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本日　８月19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」

水谷　直人 会員

次週　８月26日㈬ 18：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　時　  間　  変　  更　  例　  会

第2462回　例会報告／令和２年７月29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。
今日の席割りを見て、牡
羊座の席に重鎮の方が多
くお座りだと気がつきま
したので少し調べて見る
と、今日の５名の方プラ

ス水上さん、中西さんも牡羊座だそうです。
　今朝はセミの声が賑やかでした。ようやく
梅雨明けのようなお天気です。私の短い人生
の中でも、一番雨が多かった年だったように
思います。
　先週の早瀬会員の卓話を興味深く聞かせて
いただきました。早瀬少年の喜怒哀楽、時代
背景を織り込んだドラマを見ているような感
じがしました。ぜひ第２幕の上演をお願いし
たいと思っています。
　時あたかもといいますか、先週の連休に孫
を連れて田舎の母のところに行ってきました。
人生のほとんどを田舎で暮らした母ですが、
ひ孫を眺めながら「今の時代に戦争がないこ
とが一番嬉しい」と何回も言っていました。
親戚や知り合いの名前を挙げながら、戦死し
た若者が周辺にどれだけいたのか、改めて教
えてくれました。意外だったのは、出征して
その後どうなったのか消息不明な方もいると
のことで、少なくても、家族の元には知らせ
が届いていないと言います。一口に戦争の犠

牲者と言いますが、お一人お一人が受けた傷
はそれぞれ違う、そんな思いを改めて胸に刻
んで帰ってきました。
　何としても人の命にかかわる状況にはなっ
てほしくないと願うのは、世界人類の一致す
る願いだろうと思います。しかし、残念なが
ら、最近特に大国間で、きな臭い空気が漂っ
ています。最悪の事態にならないことは誰も
が願うところです。
　私、10年ほど前に地区の国際奉仕委員とし
てお世話をさせていただきました。国際奉仕
の概念は「国際間の理解と親善と平和を推進
する」とされています。私なりに、人的交流
で国家間の関係を良くしようという意味だろ
うと理解しています。地区委員としてかか
わった事業は国際奉仕の一部ではあります
が、実質的に地区のメインの活動になってい
る青少年交換プログラムです。日本からアメ
リカに学生を送り出すと同時にアメリカから
学生を受け入れる。米山記念奨学会でお世話
した学生も同様ですが、その若者が母国に帰
り、友人が暮らす他国との関係改善のために
良いことを行えば、今より良い国際社会が訪
れる。そして、今後も活動を続けることで好
循環が期待できるのではないでしょうか。
　私がかかわった受け入れ学生、そして、も
ちろん派遣した学生。みんな素晴らしい方ば
かりでした。きっと、今このときも良い行動
を取ってくれているものと信じています。
　話は代わりますが、正直、私もまだ馴染め
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ていないことですが、今年度から週報の掲載
記事が２週間前のものになっています。です
から、先ほどお話しした早瀬さんの卓話は来
週の週報に記載されます。以前は、原稿の仕
上げのタイミングがちょうど土日にかかり、
飛鳥さんの職員さんは、毎週のように休日出
勤をされていたようです。ロータリーの目的
のあちらこちらには「高い倫理基準を保ち」
というキーワードが出てきます。細かな解釈
を押し当てるよりも、倫理的に、実質的に飛
鳥さんところの労働が改善されたことは明確
です。翻って、業務とはいえ、今まで飛鳥さ

んにはご苦労をおかけしました。ありがとう
ございました。
　今日は、森田会員の卓話です。ずっこけな
いようにお願いします。
◇米山功労者表彰
　早瀬源慶会員
　（第４回マルチプ
　　ル表彰）

◇熊本豪雨への義捐金は、今週で締めますの
でご協力をお願いします。

　７月に入会しました森田倫光と申します。
有限会社旭自動車工業の代表取締役です。仕
事の内容は、自動車整備、修理、新車・中古
車国内外問わずの販売。板金修理、自動車登
録関係の書類・保険等の取り扱い等です。
　昭和７年、祖父は15歳で自動車業界に飛び
込みますが、昭和17年、太平洋戦争に召集さ
れ、昭和20年、敗戦とともに復員。夏休み、
戦争の映画やドラマがあると祖父はテレビを
消し「思い出したくもない」とよく言ってい
ました。また、軍では自動車や機材の整備と
いった工兵部隊にいて最前線には行かなかっ
た。そのせいで多くの友人がいなくなって、
年を取った今、同級生が少ないといった話も
覚えています。
　昭和24年、現在の場所である高知市南元町
の20坪の宅地で板金塗装工場をスタート。祖
父はお人好しで真面目で、人にお金を貸した
り、寄付するのが好きだったため、創業当初
から極貧生活で、お正月に食べる物がないの
が、本当に辛かったという話を父から聞いた
ことがあります。業を煮やした祖母が経営に
参加したことで、飛躍的に業績が良好にな

り、第２工場、第３工場と広げ、従業員も増
えていきます。高度経済成長とモータリゼー
ションの到来とともに法改正も行われ、昭和
36年、認証指定工場取得。昭和50年、指定整
備工場（自社で車検整備ができる）の資格取
得。昭和60年、父が２代目社長就任ととも
に、有限会社旭自動車工業を設立、業績を上
げていきます。
　2011年、私が代表取締役に就任。大型車の
エンジンの載せ替えをはじめ、お客さまには、
最初から最後まで１人の整備士が付いてお世
話するスタイルを取っています。古い車のレ
ストア、トラック等の改造、架装なども行っ
ています。現在、整備士９名、妻、私、両親
の13名で営業しています。父母以外の平均年
齢は33歳。自動車整備工場の中では、かなり
若い部類になると思います。20年前から車検
のフランチャイズで全国展開している「車検
のコバック」に加盟して、全国レベルの水準
を持ったサービスを展開し、地域のお客さま
のために汗を流しています。
　私は昭和51年６月、高知県宿毛市で生まれ
ました。姉、弟２人の４人兄弟です。初めて

◇出席率報告

　　　　　　　　　　（７月29日例会）
•竹村克彦　森田さん、楽しいお話ありがと
うございました。　　
•西森やよい　森田さん、立て板に水、の話
術で朝ドラのような楽しい履歴書、ありがと
うございました。これからもどうぞよろしく
お願いいたします。
•鬼田知明　森田さん、卓話楽しみにしてい
ました。

•西内俊介　バッジ忘れました。松野さんに
お借りしましたが、来週お返しいたします。
ありがとうございました。
•前川美智子　27日㈪「こうちｅｙｅ」ＲＫ
Ｃのテレビにお父ちゃんが紹介されました。
榧の森の植林の様子と榧のまな板の宣伝まで
してくれました。ちょうど同じ日に、三愛石
油さんの協働の森の県と調印のため、金田会
長、八田さんの映像も流れ、楽しく拝見しま
した。
•田中伸樹　初めてのタクト体験、新鮮な経
験でしたが、１回でいいです。　　
•ザクラウンパレス新阪急高知　いつもお世
話になり、ありがとうございます。

の内孫で、跡継ぎの総領息子ができたと祖父
が盛大な節句をしてくれました。とんでもな
いサイズのフラフや有名な太鼓、弁慶の人形
等が届き、さらに、朝から晩まで、道行く人
を引っ張り込んで大宴会。一体いくら使った
んだと、両親が怒ったと聞きました。
　旭小学校、旭中学を卒業後、高知南高校に
進学。当時の南高校は高知県最大規模の学校
で、生徒数約1,500人。３分の２が女子生徒。
しかし、私は理数コースを選択したため、ク
ラスは男子31人に対して女子は７人。さら
に、物理を専攻したのは学年で私１人。授業
は先生と１対１、大きな教室は使えず、理科
準備室などで、コーヒーとお菓子を先生が用
意してくれる楽しい時間でした。
　「物理というのは、物のことわり、数字的
なものをロジックなものにして人に伝える学
問だから、嫌いにならずに一生勉強を続けて
ほしい。人に伝えるための文章力を得るには
しっかり読書をしなさい」と物理の先生が教
えてくれました。未だに、読書は私の重要な
ライフワークの一つになっています。そして、
私の人生転換点になった高校時代です。
　大学は福岡県の西日本工業大学工学部機械
工学科に入学。ＬＥＤや携帯電話が普及し始
めた時代で、材料の部分で日本が伸びていく
のではないかと材料力学を選択。好きなこと
だけを学び、人生で一番勉強をした４年間
だったと思います。
　大学卒業後、一度高知に帰ってきますが、
自分を試せるのは東京しかないだろうと、若
気の至りで５万円で買ったバイクで、バイト
で貯めた50万と寝袋だけを持って、先輩や友
達の家で遊びながら３週間かけて東京に到着。
１週間で働き口と住む所を決めて東京ライフ
がスタート。ユナイテッドメタルという会社
で、いけすの温度や薬品の温度を上げるため
の特殊な作り付けの機械の販売と設計の営業
として携わっていました。東京では江戸神輿
にどっぷりはまりました。板橋の居酒屋で隣
にいた方に「お前面白いから神輿担ぎにこ
い」と誘われたのが事の始まり。神輿会の男
性陣はほぼ全員が警察官で、その人たちと一
緒に御神輿を担いでいました。
　そろそろ30歳が見え始めたころ、お盆に高
知に帰って父と話をしました。改めてゆっく

り父と話をするうちに、もしかしたら、この
人は僕の理想とする社長像を持っている人か
もしれないと思い始めました。会社の業績も
良く、その場で父に、年内で東京の会社を辞
めて戻ってくるからここで働かせてほしいと
頼みました。父のもとで働いて、ゆくゆくは
この会社を継げるような人間になれたらいい
と、進路を決めました。その場で福岡に飛び、
学生時代から付き合っていた女性に、年末に
一緒に高知に帰って、年が明けたら結婚しよ
うとプロポーズしました。
　その矢先、12月27日、父が脳梗塞で倒れた
と母からメール。幸い病状は安定していまし
たが、後遺症がかなり厳しくて右半身は完全
に麻痺した状態。しかし、２年半のリハビリ
の後、父は復帰。今では元気いっぱい会長職
を務めています。急にいなくなった父のあ
と、他業種からの転職である私は会社の改
革、方向性を決めるのにも手こずり、この２
年半のことは余り記憶に残っていません。朝
６時から夜中の12時まで、日曜祭日もない２
年でしたが、そのお陰で、父がいなくても業
績を落とすことなく、社員たちの休日や給料
も増やして現代風の会社に改革を進めまし
た。退職者も１人もなく、父が育てた社員の
皆さんには感謝しかありません。
　ただ、この２年の間に奥さんは福岡に帰り、
１人になりました。私はしばらく高知にいな
かったので、知り合いもいません。各青年団
体に入会して人脈を広げる時間をつくりまし
た。2011年、２回目の結婚。今、私の趣味
は、料理と日曜大工。夫婦揃って熱狂的な広
島カープファンで、年に４、５回、甲子園や
広島に応援に行っています。週に２回、ウエ
イトトレーニングを続け、ベンチプレス120
キロを挙げることができます。子どもは、４
歳と１歳３ヵ月の女の子２人。家族４人で毎
日大騒ぎの生活を楽しく続けています。



◇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。
今日の席割りを見て、牡
羊座の席に重鎮の方が多
くお座りだと気がつきま
したので少し調べて見る
と、今日の５名の方プラ

ス水上さん、中西さんも牡羊座だそうです。
　今朝はセミの声が賑やかでした。ようやく
梅雨明けのようなお天気です。私の短い人生
の中でも、一番雨が多かった年だったように
思います。
　先週の早瀬会員の卓話を興味深く聞かせて
いただきました。早瀬少年の喜怒哀楽、時代
背景を織り込んだドラマを見ているような感
じがしました。ぜひ第２幕の上演をお願いし
たいと思っています。
　時あたかもといいますか、先週の連休に孫
を連れて田舎の母のところに行ってきました。
人生のほとんどを田舎で暮らした母ですが、
ひ孫を眺めながら「今の時代に戦争がないこ
とが一番嬉しい」と何回も言っていました。
親戚や知り合いの名前を挙げながら、戦死し
た若者が周辺にどれだけいたのか、改めて教
えてくれました。意外だったのは、出征して
その後どうなったのか消息不明な方もいると
のことで、少なくても、家族の元には知らせ
が届いていないと言います。一口に戦争の犠

牲者と言いますが、お一人お一人が受けた傷
はそれぞれ違う、そんな思いを改めて胸に刻
んで帰ってきました。
　何としても人の命にかかわる状況にはなっ
てほしくないと願うのは、世界人類の一致す
る願いだろうと思います。しかし、残念なが
ら、最近特に大国間で、きな臭い空気が漂っ
ています。最悪の事態にならないことは誰も
が願うところです。
　私、10年ほど前に地区の国際奉仕委員とし
てお世話をさせていただきました。国際奉仕
の概念は「国際間の理解と親善と平和を推進
する」とされています。私なりに、人的交流
で国家間の関係を良くしようという意味だろ
うと理解しています。地区委員としてかか
わった事業は国際奉仕の一部ではあります
が、実質的に地区のメインの活動になってい
る青少年交換プログラムです。日本からアメ
リカに学生を送り出すと同時にアメリカから
学生を受け入れる。米山記念奨学会でお世話
した学生も同様ですが、その若者が母国に帰
り、友人が暮らす他国との関係改善のために
良いことを行えば、今より良い国際社会が訪
れる。そして、今後も活動を続けることで好
循環が期待できるのではないでしょうか。
　私がかかわった受け入れ学生、そして、も
ちろん派遣した学生。みんな素晴らしい方ば
かりでした。きっと、今このときも良い行動
を取ってくれているものと信じています。
　話は代わりますが、正直、私もまだ馴染め
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ていないことですが、今年度から週報の掲載
記事が２週間前のものになっています。です
から、先ほどお話しした早瀬さんの卓話は来
週の週報に記載されます。以前は、原稿の仕
上げのタイミングがちょうど土日にかかり、
飛鳥さんの職員さんは、毎週のように休日出
勤をされていたようです。ロータリーの目的
のあちらこちらには「高い倫理基準を保ち」
というキーワードが出てきます。細かな解釈
を押し当てるよりも、倫理的に、実質的に飛
鳥さんところの労働が改善されたことは明確
です。翻って、業務とはいえ、今まで飛鳥さ

んにはご苦労をおかけしました。ありがとう
ございました。
　今日は、森田会員の卓話です。ずっこけな
いようにお願いします。
◇米山功労者表彰
　早瀬源慶会員
　（第４回マルチプ
　　ル表彰）

◇熊本豪雨への義捐金は、今週で締めますの
でご協力をお願いします。

　７月に入会しました森田倫光と申します。
有限会社旭自動車工業の代表取締役です。仕
事の内容は、自動車整備、修理、新車・中古
車国内外問わずの販売。板金修理、自動車登
録関係の書類・保険等の取り扱い等です。
　昭和７年、祖父は15歳で自動車業界に飛び
込みますが、昭和17年、太平洋戦争に召集さ
れ、昭和20年、敗戦とともに復員。夏休み、
戦争の映画やドラマがあると祖父はテレビを
消し「思い出したくもない」とよく言ってい
ました。また、軍では自動車や機材の整備と
いった工兵部隊にいて最前線には行かなかっ
た。そのせいで多くの友人がいなくなって、
年を取った今、同級生が少ないといった話も
覚えています。
　昭和24年、現在の場所である高知市南元町
の20坪の宅地で板金塗装工場をスタート。祖
父はお人好しで真面目で、人にお金を貸した
り、寄付するのが好きだったため、創業当初
から極貧生活で、お正月に食べる物がないの
が、本当に辛かったという話を父から聞いた
ことがあります。業を煮やした祖母が経営に
参加したことで、飛躍的に業績が良好にな

り、第２工場、第３工場と広げ、従業員も増
えていきます。高度経済成長とモータリゼー
ションの到来とともに法改正も行われ、昭和
36年、認証指定工場取得。昭和50年、指定整
備工場（自社で車検整備ができる）の資格取
得。昭和60年、父が２代目社長就任ととも
に、有限会社旭自動車工業を設立、業績を上
げていきます。
　2011年、私が代表取締役に就任。大型車の
エンジンの載せ替えをはじめ、お客さまには、
最初から最後まで１人の整備士が付いてお世
話するスタイルを取っています。古い車のレ
ストア、トラック等の改造、架装なども行っ
ています。現在、整備士９名、妻、私、両親
の13名で営業しています。父母以外の平均年
齢は33歳。自動車整備工場の中では、かなり
若い部類になると思います。20年前から車検
のフランチャイズで全国展開している「車検
のコバック」に加盟して、全国レベルの水準
を持ったサービスを展開し、地域のお客さま
のために汗を流しています。
　私は昭和51年６月、高知県宿毛市で生まれ
ました。姉、弟２人の４人兄弟です。初めて

◇出席率報告

　　　　　　　　　　（７月29日例会）
•竹村克彦　森田さん、楽しいお話ありがと
うございました。　　
•西森やよい　森田さん、立て板に水、の話
術で朝ドラのような楽しい履歴書、ありがと
うございました。これからもどうぞよろしく
お願いいたします。
•鬼田知明　森田さん、卓話楽しみにしてい
ました。

•西内俊介　バッジ忘れました。松野さんに
お借りしましたが、来週お返しいたします。
ありがとうございました。
•前川美智子　27日㈪「こうちｅｙｅ」ＲＫ
Ｃのテレビにお父ちゃんが紹介されました。
榧の森の植林の様子と榧のまな板の宣伝まで
してくれました。ちょうど同じ日に、三愛石
油さんの協働の森の県と調印のため、金田会
長、八田さんの映像も流れ、楽しく拝見しま
した。
•田中伸樹　初めてのタクト体験、新鮮な経
験でしたが、１回でいいです。　　
•ザクラウンパレス新阪急高知　いつもお世
話になり、ありがとうございます。

の内孫で、跡継ぎの総領息子ができたと祖父
が盛大な節句をしてくれました。とんでもな
いサイズのフラフや有名な太鼓、弁慶の人形
等が届き、さらに、朝から晩まで、道行く人
を引っ張り込んで大宴会。一体いくら使った
んだと、両親が怒ったと聞きました。
　旭小学校、旭中学を卒業後、高知南高校に
進学。当時の南高校は高知県最大規模の学校
で、生徒数約1,500人。３分の２が女子生徒。
しかし、私は理数コースを選択したため、ク
ラスは男子31人に対して女子は７人。さら
に、物理を専攻したのは学年で私１人。授業
は先生と１対１、大きな教室は使えず、理科
準備室などで、コーヒーとお菓子を先生が用
意してくれる楽しい時間でした。
　「物理というのは、物のことわり、数字的
なものをロジックなものにして人に伝える学
問だから、嫌いにならずに一生勉強を続けて
ほしい。人に伝えるための文章力を得るには
しっかり読書をしなさい」と物理の先生が教
えてくれました。未だに、読書は私の重要な
ライフワークの一つになっています。そして、
私の人生転換点になった高校時代です。
　大学は福岡県の西日本工業大学工学部機械
工学科に入学。ＬＥＤや携帯電話が普及し始
めた時代で、材料の部分で日本が伸びていく
のではないかと材料力学を選択。好きなこと
だけを学び、人生で一番勉強をした４年間
だったと思います。
　大学卒業後、一度高知に帰ってきますが、
自分を試せるのは東京しかないだろうと、若
気の至りで５万円で買ったバイクで、バイト
で貯めた50万と寝袋だけを持って、先輩や友
達の家で遊びながら３週間かけて東京に到着。
１週間で働き口と住む所を決めて東京ライフ
がスタート。ユナイテッドメタルという会社
で、いけすの温度や薬品の温度を上げるため
の特殊な作り付けの機械の販売と設計の営業
として携わっていました。東京では江戸神輿
にどっぷりはまりました。板橋の居酒屋で隣
にいた方に「お前面白いから神輿担ぎにこ
い」と誘われたのが事の始まり。神輿会の男
性陣はほぼ全員が警察官で、その人たちと一
緒に御神輿を担いでいました。
　そろそろ30歳が見え始めたころ、お盆に高
知に帰って父と話をしました。改めてゆっく

り父と話をするうちに、もしかしたら、この
人は僕の理想とする社長像を持っている人か
もしれないと思い始めました。会社の業績も
良く、その場で父に、年内で東京の会社を辞
めて戻ってくるからここで働かせてほしいと
頼みました。父のもとで働いて、ゆくゆくは
この会社を継げるような人間になれたらいい
と、進路を決めました。その場で福岡に飛び、
学生時代から付き合っていた女性に、年末に
一緒に高知に帰って、年が明けたら結婚しよ
うとプロポーズしました。
　その矢先、12月27日、父が脳梗塞で倒れた
と母からメール。幸い病状は安定していまし
たが、後遺症がかなり厳しくて右半身は完全
に麻痺した状態。しかし、２年半のリハビリ
の後、父は復帰。今では元気いっぱい会長職
を務めています。急にいなくなった父のあ
と、他業種からの転職である私は会社の改
革、方向性を決めるのにも手こずり、この２
年半のことは余り記憶に残っていません。朝
６時から夜中の12時まで、日曜祭日もない２
年でしたが、そのお陰で、父がいなくても業
績を落とすことなく、社員たちの休日や給料
も増やして現代風の会社に改革を進めまし
た。退職者も１人もなく、父が育てた社員の
皆さんには感謝しかありません。
　ただ、この２年の間に奥さんは福岡に帰り、
１人になりました。私はしばらく高知にいな
かったので、知り合いもいません。各青年団
体に入会して人脈を広げる時間をつくりまし
た。2011年、２回目の結婚。今、私の趣味
は、料理と日曜大工。夫婦揃って熱狂的な広
島カープファンで、年に４、５回、甲子園や
広島に応援に行っています。週に２回、ウエ
イトトレーニングを続け、ベンチプレス120
キロを挙げることができます。子どもは、４
歳と１歳３ヵ月の女の子２人。家族４人で毎
日大騒ぎの生活を楽しく続けています。

「私の履歴書」

◇会員スピーチ 森田　倫光 会員



◇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。
今日の席割りを見て、牡
羊座の席に重鎮の方が多
くお座りだと気がつきま
したので少し調べて見る
と、今日の５名の方プラ

ス水上さん、中西さんも牡羊座だそうです。
　今朝はセミの声が賑やかでした。ようやく
梅雨明けのようなお天気です。私の短い人生
の中でも、一番雨が多かった年だったように
思います。
　先週の早瀬会員の卓話を興味深く聞かせて
いただきました。早瀬少年の喜怒哀楽、時代
背景を織り込んだドラマを見ているような感
じがしました。ぜひ第２幕の上演をお願いし
たいと思っています。
　時あたかもといいますか、先週の連休に孫
を連れて田舎の母のところに行ってきました。
人生のほとんどを田舎で暮らした母ですが、
ひ孫を眺めながら「今の時代に戦争がないこ
とが一番嬉しい」と何回も言っていました。
親戚や知り合いの名前を挙げながら、戦死し
た若者が周辺にどれだけいたのか、改めて教
えてくれました。意外だったのは、出征して
その後どうなったのか消息不明な方もいると
のことで、少なくても、家族の元には知らせ
が届いていないと言います。一口に戦争の犠

牲者と言いますが、お一人お一人が受けた傷
はそれぞれ違う、そんな思いを改めて胸に刻
んで帰ってきました。
　何としても人の命にかかわる状況にはなっ
てほしくないと願うのは、世界人類の一致す
る願いだろうと思います。しかし、残念なが
ら、最近特に大国間で、きな臭い空気が漂っ
ています。最悪の事態にならないことは誰も
が願うところです。
　私、10年ほど前に地区の国際奉仕委員とし
てお世話をさせていただきました。国際奉仕
の概念は「国際間の理解と親善と平和を推進
する」とされています。私なりに、人的交流
で国家間の関係を良くしようという意味だろ
うと理解しています。地区委員としてかか
わった事業は国際奉仕の一部ではあります
が、実質的に地区のメインの活動になってい
る青少年交換プログラムです。日本からアメ
リカに学生を送り出すと同時にアメリカから
学生を受け入れる。米山記念奨学会でお世話
した学生も同様ですが、その若者が母国に帰
り、友人が暮らす他国との関係改善のために
良いことを行えば、今より良い国際社会が訪
れる。そして、今後も活動を続けることで好
循環が期待できるのではないでしょうか。
　私がかかわった受け入れ学生、そして、も
ちろん派遣した学生。みんな素晴らしい方ば
かりでした。きっと、今このときも良い行動
を取ってくれているものと信じています。
　話は代わりますが、正直、私もまだ馴染め
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ていないことですが、今年度から週報の掲載
記事が２週間前のものになっています。です
から、先ほどお話しした早瀬さんの卓話は来
週の週報に記載されます。以前は、原稿の仕
上げのタイミングがちょうど土日にかかり、
飛鳥さんの職員さんは、毎週のように休日出
勤をされていたようです。ロータリーの目的
のあちらこちらには「高い倫理基準を保ち」
というキーワードが出てきます。細かな解釈
を押し当てるよりも、倫理的に、実質的に飛
鳥さんところの労働が改善されたことは明確
です。翻って、業務とはいえ、今まで飛鳥さ

んにはご苦労をおかけしました。ありがとう
ございました。
　今日は、森田会員の卓話です。ずっこけな
いようにお願いします。
◇米山功労者表彰
　早瀬源慶会員
　（第４回マルチプ
　　ル表彰）

◇熊本豪雨への義捐金は、今週で締めますの
でご協力をお願いします。

　７月に入会しました森田倫光と申します。
有限会社旭自動車工業の代表取締役です。仕
事の内容は、自動車整備、修理、新車・中古
車国内外問わずの販売。板金修理、自動車登
録関係の書類・保険等の取り扱い等です。
　昭和７年、祖父は15歳で自動車業界に飛び
込みますが、昭和17年、太平洋戦争に召集さ
れ、昭和20年、敗戦とともに復員。夏休み、
戦争の映画やドラマがあると祖父はテレビを
消し「思い出したくもない」とよく言ってい
ました。また、軍では自動車や機材の整備と
いった工兵部隊にいて最前線には行かなかっ
た。そのせいで多くの友人がいなくなって、
年を取った今、同級生が少ないといった話も
覚えています。
　昭和24年、現在の場所である高知市南元町
の20坪の宅地で板金塗装工場をスタート。祖
父はお人好しで真面目で、人にお金を貸した
り、寄付するのが好きだったため、創業当初
から極貧生活で、お正月に食べる物がないの
が、本当に辛かったという話を父から聞いた
ことがあります。業を煮やした祖母が経営に
参加したことで、飛躍的に業績が良好にな

り、第２工場、第３工場と広げ、従業員も増
えていきます。高度経済成長とモータリゼー
ションの到来とともに法改正も行われ、昭和
36年、認証指定工場取得。昭和50年、指定整
備工場（自社で車検整備ができる）の資格取
得。昭和60年、父が２代目社長就任ととも
に、有限会社旭自動車工業を設立、業績を上
げていきます。
　2011年、私が代表取締役に就任。大型車の
エンジンの載せ替えをはじめ、お客さまには、
最初から最後まで１人の整備士が付いてお世
話するスタイルを取っています。古い車のレ
ストア、トラック等の改造、架装なども行っ
ています。現在、整備士９名、妻、私、両親
の13名で営業しています。父母以外の平均年
齢は33歳。自動車整備工場の中では、かなり
若い部類になると思います。20年前から車検
のフランチャイズで全国展開している「車検
のコバック」に加盟して、全国レベルの水準
を持ったサービスを展開し、地域のお客さま
のために汗を流しています。
　私は昭和51年６月、高知県宿毛市で生まれ
ました。姉、弟２人の４人兄弟です。初めて
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てほしくないと願うのは、世界人類の一致す
る願いだろうと思います。しかし、残念なが
ら、最近特に大国間で、きな臭い空気が漂っ
ています。最悪の事態にならないことは誰も
が願うところです。
　私、10年ほど前に地区の国際奉仕委員とし
てお世話をさせていただきました。国際奉仕
の概念は「国際間の理解と親善と平和を推進
する」とされています。私なりに、人的交流
で国家間の関係を良くしようという意味だろ
うと理解しています。地区委員としてかか
わった事業は国際奉仕の一部ではあります
が、実質的に地区のメインの活動になってい
る青少年交換プログラムです。日本からアメ
リカに学生を送り出すと同時にアメリカから
学生を受け入れる。米山記念奨学会でお世話
した学生も同様ですが、その若者が母国に帰
り、友人が暮らす他国との関係改善のために
良いことを行えば、今より良い国際社会が訪
れる。そして、今後も活動を続けることで好
循環が期待できるのではないでしょうか。
　私がかかわった受け入れ学生、そして、も
ちろん派遣した学生。みんな素晴らしい方ば
かりでした。きっと、今このときも良い行動
を取ってくれているものと信じています。
　話は代わりますが、正直、私もまだ馴染め

ていないことですが、今年度から週報の掲載
記事が２週間前のものになっています。です
から、先ほどお話しした早瀬さんの卓話は来
週の週報に記載されます。以前は、原稿の仕
上げのタイミングがちょうど土日にかかり、
飛鳥さんの職員さんは、毎週のように休日出
勤をされていたようです。ロータリーの目的
のあちらこちらには「高い倫理基準を保ち」
というキーワードが出てきます。細かな解釈
を押し当てるよりも、倫理的に、実質的に飛
鳥さんところの労働が改善されたことは明確
です。翻って、業務とはいえ、今まで飛鳥さ

んにはご苦労をおかけしました。ありがとう
ございました。
　今日は、森田会員の卓話です。ずっこけな
いようにお願いします。
◇米山功労者表彰
　早瀬源慶会員
　（第４回マルチプ
　　ル表彰）

◇熊本豪雨への義捐金は、今週で締めますの
でご協力をお願いします。

●会長／竹村克彦　●幹事／西森やよい　●雑誌会報委員／小比賀和弘・関　淑公・永野正将
●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６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

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
239,150円
10,061円
249,211円

639円
0円
639円

239,789円
10,061円
249,850円

チビニコ 合　計

７月29日
今期の累計

　７月に入会しました森田倫光と申します。
有限会社旭自動車工業の代表取締役です。仕
事の内容は、自動車整備、修理、新車・中古
車国内外問わずの販売。板金修理、自動車登
録関係の書類・保険等の取り扱い等です。
　昭和７年、祖父は15歳で自動車業界に飛び
込みますが、昭和17年、太平洋戦争に召集さ
れ、昭和20年、敗戦とともに復員。夏休み、
戦争の映画やドラマがあると祖父はテレビを
消し「思い出したくもない」とよく言ってい
ました。また、軍では自動車や機材の整備と
いった工兵部隊にいて最前線には行かなかっ
た。そのせいで多くの友人がいなくなって、
年を取った今、同級生が少ないといった話も
覚えています。
　昭和24年、現在の場所である高知市南元町
の20坪の宅地で板金塗装工場をスタート。祖
父はお人好しで真面目で、人にお金を貸した
り、寄付するのが好きだったため、創業当初
から極貧生活で、お正月に食べる物がないの
が、本当に辛かったという話を父から聞いた
ことがあります。業を煮やした祖母が経営に
参加したことで、飛躍的に業績が良好にな

り、第２工場、第３工場と広げ、従業員も増
えていきます。高度経済成長とモータリゼー
ションの到来とともに法改正も行われ、昭和
36年、認証指定工場取得。昭和50年、指定整
備工場（自社で車検整備ができる）の資格取
得。昭和60年、父が２代目社長就任ととも
に、有限会社旭自動車工業を設立、業績を上
げていきます。
　2011年、私が代表取締役に就任。大型車の
エンジンの載せ替えをはじめ、お客さまには、
最初から最後まで１人の整備士が付いてお世
話するスタイルを取っています。古い車のレ
ストア、トラック等の改造、架装なども行っ
ています。現在、整備士９名、妻、私、両親
の13名で営業しています。父母以外の平均年
齢は33歳。自動車整備工場の中では、かなり
若い部類になると思います。20年前から車検
のフランチャイズで全国展開している「車検
のコバック」に加盟して、全国レベルの水準
を持ったサービスを展開し、地域のお客さま
のために汗を流しています。
　私は昭和51年６月、高知県宿毛市で生まれ
ました。姉、弟２人の４人兄弟です。初めて

◇出席率報告

　　　　　　　　　　（７月29日例会）
•竹村克彦　森田さん、楽しいお話ありがと
うございました。　　
•西森やよい　森田さん、立て板に水、の話
術で朝ドラのような楽しい履歴書、ありがと
うございました。これからもどうぞよろしく
お願いいたします。
•鬼田知明　森田さん、卓話楽しみにしてい
ました。

•西内俊介　バッジ忘れました。松野さんに
お借りしましたが、来週お返しいたします。
ありがとうございました。
•前川美智子　27日㈪「こうちｅｙｅ」ＲＫ
Ｃのテレビにお父ちゃんが紹介されました。
榧の森の植林の様子と榧のまな板の宣伝まで
してくれました。ちょうど同じ日に、三愛石
油さんの協働の森の県と調印のため、金田会
長、八田さんの映像も流れ、楽しく拝見しま
した。
•田中伸樹　初めてのタクト体験、新鮮な経
験でしたが、１回でいいです。　　
•ザクラウンパレス新阪急高知　いつもお世
話になり、ありがとうございます。

の内孫で、跡継ぎの総領息子ができたと祖父
が盛大な節句をしてくれました。とんでもな
いサイズのフラフや有名な太鼓、弁慶の人形
等が届き、さらに、朝から晩まで、道行く人
を引っ張り込んで大宴会。一体いくら使った
んだと、両親が怒ったと聞きました。
　旭小学校、旭中学を卒業後、高知南高校に
進学。当時の南高校は高知県最大規模の学校
で、生徒数約1,500人。３分の２が女子生徒。
しかし、私は理数コースを選択したため、ク
ラスは男子31人に対して女子は７人。さら
に、物理を専攻したのは学年で私１人。授業
は先生と１対１、大きな教室は使えず、理科
準備室などで、コーヒーとお菓子を先生が用
意してくれる楽しい時間でした。
　「物理というのは、物のことわり、数字的
なものをロジックなものにして人に伝える学
問だから、嫌いにならずに一生勉強を続けて
ほしい。人に伝えるための文章力を得るには
しっかり読書をしなさい」と物理の先生が教
えてくれました。未だに、読書は私の重要な
ライフワークの一つになっています。そして、
私の人生転換点になった高校時代です。
　大学は福岡県の西日本工業大学工学部機械
工学科に入学。ＬＥＤや携帯電話が普及し始
めた時代で、材料の部分で日本が伸びていく
のではないかと材料力学を選択。好きなこと
だけを学び、人生で一番勉強をした４年間
だったと思います。
　大学卒業後、一度高知に帰ってきますが、
自分を試せるのは東京しかないだろうと、若
気の至りで５万円で買ったバイクで、バイト
で貯めた50万と寝袋だけを持って、先輩や友
達の家で遊びながら３週間かけて東京に到着。
１週間で働き口と住む所を決めて東京ライフ
がスタート。ユナイテッドメタルという会社
で、いけすの温度や薬品の温度を上げるため
の特殊な作り付けの機械の販売と設計の営業
として携わっていました。東京では江戸神輿
にどっぷりはまりました。板橋の居酒屋で隣
にいた方に「お前面白いから神輿担ぎにこ
い」と誘われたのが事の始まり。神輿会の男
性陣はほぼ全員が警察官で、その人たちと一
緒に御神輿を担いでいました。
　そろそろ30歳が見え始めたころ、お盆に高
知に帰って父と話をしました。改めてゆっく

り父と話をするうちに、もしかしたら、この
人は僕の理想とする社長像を持っている人か
もしれないと思い始めました。会社の業績も
良く、その場で父に、年内で東京の会社を辞
めて戻ってくるからここで働かせてほしいと
頼みました。父のもとで働いて、ゆくゆくは
この会社を継げるような人間になれたらいい
と、進路を決めました。その場で福岡に飛び、
学生時代から付き合っていた女性に、年末に
一緒に高知に帰って、年が明けたら結婚しよ
うとプロポーズしました。
　その矢先、12月27日、父が脳梗塞で倒れた
と母からメール。幸い病状は安定していまし
たが、後遺症がかなり厳しくて右半身は完全
に麻痺した状態。しかし、２年半のリハビリ
の後、父は復帰。今では元気いっぱい会長職
を務めています。急にいなくなった父のあ
と、他業種からの転職である私は会社の改
革、方向性を決めるのにも手こずり、この２
年半のことは余り記憶に残っていません。朝
６時から夜中の12時まで、日曜祭日もない２
年でしたが、そのお陰で、父がいなくても業
績を落とすことなく、社員たちの休日や給料
も増やして現代風の会社に改革を進めまし
た。退職者も１人もなく、父が育てた社員の
皆さんには感謝しかありません。
　ただ、この２年の間に奥さんは福岡に帰り、
１人になりました。私はしばらく高知にいな
かったので、知り合いもいません。各青年団
体に入会して人脈を広げる時間をつくりまし
た。2011年、２回目の結婚。今、私の趣味
は、料理と日曜大工。夫婦揃って熱狂的な広
島カープファンで、年に４、５回、甲子園や
広島に応援に行っています。週に２回、ウエ
イトトレーニングを続け、ベンチプレス120
キロを挙げることができます。子どもは、４
歳と１歳３ヵ月の女の子２人。家族４人で毎
日大騒ぎの生活を楽しく続けています。

７月29日

７月15日

総数
－5 53
－3 53

出席
44
45

欠席
1
0

メイク
アップ HC出席率

83.02％
84.91％

出席率
97.92％
100％
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the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

■高知東ＲＣ当面の日程
８月26日㈬　時間変更例会
　　　　　　　　　（ザ クラウンパレス）
　　　　　　役員会（例会前）
９月２日㈬　定例理事会
９月15日㈫～17日㈭　18：30（得月樓）
　情報集会
９月16日㈬　12：30（ザ クラウンパレス）
　情報集会
９月16日㈬　ロータリー休日
９月23日㈬　ガバナー補佐訪問
　　　　　　第３回クラブ協議会
　　　　　　　　　　　　　（例会終了後）
９月30日㈬　役員会
10月７日㈬　創立夜間例会
　　　　　　　　　（ザ クラウンパレス）
　　　　　　ガバナー公式訪問

10月９日㈮　高知東ロータリークラブ
　　　　　　創立記念日
10月14日㈬　定例理事会
10月28日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
高知北ＲＣ　　８月24日㈪　創立記念夜間例会
高知南ＲＣ　　８月27日㈭　夜間例会
高知中央ＲＣ　８月27日㈭　夜間例会
高知ＲＣ　　　９月１日㈫　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　９月７日㈪　時間変更例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　９月８日㈫　月見夜間例会
高知南ＲＣ　　９月10日㈭　月見例会
高知北ＲＣ　　９月14日㈪　月見夜間例会
高知西ＲＣ　　９月18日㈮　創立記念夜間例会
高知中央ＲＣ　９月24日㈭　月見夜間例会
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