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本日

９月２日㈬ 12：30 ザ クラウンパレス新阪急高知
会員スピーチ
「オンライン例会とzoom」
広報・
ＩＴ委員会 委員長 武吉 佳月 会員

第2464回 例会報告／令和２年８月19日

天候

◇ロータリーソング
「我らの生業」
◇会 長 挨 拶
皆さん、こんにちは。
先々週の挨拶では、梅雨
の雨がすごかったという
話をしましたが、盆休み
を挟んだこの２週間は打
って変わって暑い夏が続
いています。静岡の浜松では41.1度という日
本最高タイを記録したそうですが、心のどこ
かで江川崎はどうだろう、もう一度日本最高
気温を記録してくれないかと期待するのは不
謹慎でしょうか。
今日は、言葉は言霊と言われますがそんな
お話をさせていただきます。皆さんは、朝、
目覚めたとき何をまず思いますか？ 幸せを
実感して世の中に感謝するなどは、非常に理
想的だと思いますが、このごろはコロナの影
響で経済が落ち込んでいます。一足飛びに回
復することは難しいかと思います。明るい話
題に癒やされたい気持ちになりますが、他力
本願では限界があります。
世の中には何かにつけて、悲観的な言葉を
発する人と、どんなときも前向きな言葉を発
する人がいます。世の中、良い事ばかりでな
いことぐらいは経験則上、理解していますが、
例えば、この夏の暑さについて、暑くて仕事
にならないといえば本当に仕事をするのが嫌
になります。暑さを味わうというのは、

次週

９月９日㈬ 12：30 ザ クラウンパレス新阪急高知
会員スピーチ
「会員増強・退会防止について」
会員増強・退会防止委員会 委員長 猿田 隆夫 会員

晴

ちょっと危険かと思いますが、お天気に左右
される仕事であれば、晴れ間があるだけで幸
いと思えば、仕事がはかどるのではないでし
ょうか。海水浴に行く予定を入れて頑張ると
か、お陰でビールがうまいとか、前向きな言
葉を探せば、それなりに結構あるものです。
マイナス思考とかプラス思考と言われます
が、口から出る言葉は同じでも、楽観論者な
ど気楽な性格で発する前向きな言葉ではなく
て、周囲を明るくする言葉や希望に向けた言
葉を発することで、周りを良い方向に向かわ
せることができるのではないでしょうか。
少し視点を変えますが、流れ星が流れてい
る間に願い事を３回言えたら願いが叶うと言
います。私が土地家屋調査士試験に合格した
年のことですが、試験日の１ヵ月ぐらい前、
子どもの塾の迎えを待っている車の中で夜空
を見上げると、スーッと流れ星が尾を引き始
めました。普通の流れ星は１秒足らず、一瞬
なんですが、その流れ星は４、５秒あったと
思います。咄嗟に「調査士合格、調査士合格、
調査士合格」と言いました。で、その年、合
格しました。
結果を踏まえて自分なりに分析というか冷
静に考えると、咄嗟に願い事が言えるという
ことは、常日頃そのことを念頭に置いている
状況でないといけない。それがまず１番だと。
さらに思い返すと、その前の年の自分は、そ
の境地に達してなかったなと反省することし
きりでした。突然訪れる状況に対して反射的
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に発する言葉は、まさにその時点で、頭から
離れないほどに重要な願望であるし、それに
向かって日々生活を送っているからこそであ
り、つまりは、流れ星に願いを唱えるのが要
件ではなくて、それだけのテンションで目標
に向かっていたことの証明であると思うに至
りました。
それと似たことで、朝、起きて１番に願い
事を唱えると願いが叶うという方もいます。
さて、ここからがこじつけですが、ロータ
リーでは毎週の例会に出席することを義務と
しています。毎週出席することが、ロータ
リーへの関心を持ち続けるための行動である
ようにも思えますが、いかがでしょうか。
ロータリーのことを思わない日がないとなれ
ば、大変良いことだと思いますが、せめて、
水曜日の朝目覚めたときは「よしっ、今日は
例会があるぞ」と言いながら起き上がってい
ただけたら幸いです。
本日は体験入会として、税理士の市川哲司
（たかし）さんがお見えです。体験ではなく
て、今後仲間になりましょう。
◇来訪ロータリアン及びお客さま
体験入会 市川哲司氏
◇米山功労者表彰

前川美智子会員
（米山功労者第２回マルチプル）
米山功労クラブ表彰（1,400万円を超す）

◇会 長 報 告
コロナ感染拡大の関係で、先日、県内の１
日の感染者が10人を超えましたが、高知県と
しては警戒レベルを変更していません。恐ら
く、感染者の関係が特定できることが要因だ
と思います。高知東ＲＣとして現時点での今
後の対応は、現状レベルが推移すること、高
知県の発する警戒レベルが現状のままであれ
ば、各行事を予定どおり開催する方針で進め
ていきたいと思います。地区では８月22日に
高松市で開催予定であった会員増強セミナー
等は中止。高知市内の他クラブの中には、不
要不急に該当するということで、情報集会の
開催も見送ったという情報もあります。
話し合い時にはマスクを着用し、広い会場
で少人数で行う。大広間で窓を開けて話をす
るといったことは、感染予防対策として十分
ではないかなと考え、今後、クラブ計画書に
ある行事は予定どおり進めていくつもりです。
ガバナー公式訪問、ガバナー補佐訪問もソ
ーシャルディスタンスほか感染予防対策を徹
底して予定どおり開催します。８月26日の時
間変更例会は、アルコール有りの設定で開催
する方向で進めます。
日本でのコロナの影響が半年近く続いてい
ます。感染経路の分からないものもある中で、
軽々しく判断はできませんが、ホテルなどで
開催されている会議等でクラスターが発生し
た例はありません。正しく恐れると言われる
ように、感染防止対策を徹底しながら、ロー
タリーライフを楽しみたいと考えます。会員
の皆さまのご理解とご協力をよろしくお願い
いたします。
◇幹 事 報 告
今日明日中に皆さんのもとに、９月の予定
表・情報集会の案内・クラブ協議会の案内
と、出欠の返信をいただく書類を３種類送
ります。ご協力よろしくお願いします。
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◇会員スピーチ

水谷

直人 会員

「私の履歴書」

私、７月に後藤の後任として入会させてい
ただきました。高知の前は東京シティ日本橋
ＲＣに約２年間在籍していました。ロータ
リーに入会したい気持ちが芽生えたのは、
５、６年前、愛知県で担当したロータリアン
のお客さまから、いかにロータリー活動が素
晴らしいかということを教わりました。金融
機関にいると、社会奉仕や社会貢献といった
ことが話題になることはなかったのですが、
その方のお話を聞いて、自分が証券会社に
入って何が使命なんだろうと考え、時間が取
れるようであれば参加してみたいと思い始め
ました。
２年前、東京に異動になったときチャンス
だと思い、上司にロータリー活動をしたいと
申請しました。ただ、日本橋に知り合いがい
るわけでもなく、ホームページで五つぐらい
のクラブをリストアップして、割合、小規模
な東京シティ日本橋ＲＣを選んで、直接事務
局に問い合わせをしたのですが、紹介者もい
ないため無理ですと断られました。ただ、会
員数が徐々に減っていることも調べた上での
事でしたので、何とか一度でもお会いできな
いかと粘ってみると、増強委員長から連絡を
いただきました。すぐに待ち合わせして、今
年３人の増強をしないといけないので、入ろ
うと言っていただきました。それが、６月の
頭。そして、７月の入会前に６月最終夜間例
会に出席させてもらって、前任の会長からも
「堅苦しくないから大丈夫、その代わり続け
ろよ」と言われて入会しました。
親睦委員会に所属しましたが、こちらのク
ラブと違って、会員の出席率は６割あるかな
いかぐらい。私も最初の半年は何とか出席し
ましたが、だんだん仕事の都合で時間が取れ
なくなり、７割５分程度の出席率でした。私
は今42歳ですが、東京シティ日本橋ＲＣは、

若い30代の会員が６人ぐらい、40代・50代は
少なく、80代・90代が多いといったクラブで
した。
私は昭和52年、愛知出身の両親の長男とし
て生まれ、三つ下の妹の４人家族。小学校の
ころは、学級委員や生徒会に積極的に立候補
して何回も落ちたりしましたが、結構目立ち
たがり屋でした。中学・高校の６年間はバス
ケットボール部に所属。顧問の先生が指導者
としては有名な方で、公立学校でありながら、
その先生に教えてもらうために越境入学をし
てくる女子学生もいたほどです。そのため、
女子は２年連続全国ベスト８、最後は全国大
会で優勝しました。反面男子はというと、名
古屋市で２回戦、３回戦を勝ち上がってギリ
ギリかなという成績。男女で練習試合をして
も、男子が勝つのは10回のうち３回程度。ス
ポーツで同世代の女子に負けるという、本当
に悔しい体験をしました。
高校でもバスケットは続けていましたが、
思うような結果はほとんど残せませんでし
た。部活はほどほど、彼女づくりは大いにと
いう毎日で、今でいうコンパなどをよくして
いました。
その後、東京の大学に入学しますが、自信
を持って話せる大学生活ではなくて７年間大
学に行っていました。そのうち６年間はアル
バイト三昧。電柱に「急募 まかない付きバ
イト代日払い 飲食」という張り紙を見つけ
て、すぐに電話して採用されました。ご家族
でやっている焼き鳥屋で、相模原の工場の一
角に店を構えて、工場で働いている常連さん
で25席が満席になるような店でした。まかな
い付きで家族ぐるみで可愛がってもらって、
お酒も飲めて、私にとっては非常にいいバイ
ト先でした。
ようやく大学２年に進級したとき、体調を
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壊したマスターから、大学卒業してすること
がなければ焼き鳥屋をしないかと誘われ、軽
い気持ちで、よろしくお願いしますと言って
しまいました。しかし、その後、大手の工場
が閉鎖になりどんどんお客さんが減ってきて、
１年後「任せる話はなしにしてくれ。とても
じゃないけど養えなくなってきている」と言
われて、ようやく目が覚めました。アルバイ
トばかりしていましたので、卒業するための
通学と本格的に就職活動を始めましたが、７
年も大学にいた者を新卒で採用してくれる企
業なんかあるのだろうかと心配でした。
私が証券業界１本に絞って就活をしたの
は、父の影響が大きくあります。父は、昭和
48年、24歳のときに、当時の仕事仲間３人で
アパレルメーカーを立ち上げ、女性のブラウ
スのデザイン、製造、卸売りまでしていまし
た。そのとき、山一証券の２、３年目の若い
営業マンと知り合い、会社の運用資金や株な
ど任せるなど、10年近く付き合いをしていま
した。その間、資産を４倍ぐらいに増やして
くれたみたいで、私にも証券会社はいいぞと
よく言っていました。そんな父が惚れ込んだ
営業員の職業はどんなものか知りたくて、証
券業界１本に絞りました。
無事に東海東京証券に入社できて、16年た
ちます。転勤族として非常に短いスパンで全
国を転々をしています。愛知県の刈谷市、埼
玉県の埼玉市、東京の渋谷、愛知の名古屋、

東京の日本橋、そして高知。主な仕事内容は、
個人と法人の金融商品のフォローや営業が中
心です。今まで、一番のピンチは2008年の
リーマンショックのときです。ピンチはチャ
ンスといいますが、あのときはピンチはピン
チでしかなかったと思います。300人近いお
客さまを担当していましたが、めまぐるしく
マーケットが悪化して、買っても買っても下
がるような相場で、何の対策も練ることがで
きません。お客さまには「相場が落ち着くか
どうか、正直分かりません」と伝えていたこ
とを覚えています。この間、お客さまからは
相当お叱りも受けましたが、保有資産の大半
を一度売却して待機資金としてプールしても
らいました。マーケットが落ち着いてから、
ゆっくり投資の提案を仕切り直して、１年半
弱で損の1.5倍ぐらいを取り戻すことができ、
信頼を勝ち取ることができたことは、苦い経
験と同時にいい経験にもなったと思っていま
す。この中で学んだのは、フォローと対応で
す。これさえしっかりしていれば、お客さま
とは長いお付き合いができるということを、
高知支店でも強く伝えています。
このお盆休みの３日間、柏島、足摺岬、四
万十川の佐田沈下橋、ジップライン、仁淀川
のにこ渕などに行ってきました。まだまだ高
知には、いい所がたくさんあると思います。
また、皆さんに教えていただけたらと思いま
す。よろしくお願いします。

◇出席率報告

土居祐三 市川さん、本日は体験入会お疲
れ様でした。どうでしたか？ いい感じで
しょ。入会お待ちしてます。
鬼田知明 水谷さん、本日は卓話ありがと
うございました。
水谷直人 本日は、イニシエーションスピ
ーチの場、ありがとうございました。また、
歓送迎会も本当にありがとうございました。
西森 大 誕生日ありがとうございます。
コロナ禍の現在、先が読めない視界不良です。
アンテナだけは高く伸ばしておきたいです。
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。
◇遅刻 １件

総数 出席 欠席
８月19日

−6

53 41

3

８月５日

−4

53 43

0

メイク
アップ

HC出席率 出席率

3

77.36％ 93.62％

6

81.13％

100％

（８月19日例会）

西森やよい 水谷さん、入会の楽しいエピ
ソードありがとうございました。高知の事務
局なら、もっと温かいご対応をしたと思いま
す。私の父も証券マンでした。これからもよ
ろしくお願いいたします。市川さん、ようこ
そお越しくださいました。ご感想いかがで
しょうか？
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東北の紅葉（その１）

関

昨年の10月、
新幹線で盛岡市
に入りレンタカ
ーを借りて八幡
平・十和田湖、
そして八甲田山
を廻った。
八幡平
東北道松尾八
幡平ICを降りて
紅葉の名所アス
ピーテラインに
入った。頂上ま
で上って行くが
紅葉が期待する
程少なかった。
そして頂上はハウスもあり広い所であるが
強風をまともに受ける。
しかし、ここから広々した原生林・岩木
山、そして秋田側に高い駒ケ岳が眺めら
れ、景観は素晴らしい。
夜は安否高原の麓にある四季館彩冬に
入った。きれいな温泉に温もり、食事は岩
手名産前沢牛を使った料理だった。

淑公

八幡平頂上

四季館

小坂鉱山事務所
二日目は北上し、十和田湖手前にある小坂町に入った。小坂町は今では人口3,000人の小さ
な町であるが、昔明治から大正にかけて小坂鉱山が日本一の銅・銀など鉱産物産出を誇った
時代があった。その頃の建物を復元したものが明治100年通りに立ち並んでいる。
中心に小坂鉱山事務所が洋風のしゃれた姿を見せている。中に鉱山の歴史と写真が展示さ
れている。その他康楽館は社員の福利施設として建てられ田舎芝居が今でも続けられてい
る。中に入るとお客さんは少ないが飲食しながら観劇している。私どもも初めて田舎芝居を
見た。その他古い建物が立ち並び、歩いて行くと明治に戻ったようだった。

小坂鉱山事務所
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康楽館

■高知東ＲＣ当面の日程
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
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

● ニコニコ箱 ●
ニコニコ

チビニコ

合

計

先週まで

297,711円

889円

298,600円

８月19日

10,500円

3,042円

13,542円

今期の累計

308,211円

3,931円

312,142円

●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
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