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本日

３月３日㈬ 12：30 ザ クラウンパレス新阪急高知
ゲストスピーチ
「SDGsへの取り組み」
ミタニ建設工業㈱ 代表取締役社長 三谷 剛平 氏

第2484回 例会報告／令和３年２月17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。
今日は、ガバナーエレク
トの東 邦彦さん、次期
地区代表幹事の大塚和助
さんにおい出ていただい
ています。ようこそいら
っしゃいました。東さんと大塚さんとは10年
ほど前ＩＭの引継ぎのため中村ロータリーク
ラブさんを訪問して以来のお付き合いで、お
会いする度、親しくお声を掛けていただいて
本当に光栄に思っております。
実は以前から当クラブへ訪問されたいご意
向を戴いておりまして、12月にその段取りを
していましたが、ご承知の通りコロナの感染
者が増えたことで例会の取り消しがあり、本
日、リベンジでお出でいただきました。こう
して次年度のガバナーと代表幹事さんが揃っ
てクラブを訪問していただけるというのは、
何かガバナー公式訪問のようで、誠に光栄だ
と思っております。本当にありがとうござい
ます。
「梅は咲いたか 桜はまだかいな 柳ゃな
よなよ風次第」という、春から夏への自然の
移ろいを歌った江戸小唄があるようですが、
先週その梅の花を得月樓さんで愛でました。
短い時間ではありましたが、久しぶりに皆さ
んの歓談の中に身を置いて懇親会の持つ意味

次週

３月10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」
今西
博 会員

晴時々曇

や役割といったものに思いをはせていました。
個人的にもお酒が大好きで、会長の立場でも、
慣れ親しんだ酒文化が育む交流というものに、
ちょっと飢えていたところがございます。一
日も早く通常の交流ができる環境が戻ってほ
しいと思っています。今日あたりの気温では、
今一つ実感がわきませんが、春はもうすぐの
ようです。
100年前、1918年から流行したスペイン風
邪の終息には２年以上を要したといわれてい
ます。新型コロナウイルスも発症からおよそ
１年が過ぎ、日本でもようやくワクチンの接
種が始まったということです。東さん、大塚
さんが準備をされている次年度のロータリー
の事業も徐々に通常のものに戻り、できれば
地区大会は盛大に開催できることを願ってや
みません。春を迎えるにあたってコロナ禍も
峠を越えたと信じたい今日この頃です。
本日の卓話は、中西会員から、コロナに関
した業界でのお話を伺います。どうぞよろし
くお願いいたします。
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◇来訪ロータリアン及びお客さま
東 邦彦ガバナーエレクト（中村ＲＣ）
大塚和助次期地区幹事（中村ＲＣ）
◇東 邦彦ガバナーエレクト挨拶
皆さん、こんにちは。
ガバナーエレクトの東で
ございます。今朝、中村
を出るとき雪が降ってい
ました。結構珍しい雪で、
また、東クラブに行けな
いのかなあと思っていましたら、高知が近づ
くにつれ、天気もよくなり、メイキャップが
でき大変うれしく思っております。
会長の竹村さんとは、いつも竹村さんと言
っていますが、実は10年前からの知り合いで
幡多のクラブに光を当ててくれた方です。幡
多には３クラブありましたが、私どもは20年
ぐらい、ＩＭも何もやったことがなかったん
です。そんな私たちのクラブに何回も訪問し
て、ノウハウを教えていただき、本当にあり
がたく思っています。ですから、もう竹村さ
んに頼めば何でもできると思って、今回も地
区の役員にご就任いただきました。
先日、国際協議会が終わりました。２月１
日から11日まで、初めてのバーチャルの国際
協議会でした。国際大会もバーチャルになり
ました。こんな難しいときに、もう一つの大
役をこのクラブの柳澤パストガバナーにお願
いしております。諮問委員会も柳澤パストガ
バナーだったら適任であるとお墨付きをいた
だき、地区のリーダーにご就任いただきまし
た。このことを皆さまにご報告したくて、本
日まいった訳でございます。
大変難しい時期ではありますが、私のお目
付け役でございます。一つよろしくお願いし
たいと思います。
◇大塚和助次期代表幹事挨拶
皆さん、こんにちは。
次期地区代表幹事を務め
ます中村ロータリークラ
ブの大塚でございます。
先ほどからのお話にも
ありますようにコロナの
影響により、全く予測が立たない状況で現在
を迎えております。ＰＥＴＳ、地区協議会等
々に関しても、最終ぎりぎりまで待った結果

12月になり、高知県下でもコロナ対策で特別
警戒が、その後、全国でも11都道府県に緊急
事態宣言が発令されました。
ＰＥＴＳに関しては、会長エレクトの必須
条件でセミナーを開催しないといけない。そ
こで考えた結果、74クラブの会長エレクト、
次期ガバナー補佐、次期の地区代表幹事柳澤
先生をお招きして、約100名で研修会を開催
しますが、ＤＴＴＳは中止。ただし、数年に
わたる引継ぎ事業や伝達事業等々がある委員
会については、委員会ごとにリアル及びオン
ラインで開催をする。地区協議会研修会は大
人数での開催になりますので、会合は中止。
次期RI会長のメッセージ及び東ガバナーエレ
クトの運営方針等々を冊子にまとめて全員に
配布するということとしました。
皆さま方には大変ご迷惑をおかけします
が、諸事情の中で地区を運営する立場という
ことでご理解を賜りまして、ご協力ご支援を
心よりお願い申し上げます。ありがとうござ
いました。
◇２月７日開催のゴルフコンペ表彰式
（敬称略）
ＢＢメーカー 西山忠利
ＢＢ、ニアピン賞 中越貴宣
10位 広瀬雅彦
（ニアピン賞が２個・ベスグロ賞）
７位、当日賞 岡本淳一
５位 松﨑範子
４位 田中伸樹
３位 松野宏司（室戸４番・ドラコン）
準優勝 石川 健
優勝 猿田隆夫
ニアピン賞 𠮷永光男
大波賞 島村信一
小波賞 中平真理子
初参加賞 今西 博
◇幹 事 報 告
３月の情報集会は当面延期、開催できるタ
イミングを見計らっていく。
４月の８クラブ合同夜間例会の中止を受け、
４月９日の夜間例会は14日のお昼の例会に
変更。
地区大会での記念ゴルフ大会は先着168名、
参加申込締切は３月３日
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◇会員スピーチ

親睦委員会 委員長 中西

克行 会員

「高知の宿泊・宴会における
新型コロナウイルス感染拡大の影響」
皆さんご存じの通り2019年11月22日、中華
人民共和国武漢市で最初に新型コロナ感染症
が報告されました。日本では2020年1月16日
に神奈川県在住の中国国籍の男性の感染が報
告をされ、２月13日、国内初の死者が出まし
た。高知県での１例目が２月29日。その後、
パンデミック宣言が３月11日、13日には新型
コロナウイルス対策の特別措置法が成立して
います。24日、オリンピック・パラリンピッ
ク延期を表明。４月７日、７都府県で５月６
日までの緊急事態宣言発令。同時に Go To キ
ャンペーンの予算も通り、コロナ収束後の対
策等も順次考えられてきました。しかし、４
月16日には緊急事態宣言が全国に出されます。
５月４日、緊急事態宣言は31日まで延期をさ
れますが、14日辺りからは、感染者数が落ち
着いてきた県から順次解除されて５月25日に
は全国的に解除されました。
一旦収まったと思っていた７月、東京を起
点に第２波が起こり、８月７日にピークを迎
えます。再び収まりを見せていた11月、第３
波の襲来。12月14日には、年末年始の Go To
トラベルの全国一斉停止が発表されました。
高知県でも15日には感染者36名という最多人
数が発表されました。16日、飲食業の時短営
業の要請が出され、年明けて今年１月７日、
１都３県に再び緊急事態宣言を発令。２月８
日には全国で最大、約8,000名の感染者が出
て、
緊急事態宣言は３月７日まで延長、Go To
トラベルも一斉停止となります。２月15日時
点で感染者の累計は日本で41万8,000人、亡
くなった方は7,000人。高知県の感染者877
人、17人の方が亡くなっています。
2019年１月から12月の高知県への観光の入
込客は大体440万人。
「龍馬伝」放映以降、県
の打つ様々な施策により入込客は400万人台
をずっとキープしていました。大型客船の寄

港により外国人も約６万人が来高していまし
た。それがこのコロナ禍で、昨年、今年と予
定されていたイベント、大会等の行事が全て
延期、あるいは中止となりました。高知県で
57ある宿泊関連施設への宿泊者数は、2019年
は153万人が2020年は98万人で64％に減少。
高知市と南国市の23施設では、2019年で95万
4,000人、2020年は64万人で67％。宿泊のみ
の稼働率は2019年77.5％から2020年49.5％、
28ポイントの減少です。
ただ、Go To キャンペーンが動いていた10
月、11月は宴会は駄目でしたが、宿泊に関し
ては随分と回復し、ほぼ前年並の水準にまで
持ち直してそれなりに営業成績は残せるだろ
うと思っていたのですが、12月の再びの宣言
で、12月、１月の予約が一挙に吹っ飛んだと
いうのが、今の旅館・ホテルの現状です。
では、今後どうなるかということですが、
先の見通しが立たないというのが現状です。
例年12月、１月、２月は閑散期で、そんなに
多くの宿泊はありませんが、特に今年は前年
比で、１月は42％、２月は36％、３月30％、
４月23％という現在の予約状況です。要は
Go To キャンペーンがいつ再開されるか分か
らない状態では、お客様も予約を入れづらい
ということです。
一方、旅館・ホテルの大きな収入源の一つ
は宴会です。宿泊の売り上げよりも宴会関係
の売り上げの方が大きいということもあっ
て、この売り上げが上がらないとなかなか経
営的にはしんどいところです。県内57施設
で、2019年と2020年の宴会人数を比較する
と、52万3,000人が15万6,500人、大体30％。
１月、２月の影響の少なかった月を除くと17
％。大きな宴会はみんな消えていきました。
今年についても、1月は約6,600人、前年比
14％。２月が8,500人ぐらいで25％。３月が
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8,000人ぐらいの予想で15％。４月が7,800人
ぐらいで18％、そんな感じです。
宴会部門は、ホテルの中でも地元に大きく
貢献ができる部分です。食材の仕入れや保管
のための設備、会場は労働集約的な所で人が
たくさん要るため、雇用面でも貢献できるな
ど、非常にすそ野が広い部分ですから、ここ
がストップするといろんなところに影響が出
てきます。
また、婚礼というのも大きな柱の一つです。
なかなか表だった数字はつかめませんが、
我々旅館・ホテルを中心にして５施設の合計
のカウントを見てると、2019年は480件だっ
たものが2020年は180件で38％。しかも１件
当たりの人数も大きく減少し、写真だけ、あ
るいは家族だけといった形になってます。４
月から６月の件数だけを見ると2019年では
140件だったものが、2020年はわずか１件で

した。コロナを見据えて日延べをしてらっし
ゃる方が多いのですが、その数字も去年より
も少ないというのが現状です。
コロナの関係で非常に厳しい状況が続いて
いるのは、我々の業界だけではありません。
そんな中でも、私たちが普通に生活できてい
るのは、医療に関わっている方や多くの方々
の支えがあってこそ、私たちも困難な状況に
立ち向かっていける訳です。そういった方々
には改めて感謝をしたいと思います。
まだまだこれからどうなるか分かりません
が、ワクチン接種が開始されるという明るい
ニュースもあります。何とか生きながらえて
皆さんと共に頑張っていけるようにしていか
なければと思ってます。
（※ここに挙げた数字は、何百何人という確
定のものではなく、約100人、50人ぐらいと
いう形のものであることをご了承ください）

◇出席率報告

てみました。驚いたことに私の知ってる牧野
植物園ではありませんでした。散策するにも
歩きやすい様々な心配りがなされていて「さ
すが水上さん！」と何だか嬉しくなりました。
こんこん山まで上がってみると、これまでと
は打って変わって見晴らしがよく開放的な雰
囲気に。いつの日にか孫を連れて遊びに来る
自分を想像してしまいました。（ほんとはワ
ンコも連れてきたいんですがＮＧみたいで
す）園内を歩きながら思いました。全国的に
メジャーになってきている牧野植物園ですが、
実は高知県民は良さをあまり知らないんでは
ないかと。仁淀川の美しさに長年気づかなか
ったように、あまりに身近にあるものの本当
の良さには気づきにくいんではないかと。最
後に少し大げさですが、水上さん、園職員の
皆さん、素晴らしいものつくってくれてあり
がとうございます。これからますます良くな
っていくみたいですので、とっても期待して
います。ＰＳ、嫁さんから水上さんへ伝言・
ディズニーランドで昔やってたように、当日
券を買って入園した後、差額を払えば年パス
に変更できればいいなぁ。そしたらリピータ
ーも増えるのになぁ。
西内俊介 先週は観梅会、きれいでした。
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東ガバナーエレクト・大塚次期代表幹事
（中村ＲＣ） これからスタートとなりま
す。よろしくお願いいたします。
竹村克彦 東さん、大塚さん、ようこそ東
クラブへ。お忙しい中ありがとうございまし
た。
西森やよい 東邦彦ガバナーエレクト様、
大塚和助次期地区代表幹事様、ご来訪くださ
りありがとうございます。
中西克行 本日は卓話をさせていただきあ
りがとうございました。
土居祐三 先日、数年ぶりに牧野植物園に
行ってきました。嫁さんがどうしても「旅す
るラン展」を見に行くっていうんで、正直興
味はなかったんですが（水上さんごめんなさ
い）渋々運転手としてついて行きました。温
室を見終わって、せっかく来たんだからと、
こんこん山広場とか見てみようと園内を歩い
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１年ぶりの二次会もありまして、そういえば、
昨年の猿田先生の祝賀会から１年、長かった
です。そのときのおつりをニコニコへ。
早瀬源慶 観梅会欠席、お詫び申します。
近森範久 長期欠席のお詫び。
石川 健 ２月７日、土佐ＣＣゴルフコン
ペに５組20名の参加をいただきありがとうご
ざいました。私もスコアは良くありませんで
したが、上位成績でした。次回は４月25日パ
シフィックゴルフクラブを予定しています。
参加よろしくお願いします。
猿田隆夫 まさかの優勝です。パートナー
の西山さん、松野さんのお蔭です。一生に一
度のことと思います。104のスコアで優勝で
した。夢のようです。苦手な土佐カン、嫌い
な土佐カン、好きになりました。
広瀬雅彦 ２月７日の日曜日、東クラブの
ゴルフコンペに参加しました。二月にしては
暖かく穏やかな天気で気持ちよくプレーでき
ました。たくさん賞もいただきありがとうご

ざいます。
松﨑範子 親睦ゴルフコンペのお礼。
島村信一 楽しいコンペでした。参加され
た皆様、お疲れ様でした。前半大叩きでした
ので優勝はあきらめ、大波賞を狙ってました。
ありがとうございました。
ゴルフ参加者一同 ２月７日親睦ゴルフコ
ンペにてショートホールでワンオンできませ
んでした。１ホールにつき200円以上を寄附
します。
前田 博 家内誕生祝いのお礼。前川さん、
わざわざ届けていただきありがとうございま
した。
寺村 勉 結婚記念日祝いありがとうござ
いました。40周年です。あっという間でし
た。女房にはいつも感謝しています。
寺尾正生 家庭記念日のお祝いありがとう
ございました。
ザ クラウンパレス新阪急高知 いつもあり
がとうございます。
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■高知東ＲＣ当面の日程
３月17日㈬ ロータリー休日
３月31日㈬ 役員会
４月７日㈬ 定例理事会
第５回クラブ協議会（次年度）
（得月樓）
４月21日㈬ 役員会
４月28日㈬ ロータリー休日

■例会変更のお知らせ
高知中央ＲＣ ３月４日㈭
高知ロイヤルＲＣ
３月16日㈫
高知中央ＲＣ ３月18日㈭
高知北ＲＣ
３月22日㈪
高知ＲＣ
３月23日㈫
高知南ＲＣ
３月25日㈭
高知中央ＲＣ ３月25日㈭
高知北ＲＣ
３月29日㈪
高知ロイヤルＲＣ
３月30日㈫

職場例会
定款８条第１節による休会
ロータリー休日
花見例会
ロータリー休日
花見例会
花見夜間例会
ロータリー休日
ロータリー休日

● ニコニコ箱 ●
ニコニコ

チビニコ

合

計

先週まで

839,211円

10,859円

850,070円

２月17日

68,140円

2,249円

70,389円

今期の累計

907,351円

13,108円

920,459円

●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
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