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本日　１月20日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「会計からの報告と提案について」

会計 寺村　　勉 会員

次週　１月27日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「高知弁護士会の会長になって（仮）」

職業奉仕委員会 委員長 松本　隆之 会員

第2478回　例会報告／令和２年12月９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。に
わかにコロナの感染が拡
大しています。インフル
エンザの致死率と比較し
て恐れるに足りないとい
うようなことをおっしゃ

る方がいますが、私はそれは少し違うかなと
思います。現在致死率が抑えられているのも、
医療機関の非常な頑張りの中での面が大きい
ように思います。もし、これ以上感染者が増
えると医療の限界を超えてしまうかも知れな
いという心配される方もいます。ということ
で、正しく恐れるということが１番とどめて
おくべき心がけなのかなと思います。ただ、
こう申し上げている私も、今どきのメディア
やインターネットからの情報、そして、巷の
いろんな方とお話をする中での情報を耳にし
ながら、一つの思いに至っていることは事実
ですが、情報が溢れる今の時代と違って、例
えば江戸の末期、坂本龍馬は江戸や鹿児島あ
るいは長崎にとあちこちに足を運び、いろん
な情報を拾い、逆に坂本龍馬を通じて日本中
の情報を地方のある場所ごとの人たちは、
「龍馬さんからこういう話を聞いた」という
ようなこともあったんだろうと思います。そ
の意味では、坂本龍馬さんのような動き回る
人たちの話というのは非常に貴重な情報源

だったと思います。
　ただ、私の若い頃というか高校生から20歳
ぐらいまで、正しい情報といえばＮHＫのニ
ュースでありドキュメンタリー番組、高知県
内で起こることは高知新聞に全部載ってると
いうイメージでした。その時代は、それで判
断されていてもよかったかと思いますが、今
はそれに加えて周辺情報をインターネットで
知ることができます、問題なのは、まことし
やかに活字が並んで、踊って、人々の判断を
狂わせるということがあります。
　アメリカの選挙なんかでは、フェイクニュ
ースといわれるそうですが、まことしやかな、
しかし事実でない、一方の候補者に不利にな
るような情報をタイミングよく流して、投票
行動をコントロールするというような手法も
生まれているようです。
　大なり小なりネット上には嘘、本当が溢れ
かえってると思って生きていかなければなら
ない時代になっていると思います。コロナの
関係であえて嘘の情報を流すメリットという
のは見当たりませんので、悪質な情報という
のはそんなにはないだろうと期待したいとこ
ろですが、それも疑ってみる必要があると思
います。
　ただ、嘘の情報だけではなくて、真摯な心
で書き込んでる人たちも、中にはいらしゃる
と思いますが、果たして、その方の思いが正
しいのか、思い込みではないか、勘違いでは
ないかというところまでも考えていかなけれ
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ばならない。そういったところで考えていく
と、現在私たちはいろんな意味でコロナに対
峙しています。正しい情報に触れることが大
事だと思いますが、何が正しいかということ
もなかなか分かりません。その中で少なくと
もこれは間違いなくやるべきだというのが、
私は感染予防だと思います。まずマスクをす
る、手洗い、うがいはあまり効果があるとか
ないとか、そこも非常に判断の分かれるとこ
ろらしいのですが、あとは距離を保つ、そし
てできるだけ時間を短くする。そのように、
やはり正しく恐れるというスタンスを守って
いきたいと思います。
◇社会奉仕委員会より
　先週金曜日の防犯パトロールにたくさんの
ご参加いただきありがとうございました。当
日は読売新聞の取材も受けて、防犯パトロー
ル初回は2007年６月、年末に移して今年で15
回目という東RCの歴史を勉強させていただ
くきっかけにもなりました。
　コロナの状況ではありましたが、特にトラ
ブルもなく240個をあっという間に配り終え
ました。ありがとうございました。
◇会　長　報　告
　本日、例会前の臨時理事会で例会対応の検
討結果をご報告します。
　来週の通常例会、再来週の忘年夜間例会は
取り消し。１月の第一例会は時間変更例会を
昼間の例会に変更。ただし、食事をするかお
弁当を持ち帰りにするかは、今後の感染者数
の推移を見て、決定は会長、幹事一任となり
ました。

　今後の判断基準として、理事会で協議した
ことは、高知県が示している過去７日間に
105人以上の感染者数がいる場合には、家族
以外の会食を控えてくださいという要請が出
る特別警戒になります。１日に15人が７日間
続けば105人となるため、昨日あたりの17名
の感染者数というのは、そのレベルに達する
数字ですが、まだ７日間の実績が105人に達
してないので県はレベルを上げていないと思
われます。
　理事会の中でも申し上げましたが、特別警
戒レベルの状況では、例会はやはり取り消す
べきであろうと考えます。逆に経済活動も考
えて、105人以下の警戒レベルであれば、例
会はお弁当の持ち帰りであるとか、できるだ
け感染対策をして皆さんとお集まりしたいと
思います。皆さん感染対策を十分に行い、元
気な姿でまたお会いできるよう、よろしくお
願いいたします。
◇幹　事　報　告
・メイキャップについて、ご自身がコロナ感
染者や濃厚接触者となった場合、また、会
合に出ることで感染が懸念される方は、幹
事または事務局に一報いただけたら、当該
例会はメイキャップ不要扱いとなります。
◇鬼頭愼一会員に秋の叙
　勲受章に対して、クラ
　ブからのお祝い金をお
　渡ししました。

◇ピアノ伴奏の小笠原貴
　美子さんにお礼をお渡
　ししました。

◇水曜会へ、半期分の支援金をお渡ししまし
た。

ッグストアのコスモスなど県外資本の会社が
増えています。コスモスは福岡の会社で四国
に100店舗あまり展開しています。
　私ども関株式会社は、そういう大型店舗と
の取引が増えてはいますが病院、学校、会社
など細かいところにも広く回ることも心掛け
ております。
　平成22（2010）年に創業100年を迎えまし
た。これを機に私は代表取締役会長に退き、
長男を４代目の社長としました。そして新し
い社長体制のもとで10年間、順調に発展し、
本年の2020年に創業110周年を迎えました。
　今年は思いがけない新型コロナショックと
いう難しい時代を迎えましたが、幸いにも商
売の方はマスク、消毒液、ゴム手袋、その他
トイレットペーパー、ティッシュ、タオルペ
ーパーなど日常生活に必要なものが大きく伸
びて、12月決算で200億円を予想しています。
取引品目は家庭紙・日用雑貨が85％、洋紙・
包材が15％位という内容です。販売地域も県

内50％、四国35％、中国地区15％と県外の方
が大きく伸びています。
　以上が創業110周年を迎えた関株式会社で
あります。これからも仕事には努めていきた
いと思っております。
　私は入社して57年です。病気らしい病気も
せず、毎日会社に出ております。ロータリー
も入会してちょうど40年。40年前はパリパリ
の41歳で、ゴルフもこの頃に始めました。高
知青年会議所時代からの仲間、よくゴルフを
誘っていただいた先輩の方々、また今の会員
のお父さんが何人かおられ、ご年配の方々か
らも大変可愛がっていただきました。
　私も80代に入り、ちょっとボケ気味で、ゴ
ルフも下手になりました。けれど、これから
も足が動ける限り頑張るつもりです。ご高配
を心よりお願いいたします。
　本日は拙い話をいたしましたが、ご清聴あ
りがとうございました。

　関の先祖は代々土佐市高岡で地場産業であ
る土佐和紙の製造元をしておりました。明治
43（1910）年、私の祖父・関　頼次が、高知
市蓮池町にて土佐和紙を全国に広めようと関
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の実務を担当。常務取締役に昇格し、昭和49
年35歳の時関株式会社の３代目の社長に就任
することになりました。７年後、父が亡くな

りましたので責任が重くなりました。
　当時はまだ四国高速道路や瀬戸大橋が出来
ていませんでしたが、先を見越して、中村支
店をはじめとして松山、坂出と積極的に出店
しました。今では四国４県に支店、営業所を
出しております。
　並行して、四国の物流の中心として四国中
央市に物流センターをつくり、配送システム
のスピード化を図りました。
　昭和50年代、まだ高度成長は続いており、
印刷業界、スーパーなど流通業界も発展しま
した。洋紙、包材事業部や印刷用紙ばかりで
なく、印刷機械などいろいろな取り扱いが増
え、包材関係も堅実に伸びていきました。
　さらに、家庭紙事業部も順調に発展し、ス
ーパーばかりでなくホームセンター、ドラッ
グストアなどいろいろな形態の得意先ができ、
紙製品ばかりでなく、日用雑貨の取り扱いも
増えました。
　平成に入ると瀬戸大橋が開通し、高速道路
が整備され、人や車の往来が増え商売も広が
ります。流通業界も同様に、北四国の得意先、
マルナカ、フジ、レディ薬局は早くから積極
的に中国地区に進出しました。私ども関株式
会社も遅ればせながら平成12年に岡山市に営
業所を開設、西は福山から東は兵庫県まで広
い地域を担当し、地元の有力なスーパー、ド
ラッグストアとの取引が増えました。ここは、
２年前には支店に昇格しています。
　広島営業所は平成17年に広島市に開設、松
山から広島市周辺に出店したフジ、レディ薬
局を中心に、東は福山から西は山口まで営業
展開をしております。大阪営業所は岸和田市
に開設、大阪近辺を担当しています。中国地
区は売り上げは順調ですが、利益はまだまだ
で、しばらく年数がかかると思っています。
　地元高知でもフジ、マルナカをはじめドラ

◇出席率報告

•西森やよい　思いがけず、本年の最終例会
となってしまいました。会員の皆さまのご厚
情に心より感謝申し上げます。来年もどうぞ
よろしくお願いいたします。
•松本隆之　先週の夜間パトロール時間を30
分間違えて行ったら、誰もいらっしゃいませ
んでした。１人で見るイルミネーションはさ
みしかったです。お詫び申し上げます。
•前田　博　社会奉仕活動、夜間防犯パトロ
ール欠席のお詫び。
•関　淑公　久し振りに長いお喋りをしまし
た。
•土居祐三　気持ちは明るく前向きに　　
•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
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トイレットペーパー、ティッシュ、タオルペ
ーパーなど日常生活に必要なものが大きく伸
びて、12月決算で200億円を予想しています。
取引品目は家庭紙・日用雑貨が85％、洋紙・
包材が15％位という内容です。販売地域も県

内50％、四国35％、中国地区15％と県外の方
が大きく伸びています。
　以上が創業110周年を迎えた関株式会社で
あります。これからも仕事には努めていきた
いと思っております。
　私は入社して57年です。病気らしい病気も
せず、毎日会社に出ております。ロータリー
も入会してちょうど40年。40年前はパリパリ
の41歳で、ゴルフもこの頃に始めました。高
知青年会議所時代からの仲間、よくゴルフを
誘っていただいた先輩の方々、また今の会員
のお父さんが何人かおられ、ご年配の方々か
らも大変可愛がっていただきました。
　私も80代に入り、ちょっとボケ気味で、ゴ
ルフも下手になりました。けれど、これから
も足が動ける限り頑張るつもりです。ご高配
を心よりお願いいたします。
　本日は拙い話をいたしましたが、ご清聴あ
りがとうございました。

　関の先祖は代々土佐市高岡で地場産業であ
る土佐和紙の製造元をしておりました。明治
43（1910）年、私の祖父・関　頼次が、高知
市蓮池町にて土佐和紙を全国に広めようと関
　頼次商店をスタートしたのが事業の始まり
です。蓮池町というのは藩政時代、高岡の近
くの人たちを移してつくられた町で、今は町
名変更ではりまや町３丁目になっており、は
りまや橋小学校の通りです。初代・頼次と二
代目の私の父は、この蓮池町で土佐和紙を明
治から昭和20年頃まで東京、大阪はもちろん
北は北海道まで販売しておりました。ところ
が昭和20年７月４日の大空襲で蓮池町の店舗
も自宅も全て焼失し、高知市内もほとんど壊
滅状態になりました。戦後、南方方面に出征
していた父が復員してすぐに事業を再開しま
したが、時代の流れで、土佐和紙の取り扱い
が少なくなり、印刷用紙の販売も始めました。
　昭和35年頃、ダイエーが神戸で開店し、高
知にもスーパーができ始めたため、トイレッ
トペーパー、ティッシュペーパーなど家庭紙
の取り扱いを開始。日本経済が高度成長に入
った昭和48年、蓮池町の本社が狭くなり、現
在の卸団地に移転しました。その後、卸団地
が西側に拡張することを機会に我が社も土地
を買って洋紙、包材事業部を移転させました。
今の蔦屋書店の隣です。
　私は４人兄弟の次男ですが、兄が一橋を出
て商社に入りましたので、私が家業を継ぐこ
とになり、昭和38年、大学を卒業して入社し
ました。
　最初は営業担当で自転車やバイクに乗って
得意先回りをしました。その後、総務で資金
繰り、銀行回り、手形、小切手のハンコ押し
の実務を担当。常務取締役に昇格し、昭和49
年35歳の時関株式会社の３代目の社長に就任
することになりました。７年後、父が亡くな

りましたので責任が重くなりました。
　当時はまだ四国高速道路や瀬戸大橋が出来
ていませんでしたが、先を見越して、中村支
店をはじめとして松山、坂出と積極的に出店
しました。今では四国４県に支店、営業所を
出しております。
　並行して、四国の物流の中心として四国中
央市に物流センターをつくり、配送システム
のスピード化を図りました。
　昭和50年代、まだ高度成長は続いており、
印刷業界、スーパーなど流通業界も発展しま
した。洋紙、包材事業部や印刷用紙ばかりで
なく、印刷機械などいろいろな取り扱いが増
え、包材関係も堅実に伸びていきました。
　さらに、家庭紙事業部も順調に発展し、ス
ーパーばかりでなくホームセンター、ドラッ
グストアなどいろいろな形態の得意先ができ、
紙製品ばかりでなく、日用雑貨の取り扱いも
増えました。
　平成に入ると瀬戸大橋が開通し、高速道路
が整備され、人や車の往来が増え商売も広が
ります。流通業界も同様に、北四国の得意先、
マルナカ、フジ、レディ薬局は早くから積極
的に中国地区に進出しました。私ども関株式
会社も遅ればせながら平成12年に岡山市に営
業所を開設、西は福山から東は兵庫県まで広
い地域を担当し、地元の有力なスーパー、ド
ラッグストアとの取引が増えました。ここは、
２年前には支店に昇格しています。
　広島営業所は平成17年に広島市に開設、松
山から広島市周辺に出店したフジ、レディ薬
局を中心に、東は福山から西は山口まで営業
展開をしております。大阪営業所は岸和田市
に開設、大阪近辺を担当しています。中国地
区は売り上げは順調ですが、利益はまだまだ
で、しばらく年数がかかると思っています。
　地元高知でもフジ、マルナカをはじめドラ

◇出席率報告

•西森やよい　思いがけず、本年の最終例会
となってしまいました。会員の皆さまのご厚
情に心より感謝申し上げます。来年もどうぞ
よろしくお願いいたします。
•松本隆之　先週の夜間パトロール時間を30
分間違えて行ったら、誰もいらっしゃいませ
んでした。１人で見るイルミネーションはさ
みしかったです。お詫び申し上げます。
•前田　博　社会奉仕活動、夜間防犯パトロ
ール欠席のお詫び。
•関　淑公　久し振りに長いお喋りをしまし
た。
•土居祐三　気持ちは明るく前向きに　　
•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



◇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。に
わかにコロナの感染が拡
大しています。インフル
エンザの致死率と比較し
て恐れるに足りないとい
うようなことをおっしゃ

る方がいますが、私はそれは少し違うかなと
思います。現在致死率が抑えられているのも、
医療機関の非常な頑張りの中での面が大きい
ように思います。もし、これ以上感染者が増
えると医療の限界を超えてしまうかも知れな
いという心配される方もいます。ということ
で、正しく恐れるということが１番とどめて
おくべき心がけなのかなと思います。ただ、
こう申し上げている私も、今どきのメディア
やインターネットからの情報、そして、巷の
いろんな方とお話をする中での情報を耳にし
ながら、一つの思いに至っていることは事実
ですが、情報が溢れる今の時代と違って、例
えば江戸の末期、坂本龍馬は江戸や鹿児島あ
るいは長崎にとあちこちに足を運び、いろん
な情報を拾い、逆に坂本龍馬を通じて日本中
の情報を地方のある場所ごとの人たちは、
「龍馬さんからこういう話を聞いた」という
ようなこともあったんだろうと思います。そ
の意味では、坂本龍馬さんのような動き回る
人たちの話というのは非常に貴重な情報源

だったと思います。
　ただ、私の若い頃というか高校生から20歳
ぐらいまで、正しい情報といえばＮHＫのニ
ュースでありドキュメンタリー番組、高知県
内で起こることは高知新聞に全部載ってると
いうイメージでした。その時代は、それで判
断されていてもよかったかと思いますが、今
はそれに加えて周辺情報をインターネットで
知ることができます、問題なのは、まことし
やかに活字が並んで、踊って、人々の判断を
狂わせるということがあります。
　アメリカの選挙なんかでは、フェイクニュ
ースといわれるそうですが、まことしやかな、
しかし事実でない、一方の候補者に不利にな
るような情報をタイミングよく流して、投票
行動をコントロールするというような手法も
生まれているようです。
　大なり小なりネット上には嘘、本当が溢れ
かえってると思って生きていかなければなら
ない時代になっていると思います。コロナの
関係であえて嘘の情報を流すメリットという
のは見当たりませんので、悪質な情報という
のはそんなにはないだろうと期待したいとこ
ろですが、それも疑ってみる必要があると思
います。
　ただ、嘘の情報だけではなくて、真摯な心
で書き込んでる人たちも、中にはいらしゃる
と思いますが、果たして、その方の思いが正
しいのか、思い込みではないか、勘違いでは
ないかというところまでも考えていかなけれ
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ばならない。そういったところで考えていく
と、現在私たちはいろんな意味でコロナに対
峙しています。正しい情報に触れることが大
事だと思いますが、何が正しいかということ
もなかなか分かりません。その中で少なくと
もこれは間違いなくやるべきだというのが、
私は感染予防だと思います。まずマスクをす
る、手洗い、うがいはあまり効果があるとか
ないとか、そこも非常に判断の分かれるとこ
ろらしいのですが、あとは距離を保つ、そし
てできるだけ時間を短くする。そのように、
やはり正しく恐れるというスタンスを守って
いきたいと思います。
◇社会奉仕委員会より
　先週金曜日の防犯パトロールにたくさんの
ご参加いただきありがとうございました。当
日は読売新聞の取材も受けて、防犯パトロー
ル初回は2007年６月、年末に移して今年で15
回目という東RCの歴史を勉強させていただ
くきっかけにもなりました。
　コロナの状況ではありましたが、特にトラ
ブルもなく240個をあっという間に配り終え
ました。ありがとうございました。
◇会　長　報　告
　本日、例会前の臨時理事会で例会対応の検
討結果をご報告します。
　来週の通常例会、再来週の忘年夜間例会は
取り消し。１月の第一例会は時間変更例会を
昼間の例会に変更。ただし、食事をするかお
弁当を持ち帰りにするかは、今後の感染者数
の推移を見て、決定は会長、幹事一任となり
ました。

　今後の判断基準として、理事会で協議した
ことは、高知県が示している過去７日間に
105人以上の感染者数がいる場合には、家族
以外の会食を控えてくださいという要請が出
る特別警戒になります。１日に15人が７日間
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数字ですが、まだ７日間の実績が105人に達
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われます。
　理事会の中でも申し上げましたが、特別警
戒レベルの状況では、例会はやはり取り消す
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け感染対策をして皆さんとお集まりしたいと
思います。皆さん感染対策を十分に行い、元
気な姿でまたお会いできるよう、よろしくお
願いいたします。
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・メイキャップについて、ご自身がコロナ感
染者や濃厚接触者となった場合、また、会
合に出ることで感染が懸念される方は、幹
事または事務局に一報いただけたら、当該
例会はメイキャップ不要扱いとなります。
◇鬼頭愼一会員に秋の叙
　勲受章に対して、クラ
　ブからのお祝い金をお
　渡ししました。

◇ピアノ伴奏の小笠原貴
　美子さんにお礼をお渡
　ししました。

◇水曜会へ、半期分の支援金をお渡ししまし
た。
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おくべき心がけなのかなと思います。ただ、
こう申し上げている私も、今どきのメディア
やインターネットからの情報、そして、巷の
いろんな方とお話をする中での情報を耳にし
ながら、一つの思いに至っていることは事実
ですが、情報が溢れる今の時代と違って、例
えば江戸の末期、坂本龍馬は江戸や鹿児島あ
るいは長崎にとあちこちに足を運び、いろん
な情報を拾い、逆に坂本龍馬を通じて日本中
の情報を地方のある場所ごとの人たちは、
「龍馬さんからこういう話を聞いた」という
ようなこともあったんだろうと思います。そ
の意味では、坂本龍馬さんのような動き回る
人たちの話というのは非常に貴重な情報源

だったと思います。
　ただ、私の若い頃というか高校生から20歳
ぐらいまで、正しい情報といえばＮHＫのニ
ュースでありドキュメンタリー番組、高知県
内で起こることは高知新聞に全部載ってると
いうイメージでした。その時代は、それで判
断されていてもよかったかと思いますが、今
はそれに加えて周辺情報をインターネットで
知ることができます、問題なのは、まことし
やかに活字が並んで、踊って、人々の判断を
狂わせるということがあります。
　アメリカの選挙なんかでは、フェイクニュ
ースといわれるそうですが、まことしやかな、
しかし事実でない、一方の候補者に不利にな
るような情報をタイミングよく流して、投票
行動をコントロールするというような手法も
生まれているようです。
　大なり小なりネット上には嘘、本当が溢れ
かえってると思って生きていかなければなら
ない時代になっていると思います。コロナの
関係であえて嘘の情報を流すメリットという
のは見当たりませんので、悪質な情報という
のはそんなにはないだろうと期待したいとこ
ろですが、それも疑ってみる必要があると思
います。
　ただ、嘘の情報だけではなくて、真摯な心
で書き込んでる人たちも、中にはいらしゃる
と思いますが、果たして、その方の思いが正
しいのか、思い込みではないか、勘違いでは
ないかというところまでも考えていかなけれ
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ばならない。そういったところで考えていく
と、現在私たちはいろんな意味でコロナに対
峙しています。正しい情報に触れることが大
事だと思いますが、何が正しいかということ
もなかなか分かりません。その中で少なくと
もこれは間違いなくやるべきだというのが、
私は感染予防だと思います。まずマスクをす
る、手洗い、うがいはあまり効果があるとか
ないとか、そこも非常に判断の分かれるとこ
ろらしいのですが、あとは距離を保つ、そし
てできるだけ時間を短くする。そのように、
やはり正しく恐れるというスタンスを守って
いきたいと思います。
◇社会奉仕委員会より
　先週金曜日の防犯パトロールにたくさんの
ご参加いただきありがとうございました。当
日は読売新聞の取材も受けて、防犯パトロー
ル初回は2007年６月、年末に移して今年で15
回目という東RCの歴史を勉強させていただ
くきっかけにもなりました。
　コロナの状況ではありましたが、特にトラ
ブルもなく240個をあっという間に配り終え
ました。ありがとうございました。
◇会　長　報　告
　本日、例会前の臨時理事会で例会対応の検
討結果をご報告します。
　来週の通常例会、再来週の忘年夜間例会は
取り消し。１月の第一例会は時間変更例会を
昼間の例会に変更。ただし、食事をするかお
弁当を持ち帰りにするかは、今後の感染者数
の推移を見て、決定は会長、幹事一任となり
ました。

　今後の判断基準として、理事会で協議した
ことは、高知県が示している過去７日間に
105人以上の感染者数がいる場合には、家族
以外の会食を控えてくださいという要請が出
る特別警戒になります。１日に15人が７日間
続けば105人となるため、昨日あたりの17名
の感染者数というのは、そのレベルに達する
数字ですが、まだ７日間の実績が105人に達
してないので県はレベルを上げていないと思
われます。
　理事会の中でも申し上げましたが、特別警
戒レベルの状況では、例会はやはり取り消す
べきであろうと考えます。逆に経済活動も考
えて、105人以下の警戒レベルであれば、例
会はお弁当の持ち帰りであるとか、できるだ
け感染対策をして皆さんとお集まりしたいと
思います。皆さん感染対策を十分に行い、元
気な姿でまたお会いできるよう、よろしくお
願いいたします。
◇幹　事　報　告
・メイキャップについて、ご自身がコロナ感
染者や濃厚接触者となった場合、また、会
合に出ることで感染が懸念される方は、幹
事または事務局に一報いただけたら、当該
例会はメイキャップ不要扱いとなります。
◇鬼頭愼一会員に秋の叙
　勲受章に対して、クラ
　ブからのお祝い金をお
　渡ししました。

◇ピアノ伴奏の小笠原貴
　美子さんにお礼をお渡
　ししました。

◇水曜会へ、半期分の支援金をお渡ししまし
た。

ッグストアのコスモスなど県外資本の会社が
増えています。コスモスは福岡の会社で四国
に100店舗あまり展開しています。
　私ども関株式会社は、そういう大型店舗と
の取引が増えてはいますが病院、学校、会社
など細かいところにも広く回ることも心掛け
ております。
　平成22（2010）年に創業100年を迎えまし
た。これを機に私は代表取締役会長に退き、
長男を４代目の社長としました。そして新し
い社長体制のもとで10年間、順調に発展し、
本年の2020年に創業110周年を迎えました。
　今年は思いがけない新型コロナショックと
いう難しい時代を迎えましたが、幸いにも商
売の方はマスク、消毒液、ゴム手袋、その他
トイレットペーパー、ティッシュ、タオルペ
ーパーなど日常生活に必要なものが大きく伸
びて、12月決算で200億円を予想しています。
取引品目は家庭紙・日用雑貨が85％、洋紙・
包材が15％位という内容です。販売地域も県

内50％、四国35％、中国地区15％と県外の方
が大きく伸びています。
　以上が創業110周年を迎えた関株式会社で
あります。これからも仕事には努めていきた
いと思っております。
　私は入社して57年です。病気らしい病気も
せず、毎日会社に出ております。ロータリー
も入会してちょうど40年。40年前はパリパリ
の41歳で、ゴルフもこの頃に始めました。高
知青年会議所時代からの仲間、よくゴルフを
誘っていただいた先輩の方々、また今の会員
のお父さんが何人かおられ、ご年配の方々か
らも大変可愛がっていただきました。
　私も80代に入り、ちょっとボケ気味で、ゴ
ルフも下手になりました。けれど、これから
も足が動ける限り頑張るつもりです。ご高配
を心よりお願いいたします。
　本日は拙い話をいたしましたが、ご清聴あ
りがとうございました。

　関の先祖は代々土佐市高岡で地場産業であ
る土佐和紙の製造元をしておりました。明治
43（1910）年、私の祖父・関　頼次が、高知
市蓮池町にて土佐和紙を全国に広めようと関
　頼次商店をスタートしたのが事業の始まり
です。蓮池町というのは藩政時代、高岡の近
くの人たちを移してつくられた町で、今は町
名変更ではりまや町３丁目になっており、は
りまや橋小学校の通りです。初代・頼次と二
代目の私の父は、この蓮池町で土佐和紙を明
治から昭和20年頃まで東京、大阪はもちろん
北は北海道まで販売しておりました。ところ
が昭和20年７月４日の大空襲で蓮池町の店舗
も自宅も全て焼失し、高知市内もほとんど壊
滅状態になりました。戦後、南方方面に出征
していた父が復員してすぐに事業を再開しま
したが、時代の流れで、土佐和紙の取り扱い
が少なくなり、印刷用紙の販売も始めました。
　昭和35年頃、ダイエーが神戸で開店し、高
知にもスーパーができ始めたため、トイレッ
トペーパー、ティッシュペーパーなど家庭紙
の取り扱いを開始。日本経済が高度成長に入
った昭和48年、蓮池町の本社が狭くなり、現
在の卸団地に移転しました。その後、卸団地
が西側に拡張することを機会に我が社も土地
を買って洋紙、包材事業部を移転させました。
今の蔦屋書店の隣です。
　私は４人兄弟の次男ですが、兄が一橋を出
て商社に入りましたので、私が家業を継ぐこ
とになり、昭和38年、大学を卒業して入社し
ました。
　最初は営業担当で自転車やバイクに乗って
得意先回りをしました。その後、総務で資金
繰り、銀行回り、手形、小切手のハンコ押し
の実務を担当。常務取締役に昇格し、昭和49
年35歳の時関株式会社の３代目の社長に就任
することになりました。７年後、父が亡くな

りましたので責任が重くなりました。
　当時はまだ四国高速道路や瀬戸大橋が出来
ていませんでしたが、先を見越して、中村支
店をはじめとして松山、坂出と積極的に出店
しました。今では四国４県に支店、営業所を
出しております。
　並行して、四国の物流の中心として四国中
央市に物流センターをつくり、配送システム
のスピード化を図りました。
　昭和50年代、まだ高度成長は続いており、
印刷業界、スーパーなど流通業界も発展しま
した。洋紙、包材事業部や印刷用紙ばかりで
なく、印刷機械などいろいろな取り扱いが増
え、包材関係も堅実に伸びていきました。
　さらに、家庭紙事業部も順調に発展し、ス
ーパーばかりでなくホームセンター、ドラッ
グストアなどいろいろな形態の得意先ができ、
紙製品ばかりでなく、日用雑貨の取り扱いも
増えました。
　平成に入ると瀬戸大橋が開通し、高速道路
が整備され、人や車の往来が増え商売も広が
ります。流通業界も同様に、北四国の得意先、
マルナカ、フジ、レディ薬局は早くから積極
的に中国地区に進出しました。私ども関株式
会社も遅ればせながら平成12年に岡山市に営
業所を開設、西は福山から東は兵庫県まで広
い地域を担当し、地元の有力なスーパー、ド
ラッグストアとの取引が増えました。ここは、
２年前には支店に昇格しています。
　広島営業所は平成17年に広島市に開設、松
山から広島市周辺に出店したフジ、レディ薬
局を中心に、東は福山から西は山口まで営業
展開をしております。大阪営業所は岸和田市
に開設、大阪近辺を担当しています。中国地
区は売り上げは順調ですが、利益はまだまだ
で、しばらく年数がかかると思っています。
　地元高知でもフジ、マルナカをはじめドラ

◇出席率報告

•西森やよい　思いがけず、本年の最終例会
となってしまいました。会員の皆さまのご厚
情に心より感謝申し上げます。来年もどうぞ
よろしくお願いいたします。
•松本隆之　先週の夜間パトロール時間を30
分間違えて行ったら、誰もいらっしゃいませ
んでした。１人で見るイルミネーションはさ
みしかったです。お詫び申し上げます。
•前田　博　社会奉仕活動、夜間防犯パトロ
ール欠席のお詫び。
•関　淑公　久し振りに長いお喋りをしまし
た。
•土居祐三　気持ちは明るく前向きに　　
•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

12月９日

11月25日

総数
－5 53
－6 53

出席
41
36

欠席
1
0

メイク
アップ HC出席率

77.36％
67.92％

出席率
97.92％
100％
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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。に
わかにコロナの感染が拡
大しています。インフル
エンザの致死率と比較し
て恐れるに足りないとい
うようなことをおっしゃ

る方がいますが、私はそれは少し違うかなと
思います。現在致死率が抑えられているのも、
医療機関の非常な頑張りの中での面が大きい
ように思います。もし、これ以上感染者が増
えると医療の限界を超えてしまうかも知れな
いという心配される方もいます。ということ
で、正しく恐れるということが１番とどめて
おくべき心がけなのかなと思います。ただ、
こう申し上げている私も、今どきのメディア
やインターネットからの情報、そして、巷の
いろんな方とお話をする中での情報を耳にし
ながら、一つの思いに至っていることは事実
ですが、情報が溢れる今の時代と違って、例
えば江戸の末期、坂本龍馬は江戸や鹿児島あ
るいは長崎にとあちこちに足を運び、いろん
な情報を拾い、逆に坂本龍馬を通じて日本中
の情報を地方のある場所ごとの人たちは、
「龍馬さんからこういう話を聞いた」という
ようなこともあったんだろうと思います。そ
の意味では、坂本龍馬さんのような動き回る
人たちの話というのは非常に貴重な情報源

だったと思います。
　ただ、私の若い頃というか高校生から20歳
ぐらいまで、正しい情報といえばＮHＫのニ
ュースでありドキュメンタリー番組、高知県
内で起こることは高知新聞に全部載ってると
いうイメージでした。その時代は、それで判
断されていてもよかったかと思いますが、今
はそれに加えて周辺情報をインターネットで
知ることができます、問題なのは、まことし
やかに活字が並んで、踊って、人々の判断を
狂わせるということがあります。
　アメリカの選挙なんかでは、フェイクニュ
ースといわれるそうですが、まことしやかな、
しかし事実でない、一方の候補者に不利にな
るような情報をタイミングよく流して、投票
行動をコントロールするというような手法も
生まれているようです。
　大なり小なりネット上には嘘、本当が溢れ
かえってると思って生きていかなければなら
ない時代になっていると思います。コロナの
関係であえて嘘の情報を流すメリットという
のは見当たりませんので、悪質な情報という
のはそんなにはないだろうと期待したいとこ
ろですが、それも疑ってみる必要があると思
います。
　ただ、嘘の情報だけではなくて、真摯な心
で書き込んでる人たちも、中にはいらしゃる
と思いますが、果たして、その方の思いが正
しいのか、思い込みではないか、勘違いでは
ないかというところまでも考えていかなけれ
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ばならない。そういったところで考えていく
と、現在私たちはいろんな意味でコロナに対
峙しています。正しい情報に触れることが大
事だと思いますが、何が正しいかということ
もなかなか分かりません。その中で少なくと
もこれは間違いなくやるべきだというのが、
私は感染予防だと思います。まずマスクをす
る、手洗い、うがいはあまり効果があるとか
ないとか、そこも非常に判断の分かれるとこ
ろらしいのですが、あとは距離を保つ、そし
てできるだけ時間を短くする。そのように、
やはり正しく恐れるというスタンスを守って
いきたいと思います。
◇社会奉仕委員会より
　先週金曜日の防犯パトロールにたくさんの
ご参加いただきありがとうございました。当
日は読売新聞の取材も受けて、防犯パトロー
ル初回は2007年６月、年末に移して今年で15
回目という東RCの歴史を勉強させていただ
くきっかけにもなりました。
　コロナの状況ではありましたが、特にトラ
ブルもなく240個をあっという間に配り終え
ました。ありがとうございました。
◇会　長　報　告
　本日、例会前の臨時理事会で例会対応の検
討結果をご報告します。
　来週の通常例会、再来週の忘年夜間例会は
取り消し。１月の第一例会は時間変更例会を
昼間の例会に変更。ただし、食事をするかお
弁当を持ち帰りにするかは、今後の感染者数
の推移を見て、決定は会長、幹事一任となり
ました。

　今後の判断基準として、理事会で協議した
ことは、高知県が示している過去７日間に
105人以上の感染者数がいる場合には、家族
以外の会食を控えてくださいという要請が出
る特別警戒になります。１日に15人が７日間
続けば105人となるため、昨日あたりの17名
の感染者数というのは、そのレベルに達する
数字ですが、まだ７日間の実績が105人に達
してないので県はレベルを上げていないと思
われます。
　理事会の中でも申し上げましたが、特別警
戒レベルの状況では、例会はやはり取り消す
べきであろうと考えます。逆に経済活動も考
えて、105人以下の警戒レベルであれば、例
会はお弁当の持ち帰りであるとか、できるだ
け感染対策をして皆さんとお集まりしたいと
思います。皆さん感染対策を十分に行い、元
気な姿でまたお会いできるよう、よろしくお
願いいたします。
◇幹　事　報　告
・メイキャップについて、ご自身がコロナ感
染者や濃厚接触者となった場合、また、会
合に出ることで感染が懸念される方は、幹
事または事務局に一報いただけたら、当該
例会はメイキャップ不要扱いとなります。
◇鬼頭愼一会員に秋の叙
　勲受章に対して、クラ
　ブからのお祝い金をお
　渡ししました。

◇ピアノ伴奏の小笠原貴
　美子さんにお礼をお渡
　ししました。

◇水曜会へ、半期分の支援金をお渡ししまし
た。

ッグストアのコスモスなど県外資本の会社が
増えています。コスモスは福岡の会社で四国
に100店舗あまり展開しています。
　私ども関株式会社は、そういう大型店舗と
の取引が増えてはいますが病院、学校、会社
など細かいところにも広く回ることも心掛け
ております。
　平成22（2010）年に創業100年を迎えまし
た。これを機に私は代表取締役会長に退き、
長男を４代目の社長としました。そして新し
い社長体制のもとで10年間、順調に発展し、
本年の2020年に創業110周年を迎えました。
　今年は思いがけない新型コロナショックと
いう難しい時代を迎えましたが、幸いにも商
売の方はマスク、消毒液、ゴム手袋、その他
トイレットペーパー、ティッシュ、タオルペ
ーパーなど日常生活に必要なものが大きく伸
びて、12月決算で200億円を予想しています。
取引品目は家庭紙・日用雑貨が85％、洋紙・
包材が15％位という内容です。販売地域も県

内50％、四国35％、中国地区15％と県外の方
が大きく伸びています。
　以上が創業110周年を迎えた関株式会社で
あります。これからも仕事には努めていきた
いと思っております。
　私は入社して57年です。病気らしい病気も
せず、毎日会社に出ております。ロータリー
も入会してちょうど40年。40年前はパリパリ
の41歳で、ゴルフもこの頃に始めました。高
知青年会議所時代からの仲間、よくゴルフを
誘っていただいた先輩の方々、また今の会員
のお父さんが何人かおられ、ご年配の方々か
らも大変可愛がっていただきました。
　私も80代に入り、ちょっとボケ気味で、ゴ
ルフも下手になりました。けれど、これから
も足が動ける限り頑張るつもりです。ご高配
を心よりお願いいたします。
　本日は拙い話をいたしましたが、ご清聴あ
りがとうございました。

　関の先祖は代々土佐市高岡で地場産業であ
る土佐和紙の製造元をしておりました。明治
43（1910）年、私の祖父・関　頼次が、高知
市蓮池町にて土佐和紙を全国に広めようと関
　頼次商店をスタートしたのが事業の始まり
です。蓮池町というのは藩政時代、高岡の近
くの人たちを移してつくられた町で、今は町
名変更ではりまや町３丁目になっており、は
りまや橋小学校の通りです。初代・頼次と二
代目の私の父は、この蓮池町で土佐和紙を明
治から昭和20年頃まで東京、大阪はもちろん
北は北海道まで販売しておりました。ところ
が昭和20年７月４日の大空襲で蓮池町の店舗
も自宅も全て焼失し、高知市内もほとんど壊
滅状態になりました。戦後、南方方面に出征
していた父が復員してすぐに事業を再開しま
したが、時代の流れで、土佐和紙の取り扱い
が少なくなり、印刷用紙の販売も始めました。
　昭和35年頃、ダイエーが神戸で開店し、高
知にもスーパーができ始めたため、トイレッ
トペーパー、ティッシュペーパーなど家庭紙
の取り扱いを開始。日本経済が高度成長に入
った昭和48年、蓮池町の本社が狭くなり、現
在の卸団地に移転しました。その後、卸団地
が西側に拡張することを機会に我が社も土地
を買って洋紙、包材事業部を移転させました。
今の蔦屋書店の隣です。
　私は４人兄弟の次男ですが、兄が一橋を出
て商社に入りましたので、私が家業を継ぐこ
とになり、昭和38年、大学を卒業して入社し
ました。
　最初は営業担当で自転車やバイクに乗って
得意先回りをしました。その後、総務で資金
繰り、銀行回り、手形、小切手のハンコ押し
の実務を担当。常務取締役に昇格し、昭和49
年35歳の時関株式会社の３代目の社長に就任
することになりました。７年後、父が亡くな

りましたので責任が重くなりました。
　当時はまだ四国高速道路や瀬戸大橋が出来
ていませんでしたが、先を見越して、中村支
店をはじめとして松山、坂出と積極的に出店
しました。今では四国４県に支店、営業所を
出しております。
　並行して、四国の物流の中心として四国中
央市に物流センターをつくり、配送システム
のスピード化を図りました。
　昭和50年代、まだ高度成長は続いており、
印刷業界、スーパーなど流通業界も発展しま
した。洋紙、包材事業部や印刷用紙ばかりで
なく、印刷機械などいろいろな取り扱いが増
え、包材関係も堅実に伸びていきました。
　さらに、家庭紙事業部も順調に発展し、ス
ーパーばかりでなくホームセンター、ドラッ
グストアなどいろいろな形態の得意先ができ、
紙製品ばかりでなく、日用雑貨の取り扱いも
増えました。
　平成に入ると瀬戸大橋が開通し、高速道路
が整備され、人や車の往来が増え商売も広が
ります。流通業界も同様に、北四国の得意先、
マルナカ、フジ、レディ薬局は早くから積極
的に中国地区に進出しました。私ども関株式
会社も遅ればせながら平成12年に岡山市に営
業所を開設、西は福山から東は兵庫県まで広
い地域を担当し、地元の有力なスーパー、ド
ラッグストアとの取引が増えました。ここは、
２年前には支店に昇格しています。
　広島営業所は平成17年に広島市に開設、松
山から広島市周辺に出店したフジ、レディ薬
局を中心に、東は福山から西は山口まで営業
展開をしております。大阪営業所は岸和田市
に開設、大阪近辺を担当しています。中国地
区は売り上げは順調ですが、利益はまだまだ
で、しばらく年数がかかると思っています。
　地元高知でもフジ、マルナカをはじめドラ

◇出席率報告

•西森やよい　思いがけず、本年の最終例会
となってしまいました。会員の皆さまのご厚
情に心より感謝申し上げます。来年もどうぞ
よろしくお願いいたします。
•松本隆之　先週の夜間パトロール時間を30
分間違えて行ったら、誰もいらっしゃいませ
んでした。１人で見るイルミネーションはさ
みしかったです。お詫び申し上げます。
•前田　博　社会奉仕活動、夜間防犯パトロ
ール欠席のお詫び。
•関　淑公　久し振りに長いお喋りをしまし
た。
•土居祐三　気持ちは明るく前向きに　　
•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

高知東ＲＣ 防犯パトロール
2020年12月４日㈮　於：中央公園



●会長／竹村克彦　●幹事／西森やよい　●雑誌会報委員／永野正将・関　淑公
●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
677,711円
7,550円
685,261円

9,834円
325円

10,159円

687,545円
7,875円
695,420円

チビニコ 合　計

12月９日
今期の累計

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

他クラブ変更事項

■高知東ＲＣ当面の日程
１月27日㈬　役員会
２月３日㈬　定例理事会（例会終了後）
２月10日㈬　観梅夜間例会（得月樓）
２月24日㈬　役員会
２月27日㈯　高知第Ⅰ分区・第Ⅱ分区Ｉ.Ｍ
　　　　　　　　　  （ザ クラウンパレス）

■例会変更のお知らせ
高知北ＲＣ　　１月25日㈪　時間短縮例会
高知ＲＣ　　　１月26日㈫　例会取消
高知南ＲＣ　　１月28日㈭　職場例会
高知北ＲＣ　　２月１日㈪　2月3日に振替
高知中央ＲＣ　２月４日㈭　創立記念夜間例会
高知北ＲＣ　　２月８日㈪　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　２月９日㈫　夜間例会
高知ＲＣ　　　２月16日㈫　夜間例会
高知南ＲＣ　　２月18日㈭　夜間例会
高知西ＲＣ　　２月19日㈮　夜間例会
高知北ＲＣ　　２月22日㈪　2月20日に振替
高知南ＲＣ　　２月25日㈭　ロータリー休日
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