも生きている間は、久松さんのこと
も忘れません。
　先日、新しく就任された浜田知事が、４年
後の抱負はという質問に、「若者が残りたい
と思える高知を創れたら」と答えていらっし
ゃいました。
　本日の卓話は、高知県教育委員会事務局生
涯学習課社会教育主事の清藤政博様から「若
者の学び直しと自立支援」について、お話を
伺います。よろしくお願いいたします。
◇来訪ロータリアン及びお客さま
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
　高知ＲＣ　　野村　茂 氏
◇ＩＭの案内
　（野村　茂ガバナー補佐・高知ＲＣ）

　来年２月15日㈯、ＩＭ
が開催されます。受付13
時、本会議13時30分から。
　メインテーマ「ロータ
リークラブの奉仕活動に
ついて」。

　第１部は2007－08年度の稲山ガバナーより
「職業奉仕について」の講話。第２部は、各
クラブからの事例紹介を行います。

　ＩＭを通じて、皆さんのご意見、ご希望を
お聞きしたいと思っていますので、奮って出
席をよろしくお願いいたします。
◇鬼田知明会員挨拶
　先日は、父の葬儀に際し、ご会葬、お心使
いをいただき本当にありがとうございました。
私にとって身内が亡くなるのは初めてのこと
で、とても不安でしたが、ロータリーの皆さ
まにご参列いただいたことで、勇気づけられ
ました。しかし翌日、久松会員が亡くなられ、
大変寂しく思っています。
　私どもの葬儀は、お陰様で滞りなく終了で
きました。ありがとうございました。
◇会員増強・退会防止委員会より
　先日、新規会員見込み紹介キャンペーンを
行い、11月20日現在、数人の候補が挙がりま
した。皆さんの中で、この方達を知っている、
親しいという方があれば、委員会までご連絡
ください。なお、候補者の方々、ご本人には
まだ承諾を得ていませんので、その点はご了
承いただきたいと思います。
◇職業奉仕委員会より
　来年１月22日㈬、12時半から護国神社にて
職場例会を行います。別役重具会員から「護
国神社の歴史に」ついて卓話をしていただき
ます。詳細はＦＡＸにてお知らせします。

践発表をする会で、今年で５年目になります。
皆さんにもご参加いただきたいし、周知の方

■高知東ＲＣ当面の日程
12月25日㈬　ロータリー休日
2020年
１月１日㈬　休会（国民の祝日）
１月８日㈬　時間変更例会
　　　　　　　　　（ザ クラウンパレス）
１月８日㈬　定例理事会
１月12日㈰　水曜会バザー
　　　　　　場所：中央公園大丸前 10：00～
１月22日㈬　職場例会
１月22日㈬　役員会
１月29日㈬　ロータリー休日

■例会変更のお知らせ
高知南ＲＣ　　12月19日㈭　年内最終夜間例会
高知中央ＲＣ　12月19日㈭　クリスマス夜間例会
高知西ＲＣ　　12月20日㈮　忘年夜間例会
高知北ＲＣ　　12月23日㈪　クリスマス夜間例会
高知ＲＣ　　　12月24日㈫　忘年夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月24日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　12月26日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　12月26日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　12月27日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　12月30日㈪　年末休み
高知ＲＣ　　　12月31日㈫　年末休み
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月31日㈫　年末休み
高知南ＲＣ　　１月２日㈭　年始休会
高知中央ＲＣ　１月２日㈭　年始休会
高知西ＲＣ　　１月３日㈮　年始休会
高知北ＲＣ　　１月６日㈪　新年夜間例会
高知南ＲＣ　　１月９日㈭　新年夜間例会
高知中央ＲＣ　１月９日㈭　新年夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　１月14日㈫　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　１月17日㈮　新年夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　１月21日㈫　新年夜間例会
高知南ＲＣ　　１月30日㈭　職場例会

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
789,462円

27,750円

817,212円

7,170円

410円

7,580円

796,632円

28,160円

824,792円

チビニコ 合　計

12月11日
今期の累計

国公私立高校中途退学者334人、1.7％。刑法
犯少年（14～19歳）は151人。私が高校の教
員のとき生徒指導はタバコなどが多かったの
ですが、現在は、このような目に見える犯罪
は減っています。しかし、家に籠もってスマ
ホやインターネットなど、今までとは違う問
題が多くなっています。
　こういった現状を踏まえて、若者の学びな
おしが必要ではないかということで、平成19
年に若者サポートステーションを立ち上げま
した。拠点とサテライトを含めて県内５ヵ所
に設置され、就学・就労に向けた支援を行っ
ています。例えば面接を受けてもいつも落ち
る。就職しても人間関係がうまくいかず、す
ぐに辞めてしまうといった子たちを中心に、
心理面談、就学に向けた支援、キャリアコン
サルタントの面談、社会適応能力を見につけ
るトレーニング等々、若者の自立に向けた支
援を行っています。
　平成19年から平成31年までのステーション
の利用状況としては、来所延べ人数は８万
1,143人、相談延べ件数５万8,421件、登録者
数は2,696人。平成30年でいうと、来所延べ
人数9,240人、相談延べ件数１万870件、登録
者数は339人、うち進路決定者256人。内訳
は、正規雇用16人、派遣社員・アルバイトが
193人、進学・復学24人、予備校・高卒認定
20人、その他３人となっています。毎年約
300人が新規登録していますので、それだけ
ニーズがあるということです。
　県連絡会、地区別連絡会等、市町村の支援
機関や関係機関とも連携をして支援を行って
いますが、連携がうまくいかなかったり、個
人情報という部分で、そこに居るのは知って
いるけどアプローチできないといったケース
もあります。ただ、サポステだけでは県内全
部には手が届かないため市町村にも頑張って
ほしいのですが、市町村も十分に態勢をつく
れないというのが現状です。
　そこで、皆さんにもお願いしたいのは、い
ろんなところから若者の支援はどうなってい
るのと声を上げていただきたいということで
す。こんな子がいるけどという情報があれば
動きやすいのですが、我々だけでは、なかな
か分かりません。皆さんからの声が上がれば、
県や市町村のいろんな機関が手を取り合って

支援の形がつくれるのではないかと思います。
　高知県の学びなおし自立支援は、他県にな
い仕組みをとっています。中学校卒業時及び
高校中退時進路未定者の若者サポートステー
ションへの誘導として「若者はばたけネット」
があります。これは県立学校のみですが、中
途退学した際、各学校から情報提供をしてい
ただきサポートステーションと共有し、サポ
ステからアプローチする形をとっています。
これは本人・保護者の同意なくできるもので、
平成22年から運用しています。もちろん、説
明責任はしっかり果たさないといけないので
すが、情報が来るため漏れなくアプローチが
でき、その中で支援が必要だと思う子にはサ
ポステの支援を受けていただきます。サポー
トステーションは、全国的にはほぼ就労支援
部局が所管していますが、高知県では教育委
員会が所管して、生徒の個人情報も含めて学
校との連携も行っています。このシステムは
全国で高知県のみです。
　ただ、まだまだ課題は多くあります。サポ
ステから子どもたちにアプローチをしても、
家庭で隠したがるなど、支援は必要ないとい
うことが多々あります。若いうちは、引きこ
もりに近い状態でも、苦労せず家庭で見るこ
とができます。けれども、実際に支援が必要
になって、社協さんなんかに相談に来る段階
では周りが固まってしまって、連携がなかな
かつながらない、手遅れの状態になっている
ことがあります。まして40歳、50歳となると
大変な状態になってしまいます。やはり、中
学、高校でも早い段階、柔軟な段階から支援
をすれば回復が見込めます。また、学校の段
階では情報収集ができますが、一度就労して
しまうと学校の手が離れしまい、人との関係
で離職をしてしまっても支援の手が届かなく
なります。そこで、企業の方の目があれば、
早い段階で支援ができますし、会社と支援機
関が連携することで、雇用の維持にもつなが
っていくと思います。ぜひ、皆さんにもご理
解、ご協力をお願いして、若者の支援ができ
る態勢をみんなでつくっていけたらと思って
います。
　最後に、高知県社会教育実践交流会につい
て。これは、高知県の社会教育の団体である
子ども会、婦人会、青年団等々が集まって実

もよろしくお願いします。
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「若者の学びなおしと
　　　　　　　　自立支援」

◇ゲストスピーチ 高知県教育委員会事務局生涯学習課社会教育主事  清藤　政博 氏

　今、私が担当している「若者の学びなおし
と自立支援事業」は、厚労省の事業を活用し
て、若者サポートステーションを中心に取り
組んでいるものです。主に就労支援を行うも
のですが、県では、若者の学びなおし、就学
支援も併せて行っています。
　高知県における困難を抱える若者の現状
は、平成27年の調査で、若年無業者（15歳～

39歳で仕事をしていない、学校へも通ってい
ない、家事手伝いという明確なものもない）
は3,312人。再来年には、またこの調査が行
われますが、余り改善をしているとは言いが
たい現状です。不登校生徒数は小中学校で
1,059人、高校で320人。全国的に見ても余り
いい数字ではありません。平成31年３月中学
校卒業時進路未定者47人（留学者を含む）。

お礼申し上げます。
 ● 岡本淳一　久松会員のご冥福をお祈りしま
す。
 ● 福岡満喜子　会員増強委員会で入会の候補
者を発表いたしました。お知り合いだという
方はよろしくお願いします。
 ● 西内俊介　先日の社会奉仕の年末防犯パト
ロールに多数のご出席ありがとうございまし
た。すきやきもおいしかったです。ただ、私
は社会奉仕より職業奉仕の方が似合っている
感じがしました（笑）
 ● 中越貴宣　妻の誕生祝いありがとうござい
ます。
 ● 松岡英雄　誕生日お礼。
 ● サロンイースト協力金として　いつもあり
がとうございます。
◇早退　１件

　久松啓一さん、この度の突然のお別れに、まだ心の整理がつきません。
　ご家族、ご親族の皆様も、あまりにも予期できないことで、さぞお嘆きのこととお察し申
し上げます。
　久松さんはご承知の通り、現在のミヤジ・ホールディングスの前身である宮地電機の専務
を務められ、いわば大番頭として先代社長を支え、会社の発展に尽くされました。その一方
で、高知東ロータリークラブで会長を務めるなど、クラブの中心的な役割を果たされてきま
した。
　今期になって２カ月の入院生活を経て、先週12月４日㈬、ひさしぶりに例会に出席され、
これからは治療しながら、例会に出席すると約束していただいた矢先のことでした。
　こんな悲しい、辛い役目を私がすることになろうとは、これも久松さん、貴方の望みなの
でしょうか。
　久松さんが2010年度高知東ロータリークラブの会長を務めるにあたって、幹事に指名され
たのが私でした。当時の私は、まだ先輩方のお話にただ感心するばかりの未熟な会員でした
が、意を決してお引き受けし、準備から合わせて2年間、ご一緒させていただきました。
　久松さんはお酒が大好きで、毎週の打合せはもっぱら盃を傾けながら、という具合でした
が、私にとっては楽しく、有意義な学びの場でもありました。そんな久松会長の思いやりの
ある、優しいご指導のもとで、私はさしたる苦労をすることもなく幹事の務めを果たすこと
ができました。
　そんな私が、今、巡り合わせかのように会長としてご遺影の前に立っています。
　久松さんが会長就任にあたって、重点項目の最初に挙げたのが「楽しいクラブ運営」でし
た。「会員相互の親睦が原点。それを通じて友を得、ともに語り合い、利他の精神で進めてい
きたい」と語られています。数字にめっぽう強く、そういった面では厳しい方で、政治経済
にも高い見識をもっておられた一方で、人を思いやる心、そしてロータリー、とりわけクラ
ブを愛する誠実で謙虚な人柄が表れた会長方針だったと思います。
　そして、思い出されるのが、昨年までの３年間、第2670地区の柳澤ガバナーの時、代表幹
事を務められた時のことです。それこそ毎日、手弁当でガバナー事務所に通い詰め、身を粉
にしてガバナーを支え、大変な苦労をされながら重責を見事に果たされました。絶対にやり
遂げるのだという、久松さんの強い信念と責任感
に、ただただ頭が下がる思いでした。
　そんな久松さんに、最後に贈りたい言葉がありま
す。久松会長年度の時の亀井ガバナーからいただい
た、アメリカの倫理学者マイケル・ジョセフソン氏
の「人生にとって何が大切か」の一節です。「大切な
ことは、貴方が死んだ時、その喪失をどれだけ多く
の人が、どれだけ永く感じ続けるかであります。ど
れだけ永く記憶に留められているかであります」。
　久松啓一さん、パスト会長、啓ちゃん……今日
で、最後のお別れをしないといけないのは本当に残
念で、悲しい。でも、私たちは生きている限り、貴
方のことを決して忘れません。
　どうか安らかにお眠りください。
　久松さん、今までありがとうございました。

弔　辞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会長  前川美智子

年末防犯パトロール
2019年12月６日㈮　於：中央公園



◇出席率報告

 ● 清藤政博　お車代をニコニコへ。
 ● 前川美智子　12月６日㈮の年末防犯パトロ
ールでは、西内委員長をはじめ大変お世話に
なりました。ご参加の皆さま、お疲れ様でし
た。親睦会では、サプライズのお誕生日ケー
キをご用意してくださり、ローソクの灯を
永さんと吹き、記念になりました。ありがと
うございました。また、先週土日の鬼田さん
の御尊父様の通夜式、告別式には、親睦委員
長・岡﨑さん、永野（正）さん、岡本幹事、
大変お世話になりありがとうございました。

高知東ロータリークラブ週報
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本日　12月18日㈬ 18：30  ラ・ヴィータ

　　　 　忘　　年　　夜　　間　　例　　会

次週　12月25日㈬ 

　　　 　ロ　ー　タ　リ　ー　休　日

第2448回　例会報告／令和元年12月11日　天候　晴

◇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。
皆さまもご存知のとおり、
パスト会長・久松啓一さ
んがお亡くなりになりま
した。先週の例会に久し
振りにお見えになり、退

院の挨拶、お礼をお聞きしたばかりでしたが、
９日月曜日の朝いつもどおり８時に自宅を出
られてから、20分後、突然様態が急変し、車
を路肩に寄せて止めたそうです。８時という
と、通勤時間のまっただ中、走行中に急に止
まれば大事故になったかもしれません。日ご
ろの久松さんらしい、周りを思いやる生き方
が最後まで貫かれたのだろうと感じました。
　突然のお別れ、非常に残念でたまりません。
それでは、久松啓一さんのご冥福をお祈りし、
黙とうをいたします。
　今晩のお通夜は18時から、13日の告別式は
12時から、ともに心月記にて行います。岡﨑
委員長はじめ親睦委員会の皆さんにはお世話
をかけますがよろしくお願いいたします。　
　先日、ＮＨＫで震災の特別番組が４回連続
で放送されていましたが、人間は年齢順では
ない、いつどうなるか分からないと。また、
私の友人が夜、ご主人に○○してと頼まれた
けれど、分かった明日の朝するからと答えて、
その次の朝、ご主人が起きてこなかったとい

うことがありました。彼女の嘆きと悲しみは
測りしれません。
　１日の終わりにけんかしていたら、ちゃん
とごめんと謝り仲直りをしよう。明日がない
かもしれない。１日の終わりにはきちんとそ
の日を振り返り、やり残したことがないか考
えるようにしようと思います。朝目が覚めた
ら、自分の身体にありがとうと、寝てる間に
も血液は流れ、心臓は動いてくれている。な
んてありがたいことか。身体に感謝します。
　久松さんが会長のとき、私は幹事をさせて
いただきました。そのときの亀井義弘ガバナ
ーからいただいた言葉を、皆さんのレターボ
ックスに入れました。一部をご紹介します。
「大切なことは、あなたが学んだことではな
く、あなたが教えたことです。
　大切なことは、あなたの能力ではなく、あ
なたの人格です。
　大切なことは、あなたがどれだけ多くの人
を知っていたかではなく、あなたが死んだと
き、その喪失をどれだけ多くの人が、どれだ
け永く感じ続けるかです。
　大切なことは、あなたの記憶ではなく、あ
なたを愛した人々の記憶です。
　大切なことは、あなたが愛した人々より、
どれだけ永く記憶にとめられているかです。
　大切な価値ある人生は、突然生まれるもの
でもなく、環境によるものでもなく、それは
あなたの選択によるものです。
　あなたの人生をどのように生きるか、あな
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たが自分で決めてください。それが大切なの
です。」
　私たちも生きている間は、久松さんのこと
も忘れません。
　先日、新しく就任された浜田知事が、４年
後の抱負はという質問に、「若者が残りたい
と思える高知を創れたら」と答えていらっし
ゃいました。
　本日の卓話は、高知県教育委員会事務局生
涯学習課社会教育主事の清藤政博様から「若
者の学び直しと自立支援」について、お話を
伺います。よろしくお願いいたします。
◇来訪ロータリアン及びお客さま
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
　高知ＲＣ　　野村　茂 氏
◇ＩＭの案内
　（野村　茂ガバナー補佐・高知ＲＣ）

　来年２月15日㈯、ＩＭ
が開催されます。受付13
時、本会議13時30分から。
　メインテーマ「ロータ
リークラブの奉仕活動に
ついて」。

　第１部は2007－08年度の稲山ガバナーより
「職業奉仕について」の講話。第２部は、各
クラブからの事例紹介を行います。

　ＩＭを通じて、皆さんのご意見、ご希望を
お聞きしたいと思っていますので、奮って出
席をよろしくお願いいたします。
◇鬼田知明会員挨拶
　先日は、父の葬儀に際し、ご会葬、お心使
いをいただき本当にありがとうございました。
私にとって身内が亡くなるのは初めてのこと
で、とても不安でしたが、ロータリーの皆さ
まにご参列いただいたことで、勇気づけられ
ました。しかし翌日、久松会員が亡くなられ、
大変寂しく思っています。
　私どもの葬儀は、お陰様で滞りなく終了で
きました。ありがとうございました。
◇会員増強・退会防止委員会より
　先日、新規会員見込み紹介キャンペーンを
行い、11月20日現在、数人の候補が挙がりま
した。皆さんの中で、この方達を知っている、
親しいという方があれば、委員会までご連絡
ください。なお、候補者の方々、ご本人には
まだ承諾を得ていませんので、その点はご了
承いただきたいと思います。
◇職業奉仕委員会より
　来年１月22日㈬、12時半から護国神社にて
職場例会を行います。別役重具会員から「護
国神社の歴史に」ついて卓話をしていただき
ます。詳細はＦＡＸにてお知らせします。

践発表をする会で、今年で５年目になります。
皆さんにもご参加いただきたいし、周知の方

■高知東ＲＣ当面の日程
12月25日㈬　ロータリー休日
2020年
１月１日㈬　休会（国民の祝日）
１月８日㈬　時間変更例会
　　　　　　　　　（ザ クラウンパレス）
１月８日㈬　定例理事会
１月12日㈰　水曜会バザー
　　　　　　場所：中央公園大丸前 10：00～
１月22日㈬　職場例会
１月22日㈬　役員会
１月29日㈬　ロータリー休日

■例会変更のお知らせ
高知南ＲＣ　　12月19日㈭　年内最終夜間例会
高知中央ＲＣ　12月19日㈭　クリスマス夜間例会
高知西ＲＣ　　12月20日㈮　忘年夜間例会
高知北ＲＣ　　12月23日㈪　クリスマス夜間例会
高知ＲＣ　　　12月24日㈫　忘年夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月24日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　12月26日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　12月26日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　12月27日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　12月30日㈪　年末休み
高知ＲＣ　　　12月31日㈫　年末休み
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月31日㈫　年末休み
高知南ＲＣ　　１月２日㈭　年始休会
高知中央ＲＣ　１月２日㈭　年始休会
高知西ＲＣ　　１月３日㈮　年始休会
高知北ＲＣ　　１月６日㈪　新年夜間例会
高知南ＲＣ　　１月９日㈭　新年夜間例会
高知中央ＲＣ　１月９日㈭　新年夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　１月14日㈫　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　１月17日㈮　新年夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　１月21日㈫　新年夜間例会
高知南ＲＣ　　１月30日㈭　職場例会

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
789,462円

27,750円

817,212円

7,170円

410円

7,580円

796,632円

28,160円

824,792円

チビニコ 合　計

12月11日
今期の累計

国公私立高校中途退学者334人、1.7％。刑法
犯少年（14～19歳）は151人。私が高校の教
員のとき生徒指導はタバコなどが多かったの
ですが、現在は、このような目に見える犯罪
は減っています。しかし、家に籠もってスマ
ホやインターネットなど、今までとは違う問
題が多くなっています。
　こういった現状を踏まえて、若者の学びな
おしが必要ではないかということで、平成19
年に若者サポートステーションを立ち上げま
した。拠点とサテライトを含めて県内５ヵ所
に設置され、就学・就労に向けた支援を行っ
ています。例えば面接を受けてもいつも落ち
る。就職しても人間関係がうまくいかず、す
ぐに辞めてしまうといった子たちを中心に、
心理面談、就学に向けた支援、キャリアコン
サルタントの面談、社会適応能力を見につけ
るトレーニング等々、若者の自立に向けた支
援を行っています。
　平成19年から平成31年までのステーション
の利用状況としては、来所延べ人数は８万
1,143人、相談延べ件数５万8,421件、登録者
数は2,696人。平成30年でいうと、来所延べ
人数9,240人、相談延べ件数１万870件、登録
者数は339人、うち進路決定者256人。内訳
は、正規雇用16人、派遣社員・アルバイトが
193人、進学・復学24人、予備校・高卒認定
20人、その他３人となっています。毎年約
300人が新規登録していますので、それだけ
ニーズがあるということです。
　県連絡会、地区別連絡会等、市町村の支援
機関や関係機関とも連携をして支援を行って
いますが、連携がうまくいかなかったり、個
人情報という部分で、そこに居るのは知って
いるけどアプローチできないといったケース
もあります。ただ、サポステだけでは県内全
部には手が届かないため市町村にも頑張って
ほしいのですが、市町村も十分に態勢をつく
れないというのが現状です。
　そこで、皆さんにもお願いしたいのは、い
ろんなところから若者の支援はどうなってい
るのと声を上げていただきたいということで
す。こんな子がいるけどという情報があれば
動きやすいのですが、我々だけでは、なかな
か分かりません。皆さんからの声が上がれば、
県や市町村のいろんな機関が手を取り合って

支援の形がつくれるのではないかと思います。
　高知県の学びなおし自立支援は、他県にな
い仕組みをとっています。中学校卒業時及び
高校中退時進路未定者の若者サポートステー
ションへの誘導として「若者はばたけネット」
があります。これは県立学校のみですが、中
途退学した際、各学校から情報提供をしてい
ただきサポートステーションと共有し、サポ
ステからアプローチする形をとっています。
これは本人・保護者の同意なくできるもので、
平成22年から運用しています。もちろん、説
明責任はしっかり果たさないといけないので
すが、情報が来るため漏れなくアプローチが
でき、その中で支援が必要だと思う子にはサ
ポステの支援を受けていただきます。サポー
トステーションは、全国的にはほぼ就労支援
部局が所管していますが、高知県では教育委
員会が所管して、生徒の個人情報も含めて学
校との連携も行っています。このシステムは
全国で高知県のみです。
　ただ、まだまだ課題は多くあります。サポ
ステから子どもたちにアプローチをしても、
家庭で隠したがるなど、支援は必要ないとい
うことが多々あります。若いうちは、引きこ
もりに近い状態でも、苦労せず家庭で見るこ
とができます。けれども、実際に支援が必要
になって、社協さんなんかに相談に来る段階
では周りが固まってしまって、連携がなかな
かつながらない、手遅れの状態になっている
ことがあります。まして40歳、50歳となると
大変な状態になってしまいます。やはり、中
学、高校でも早い段階、柔軟な段階から支援
をすれば回復が見込めます。また、学校の段
階では情報収集ができますが、一度就労して
しまうと学校の手が離れしまい、人との関係
で離職をしてしまっても支援の手が届かなく
なります。そこで、企業の方の目があれば、
早い段階で支援ができますし、会社と支援機
関が連携することで、雇用の維持にもつなが
っていくと思います。ぜひ、皆さんにもご理
解、ご協力をお願いして、若者の支援ができ
る態勢をみんなでつくっていけたらと思って
います。
　最後に、高知県社会教育実践交流会につい
て。これは、高知県の社会教育の団体である
子ども会、婦人会、青年団等々が集まって実

もよろしくお願いします。

12月11日

11月27日

総数
－3 54
－6 55

出席
43
37

欠席
1
0

メイク
アップ HC出席率

79.63％

67.27％

出席率
98.04％

100％

7
12

「若者の学びなおしと
　　　　　　　　自立支援」

◇ゲストスピーチ 高知県教育委員会事務局生涯学習課社会教育主事  清藤　政博 氏

　今、私が担当している「若者の学びなおし
と自立支援事業」は、厚労省の事業を活用し
て、若者サポートステーションを中心に取り
組んでいるものです。主に就労支援を行うも
のですが、県では、若者の学びなおし、就学
支援も併せて行っています。
　高知県における困難を抱える若者の現状
は、平成27年の調査で、若年無業者（15歳～

39歳で仕事をしていない、学校へも通ってい
ない、家事手伝いという明確なものもない）
は3,312人。再来年には、またこの調査が行
われますが、余り改善をしているとは言いが
たい現状です。不登校生徒数は小中学校で
1,059人、高校で320人。全国的に見ても余り
いい数字ではありません。平成31年３月中学
校卒業時進路未定者47人（留学者を含む）。

お礼申し上げます。
 ● 岡本淳一　久松会員のご冥福をお祈りしま
す。
 ● 福岡満喜子　会員増強委員会で入会の候補
者を発表いたしました。お知り合いだという
方はよろしくお願いします。
 ● 西内俊介　先日の社会奉仕の年末防犯パト
ロールに多数のご出席ありがとうございまし
た。すきやきもおいしかったです。ただ、私
は社会奉仕より職業奉仕の方が似合っている
感じがしました（笑）
 ● 中越貴宣　妻の誕生祝いありがとうござい
ます。
 ● 松岡英雄　誕生日お礼。
 ● サロンイースト協力金として　いつもあり
がとうございます。
◇早退　１件

　久松啓一さん、この度の突然のお別れに、まだ心の整理がつきません。
　ご家族、ご親族の皆様も、あまりにも予期できないことで、さぞお嘆きのこととお察し申
し上げます。
　久松さんはご承知の通り、現在のミヤジ・ホールディングスの前身である宮地電機の専務
を務められ、いわば大番頭として先代社長を支え、会社の発展に尽くされました。その一方
で、高知東ロータリークラブで会長を務めるなど、クラブの中心的な役割を果たされてきま
した。
　今期になって２カ月の入院生活を経て、先週12月４日㈬、ひさしぶりに例会に出席され、
これからは治療しながら、例会に出席すると約束していただいた矢先のことでした。
　こんな悲しい、辛い役目を私がすることになろうとは、これも久松さん、貴方の望みなの
でしょうか。
　久松さんが2010年度高知東ロータリークラブの会長を務めるにあたって、幹事に指名され
たのが私でした。当時の私は、まだ先輩方のお話にただ感心するばかりの未熟な会員でした
が、意を決してお引き受けし、準備から合わせて2年間、ご一緒させていただきました。
　久松さんはお酒が大好きで、毎週の打合せはもっぱら盃を傾けながら、という具合でした
が、私にとっては楽しく、有意義な学びの場でもありました。そんな久松会長の思いやりの
ある、優しいご指導のもとで、私はさしたる苦労をすることもなく幹事の務めを果たすこと
ができました。
　そんな私が、今、巡り合わせかのように会長としてご遺影の前に立っています。
　久松さんが会長就任にあたって、重点項目の最初に挙げたのが「楽しいクラブ運営」でし
た。「会員相互の親睦が原点。それを通じて友を得、ともに語り合い、利他の精神で進めてい
きたい」と語られています。数字にめっぽう強く、そういった面では厳しい方で、政治経済
にも高い見識をもっておられた一方で、人を思いやる心、そしてロータリー、とりわけクラ
ブを愛する誠実で謙虚な人柄が表れた会長方針だったと思います。
　そして、思い出されるのが、昨年までの３年間、第2670地区の柳澤ガバナーの時、代表幹
事を務められた時のことです。それこそ毎日、手弁当でガバナー事務所に通い詰め、身を粉
にしてガバナーを支え、大変な苦労をされながら重責を見事に果たされました。絶対にやり
遂げるのだという、久松さんの強い信念と責任感
に、ただただ頭が下がる思いでした。
　そんな久松さんに、最後に贈りたい言葉がありま
す。久松会長年度の時の亀井ガバナーからいただい
た、アメリカの倫理学者マイケル・ジョセフソン氏
の「人生にとって何が大切か」の一節です。「大切な
ことは、貴方が死んだ時、その喪失をどれだけ多く
の人が、どれだけ永く感じ続けるかであります。ど
れだけ永く記憶に留められているかであります」。
　久松啓一さん、パスト会長、啓ちゃん……今日
で、最後のお別れをしないといけないのは本当に残
念で、悲しい。でも、私たちは生きている限り、貴
方のことを決して忘れません。
　どうか安らかにお眠りください。
　久松さん、今までありがとうございました。

弔　辞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会長  前川美智子

年末防犯パトロール
2019年12月６日㈮　於：中央公園



◇出席率報告

 ● 清藤政博　お車代をニコニコへ。
 ● 前川美智子　12月６日㈮の年末防犯パトロ
ールでは、西内委員長をはじめ大変お世話に
なりました。ご参加の皆さま、お疲れ様でし
た。親睦会では、サプライズのお誕生日ケー
キをご用意してくださり、ローソクの灯を
永さんと吹き、記念になりました。ありがと
うございました。また、先週土日の鬼田さん
の御尊父様の通夜式、告別式には、親睦委員
長・岡﨑さん、永野（正）さん、岡本幹事、
大変お世話になりありがとうございました。

高知東ロータリークラブ週報
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本日　12月18日㈬ 18：30  ラ・ヴィータ

　　　 　忘　　年　　夜　　間　　例　　会

次週　12月25日㈬ 

　　　 　ロ　ー　タ　リ　ー　休　日

第2448回　例会報告／令和元年12月11日　天候　晴

◇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。
皆さまもご存知のとおり、
パスト会長・久松啓一さ
んがお亡くなりになりま
した。先週の例会に久し
振りにお見えになり、退

院の挨拶、お礼をお聞きしたばかりでしたが、
９日月曜日の朝いつもどおり８時に自宅を出
られてから、20分後、突然様態が急変し、車
を路肩に寄せて止めたそうです。８時という
と、通勤時間のまっただ中、走行中に急に止
まれば大事故になったかもしれません。日ご
ろの久松さんらしい、周りを思いやる生き方
が最後まで貫かれたのだろうと感じました。
　突然のお別れ、非常に残念でたまりません。
それでは、久松啓一さんのご冥福をお祈りし、
黙とうをいたします。
　今晩のお通夜は18時から、13日の告別式は
12時から、ともに心月記にて行います。岡﨑
委員長はじめ親睦委員会の皆さんにはお世話
をかけますがよろしくお願いいたします。　
　先日、ＮＨＫで震災の特別番組が４回連続
で放送されていましたが、人間は年齢順では
ない、いつどうなるか分からないと。また、
私の友人が夜、ご主人に○○してと頼まれた
けれど、分かった明日の朝するからと答えて、
その次の朝、ご主人が起きてこなかったとい

うことがありました。彼女の嘆きと悲しみは
測りしれません。
　１日の終わりにけんかしていたら、ちゃん
とごめんと謝り仲直りをしよう。明日がない
かもしれない。１日の終わりにはきちんとそ
の日を振り返り、やり残したことがないか考
えるようにしようと思います。朝目が覚めた
ら、自分の身体にありがとうと、寝てる間に
も血液は流れ、心臓は動いてくれている。な
んてありがたいことか。身体に感謝します。
　久松さんが会長のとき、私は幹事をさせて
いただきました。そのときの亀井義弘ガバナ
ーからいただいた言葉を、皆さんのレターボ
ックスに入れました。一部をご紹介します。
「大切なことは、あなたが学んだことではな
く、あなたが教えたことです。
　大切なことは、あなたの能力ではなく、あ
なたの人格です。
　大切なことは、あなたがどれだけ多くの人
を知っていたかではなく、あなたが死んだと
き、その喪失をどれだけ多くの人が、どれだ
け永く感じ続けるかです。
　大切なことは、あなたの記憶ではなく、あ
なたを愛した人々の記憶です。
　大切なことは、あなたが愛した人々より、
どれだけ永く記憶にとめられているかです。
　大切な価値ある人生は、突然生まれるもの
でもなく、環境によるものでもなく、それは
あなたの選択によるものです。
　あなたの人生をどのように生きるか、あな
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たが自分で決めてください。それが大切なの
です。」
　私たちも生きている間は、久松さんのこと
も忘れません。
　先日、新しく就任された浜田知事が、４年
後の抱負はという質問に、「若者が残りたい
と思える高知を創れたら」と答えていらっし
ゃいました。
　本日の卓話は、高知県教育委員会事務局生
涯学習課社会教育主事の清藤政博様から「若
者の学び直しと自立支援」について、お話を
伺います。よろしくお願いいたします。
◇来訪ロータリアン及びお客さま
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
　高知ＲＣ　　野村　茂 氏
◇ＩＭの案内
　（野村　茂ガバナー補佐・高知ＲＣ）

　来年２月15日㈯、ＩＭ
が開催されます。受付13
時、本会議13時30分から。
　メインテーマ「ロータ
リークラブの奉仕活動に
ついて」。

　第１部は2007－08年度の稲山ガバナーより
「職業奉仕について」の講話。第２部は、各
クラブからの事例紹介を行います。

　ＩＭを通じて、皆さんのご意見、ご希望を
お聞きしたいと思っていますので、奮って出
席をよろしくお願いいたします。
◇鬼田知明会員挨拶
　先日は、父の葬儀に際し、ご会葬、お心使
いをいただき本当にありがとうございました。
私にとって身内が亡くなるのは初めてのこと
で、とても不安でしたが、ロータリーの皆さ
まにご参列いただいたことで、勇気づけられ
ました。しかし翌日、久松会員が亡くなられ、
大変寂しく思っています。
　私どもの葬儀は、お陰様で滞りなく終了で
きました。ありがとうございました。
◇会員増強・退会防止委員会より
　先日、新規会員見込み紹介キャンペーンを
行い、11月20日現在、数人の候補が挙がりま
した。皆さんの中で、この方達を知っている、
親しいという方があれば、委員会までご連絡
ください。なお、候補者の方々、ご本人には
まだ承諾を得ていませんので、その点はご了
承いただきたいと思います。
◇職業奉仕委員会より
　来年１月22日㈬、12時半から護国神社にて
職場例会を行います。別役重具会員から「護
国神社の歴史に」ついて卓話をしていただき
ます。詳細はＦＡＸにてお知らせします。

践発表をする会で、今年で５年目になります。
皆さんにもご参加いただきたいし、周知の方

■高知東ＲＣ当面の日程
12月25日㈬　ロータリー休日
2020年
１月１日㈬　休会（国民の祝日）
１月８日㈬　時間変更例会
　　　　　　　　　（ザ クラウンパレス）
１月８日㈬　定例理事会
１月12日㈰　水曜会バザー
　　　　　　場所：中央公園大丸前 10：00～
１月22日㈬　職場例会
１月22日㈬　役員会
１月29日㈬　ロータリー休日

■例会変更のお知らせ
高知南ＲＣ　　12月19日㈭　年内最終夜間例会
高知中央ＲＣ　12月19日㈭　クリスマス夜間例会
高知西ＲＣ　　12月20日㈮　忘年夜間例会
高知北ＲＣ　　12月23日㈪　クリスマス夜間例会
高知ＲＣ　　　12月24日㈫　忘年夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月24日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　12月26日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　12月26日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　12月27日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　12月30日㈪　年末休み
高知ＲＣ　　　12月31日㈫　年末休み
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月31日㈫　年末休み
高知南ＲＣ　　１月２日㈭　年始休会
高知中央ＲＣ　１月２日㈭　年始休会
高知西ＲＣ　　１月３日㈮　年始休会
高知北ＲＣ　　１月６日㈪　新年夜間例会
高知南ＲＣ　　１月９日㈭　新年夜間例会
高知中央ＲＣ　１月９日㈭　新年夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　１月14日㈫　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　１月17日㈮　新年夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　１月21日㈫　新年夜間例会
高知南ＲＣ　　１月30日㈭　職場例会

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
789,462円

27,750円

817,212円

7,170円

410円

7,580円

796,632円

28,160円

824,792円

チビニコ 合　計

12月11日
今期の累計

国公私立高校中途退学者334人、1.7％。刑法
犯少年（14～19歳）は151人。私が高校の教
員のとき生徒指導はタバコなどが多かったの
ですが、現在は、このような目に見える犯罪
は減っています。しかし、家に籠もってスマ
ホやインターネットなど、今までとは違う問
題が多くなっています。
　こういった現状を踏まえて、若者の学びな
おしが必要ではないかということで、平成19
年に若者サポートステーションを立ち上げま
した。拠点とサテライトを含めて県内５ヵ所
に設置され、就学・就労に向けた支援を行っ
ています。例えば面接を受けてもいつも落ち
る。就職しても人間関係がうまくいかず、す
ぐに辞めてしまうといった子たちを中心に、
心理面談、就学に向けた支援、キャリアコン
サルタントの面談、社会適応能力を見につけ
るトレーニング等々、若者の自立に向けた支
援を行っています。
　平成19年から平成31年までのステーション
の利用状況としては、来所延べ人数は８万
1,143人、相談延べ件数５万8,421件、登録者
数は2,696人。平成30年でいうと、来所延べ
人数9,240人、相談延べ件数１万870件、登録
者数は339人、うち進路決定者256人。内訳
は、正規雇用16人、派遣社員・アルバイトが
193人、進学・復学24人、予備校・高卒認定
20人、その他３人となっています。毎年約
300人が新規登録していますので、それだけ
ニーズがあるということです。
　県連絡会、地区別連絡会等、市町村の支援
機関や関係機関とも連携をして支援を行って
いますが、連携がうまくいかなかったり、個
人情報という部分で、そこに居るのは知って
いるけどアプローチできないといったケース
もあります。ただ、サポステだけでは県内全
部には手が届かないため市町村にも頑張って
ほしいのですが、市町村も十分に態勢をつく
れないというのが現状です。
　そこで、皆さんにもお願いしたいのは、い
ろんなところから若者の支援はどうなってい
るのと声を上げていただきたいということで
す。こんな子がいるけどという情報があれば
動きやすいのですが、我々だけでは、なかな
か分かりません。皆さんからの声が上がれば、
県や市町村のいろんな機関が手を取り合って

支援の形がつくれるのではないかと思います。
　高知県の学びなおし自立支援は、他県にな
い仕組みをとっています。中学校卒業時及び
高校中退時進路未定者の若者サポートステー
ションへの誘導として「若者はばたけネット」
があります。これは県立学校のみですが、中
途退学した際、各学校から情報提供をしてい
ただきサポートステーションと共有し、サポ
ステからアプローチする形をとっています。
これは本人・保護者の同意なくできるもので、
平成22年から運用しています。もちろん、説
明責任はしっかり果たさないといけないので
すが、情報が来るため漏れなくアプローチが
でき、その中で支援が必要だと思う子にはサ
ポステの支援を受けていただきます。サポー
トステーションは、全国的にはほぼ就労支援
部局が所管していますが、高知県では教育委
員会が所管して、生徒の個人情報も含めて学
校との連携も行っています。このシステムは
全国で高知県のみです。
　ただ、まだまだ課題は多くあります。サポ
ステから子どもたちにアプローチをしても、
家庭で隠したがるなど、支援は必要ないとい
うことが多々あります。若いうちは、引きこ
もりに近い状態でも、苦労せず家庭で見るこ
とができます。けれども、実際に支援が必要
になって、社協さんなんかに相談に来る段階
では周りが固まってしまって、連携がなかな
かつながらない、手遅れの状態になっている
ことがあります。まして40歳、50歳となると
大変な状態になってしまいます。やはり、中
学、高校でも早い段階、柔軟な段階から支援
をすれば回復が見込めます。また、学校の段
階では情報収集ができますが、一度就労して
しまうと学校の手が離れしまい、人との関係
で離職をしてしまっても支援の手が届かなく
なります。そこで、企業の方の目があれば、
早い段階で支援ができますし、会社と支援機
関が連携することで、雇用の維持にもつなが
っていくと思います。ぜひ、皆さんにもご理
解、ご協力をお願いして、若者の支援ができ
る態勢をみんなでつくっていけたらと思って
います。
　最後に、高知県社会教育実践交流会につい
て。これは、高知県の社会教育の団体である
子ども会、婦人会、青年団等々が集まって実

もよろしくお願いします。
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総数
－3 54
－6 55

出席
43
37

欠席
1
0

メイク
アップ HC出席率

79.63％

67.27％

出席率
98.04％

100％

7
12

「若者の学びなおしと
　　　　　　　　自立支援」

◇ゲストスピーチ 高知県教育委員会事務局生涯学習課社会教育主事  清藤　政博 氏

　今、私が担当している「若者の学びなおし
と自立支援事業」は、厚労省の事業を活用し
て、若者サポートステーションを中心に取り
組んでいるものです。主に就労支援を行うも
のですが、県では、若者の学びなおし、就学
支援も併せて行っています。
　高知県における困難を抱える若者の現状
は、平成27年の調査で、若年無業者（15歳～

39歳で仕事をしていない、学校へも通ってい
ない、家事手伝いという明確なものもない）
は3,312人。再来年には、またこの調査が行
われますが、余り改善をしているとは言いが
たい現状です。不登校生徒数は小中学校で
1,059人、高校で320人。全国的に見ても余り
いい数字ではありません。平成31年３月中学
校卒業時進路未定者47人（留学者を含む）。

お礼申し上げます。
 ● 岡本淳一　久松会員のご冥福をお祈りしま
す。
 ● 福岡満喜子　会員増強委員会で入会の候補
者を発表いたしました。お知り合いだという
方はよろしくお願いします。
 ● 西内俊介　先日の社会奉仕の年末防犯パト
ロールに多数のご出席ありがとうございまし
た。すきやきもおいしかったです。ただ、私
は社会奉仕より職業奉仕の方が似合っている
感じがしました（笑）
 ● 中越貴宣　妻の誕生祝いありがとうござい
ます。
 ● 松岡英雄　誕生日お礼。
 ● サロンイースト協力金として　いつもあり
がとうございます。
◇早退　１件

　久松啓一さん、この度の突然のお別れに、まだ心の整理がつきません。
　ご家族、ご親族の皆様も、あまりにも予期できないことで、さぞお嘆きのこととお察し申
し上げます。
　久松さんはご承知の通り、現在のミヤジ・ホールディングスの前身である宮地電機の専務
を務められ、いわば大番頭として先代社長を支え、会社の発展に尽くされました。その一方
で、高知東ロータリークラブで会長を務めるなど、クラブの中心的な役割を果たされてきま
した。
　今期になって２カ月の入院生活を経て、先週12月４日㈬、ひさしぶりに例会に出席され、
これからは治療しながら、例会に出席すると約束していただいた矢先のことでした。
　こんな悲しい、辛い役目を私がすることになろうとは、これも久松さん、貴方の望みなの
でしょうか。
　久松さんが2010年度高知東ロータリークラブの会長を務めるにあたって、幹事に指名され
たのが私でした。当時の私は、まだ先輩方のお話にただ感心するばかりの未熟な会員でした
が、意を決してお引き受けし、準備から合わせて2年間、ご一緒させていただきました。
　久松さんはお酒が大好きで、毎週の打合せはもっぱら盃を傾けながら、という具合でした
が、私にとっては楽しく、有意義な学びの場でもありました。そんな久松会長の思いやりの
ある、優しいご指導のもとで、私はさしたる苦労をすることもなく幹事の務めを果たすこと
ができました。
　そんな私が、今、巡り合わせかのように会長としてご遺影の前に立っています。
　久松さんが会長就任にあたって、重点項目の最初に挙げたのが「楽しいクラブ運営」でし
た。「会員相互の親睦が原点。それを通じて友を得、ともに語り合い、利他の精神で進めてい
きたい」と語られています。数字にめっぽう強く、そういった面では厳しい方で、政治経済
にも高い見識をもっておられた一方で、人を思いやる心、そしてロータリー、とりわけクラ
ブを愛する誠実で謙虚な人柄が表れた会長方針だったと思います。
　そして、思い出されるのが、昨年までの３年間、第2670地区の柳澤ガバナーの時、代表幹
事を務められた時のことです。それこそ毎日、手弁当でガバナー事務所に通い詰め、身を粉
にしてガバナーを支え、大変な苦労をされながら重責を見事に果たされました。絶対にやり
遂げるのだという、久松さんの強い信念と責任感
に、ただただ頭が下がる思いでした。
　そんな久松さんに、最後に贈りたい言葉がありま
す。久松会長年度の時の亀井ガバナーからいただい
た、アメリカの倫理学者マイケル・ジョセフソン氏
の「人生にとって何が大切か」の一節です。「大切な
ことは、貴方が死んだ時、その喪失をどれだけ多く
の人が、どれだけ永く感じ続けるかであります。ど
れだけ永く記憶に留められているかであります」。
　久松啓一さん、パスト会長、啓ちゃん……今日
で、最後のお別れをしないといけないのは本当に残
念で、悲しい。でも、私たちは生きている限り、貴
方のことを決して忘れません。
　どうか安らかにお眠りください。
　久松さん、今までありがとうございました。

弔　辞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会長  前川美智子
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