第2444号

高知東ロータリークラブ 週報
040月21日.2021

本日

４月21日㈬ 12：30 ザ クラウンパレス新阪急高知
会員スピーチ
「酒類業界の『過去・現在・未来』」
鬼田 知明 会員

第2490回 例会報告／令和３年４月７日

天候

◇ロータリーソング
「君が代」
「四つのテスト」
◇会 長 挨 拶
皆さん、こんにちは。
先週は火曜日に前川会員
が、榧の木の植樹等の活
動をされていると、高知
新聞に掲載されました。
遠い目線での貴重な活動
だと思います。続いて、金曜日には元会員の
安藝眞一さんが、よさこい祭りの鳴子を高知
で最初に作ったのが安藝さんのお父様で、お
家に残していた鳴子を展示しているというこ
とで、新聞に載っていました。このように、
会員に纏わる記事が新聞で見られるとほっこ
りします。
４月になりました。今月は「母子の健康月
間」です。2014年10月、ＲＩ理事会は「４月
の重点分野を母子の健康月間とした。５歳未
満の幼児の死亡率と罹患率の削減。妊婦の死
亡率と罹患率の削減。より多くの母子に対す
る基本的な医療サービスの提供。保健従事者
を対象とした研修。保健ケアの提供。母子の
健康に関連した仕事に従事することを目指す
専門職業のための奨学金の支援を強調する月
間である。
」とされています。
日本の医療は世界的にも進んでいるという
ことで、日本で子どもを産み、育てるに当た
り医療面での不安は基本的に無いように思わ

次週
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れることから、私は、途上国への支援が主で
あり、具体的には国内での活動は無いように
思ってしまいました。しかし「ロータリーの
友」４月号の特集の冒頭には国内に残る問題
点として、マタニティハラスメント、産後鬱、
ワンオペ育児（ひとり親の家庭）
、ドメスティ
ックバイオレンス、児童虐待、そして望まな
い妊娠による問題などが挙げられています。
記事では、性的マイノリティにも触れられ
ています。潜在的に存在していた事とはいえ、
生まれ育った環境の違いによるものだとは思
いますが、自分はなかなか理解が及ばないと
ころがあります。しかし、近頃は性的マイノ
リティに対する配慮が強く求められていて、
避けては通れない問題であり、理解しないと
いけないと思っています。ほかにも、経済格
差による貧困なども併せて考えていかなくて
はならないと思います。
この４月の月間テーマに対して、ロータリ
アンである私たちは何をすればよいのかと考
えるとき、複雑な問題だと思いますが、複雑
であるがゆえに未着手の課題も多いのではな
いでしょうか。時代とともに変化する中では、
新たなニーズがどこかに生まれているかもし
れません。身近な問題として捉え、例えば地
区補助金事業として何かできることはないか。
今一度「ロータリーの友」４月号を読んで、
新たな活動の糸口を探していただきたいと思
います。
明日、国際中学校で、東クラブの今年度地
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区補助金事業を行います。残念ながらコロナ
禍の中、参加人数が制限されており、皆さん
へのご案内はしていませんので、ご理解くだ
さい。詳細については、後ほど近森委員長か
ら説明があります。
今日の卓話は松岡会員です。よろしくお願
いします。
◇ロータリー財団委員会より
前年度、奉仕プロジェクト研究会にて出し
ていただいた意見をもとに企画した「自転車
を安全に乗ろうプロジェクト」を、４月８日
に高知国際中学校の新１年生80名を対象に実
施します。高知警察交通企画課の方のお話の
後、当クラブの松井会員に交通事故の事例を
交えた話をしていただきます。
コロナ感染予防に対応して、会長、幹事以
下４名で参加し、報道機関の取材も控えてい
ただくこととしました。内容については、週
報及びホームページで掲載しますのでよろし
くお願いします。
◇米山功労者表彰
前川美智子会員（第３回マルチプル）
岡本 淳一会員（第２回マルチプル）
髙橋 卓弥会員（第１回マルチプル）
島村 信一会員（第１回マルチプル）
五百蔵誠一会員（第１回マルチプル）

◇４月の会員祝日（敬称略）
会員誕生日
松﨑 郷輔
中西 克行
関
淑公
近森 範之
西内 俊介
配偶者誕生日
𠮷永 佳子
前川 穎司
猿田 静子
寺村みゆき
土居 京子
野口 和秀
家庭記念日
早瀬 源慶
西内 俊介
岡 今朝男
西山 忠利
入会記念日
前田
博
山村 一正
◇幹 事 報 告
４月のロータリーレートは１ドル110円です。
本日例会終了後、理事会を、夜は得月樓で
次年度のクラブ協議会を行います。
４月９日の合同例会は中止。４月14日は、
通常例会を行いますので、間違わないよう
にお願いします。

◇会員スピーチ

松岡

英雄 会員

「得月樓創業150周年」

私ども得月樓は明治３（1870）年の創業で、
昨年150年を迎えました。史料によると安土
桃山時代、中村の土佐一条家の４代・兼定に
仕えていた家老の岡和泉守輝之がもともとの
先祖で、居城は宿毛市浜田の泊り屋の近くの
山の上にあったようです。岡家は三つに分か
れています。岡家の本流の岡本家、末裔の末

岡（まつおか）
、この末を縁起のいい松に変
えて松岡となります。一条家は４代で長宗我
部元親公に滅ぼされますが、私どもは延々と
続いており、次に出てくるのが幕末のころ、
上町４丁目辺りの旧水道町で鮎屋という魚商
を営んでいました。山内家にも卸していた御
用魚屋です。上町にはもう１軒、富田屋とい
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う魚屋があり、それが今のなごやまさんだと
言われています。
明治の始め、当時は５丁目辺りが今のはり
まや橋のような中心地だったようで、そこに
芝居や歌舞伎などいろいろなものが来て、み
んなが手弁当を持って見にいきます。そこに
目をつけたのが初代の寅八で、弁当を売った
らどうかということで売り始めます。それが
非常に当って、玉水新地に陽暉樓を建てます。
私どもの店の玄関を入って左に回ったとこ
ろに４ｍぐらいの額がかかっています。これ
が、玉水新地にあった陽暉樓の全体図です。
明治14、５年に描かれたもので、ちょうど陽
暉樓から得月樓に変わったときの絵です。
明治維新の初期は、士農工商の階級がなく
なり、武士階級は政府から一人３億円位のお
金をもらって、私どもみたいな料亭に来て、
刀を畳に刺したり屏風を切ったりしてウサを
晴らしながら、お金をばら撒くような使い方
をしていたようです。明治も７、８年になる
と少しずつ落ち着き始めて、今度は中央の文
化に触れてみたいという気風が起こります。
ここで初代・寅八が考えたのが書画会です。
店に絵描きや書家を集めて、その場で書いて
もらって、梁へ掛けて無料で皆さんに見せま
す。その中に、先ほどの陽暉樓の全体図を描
いた方もいて、この方は私どもに３年ほど居
続けて、お礼に１年かけて描いた絵を置いて
いったという話です。
明治10年、鹿児島で西南の役が起こります。
それを鎮圧に行ったのが窪川出身の谷干城で
す。１年かけて鎮圧をして、11年の９月に私
どもで凱旋を兼ねた観月会を開きます。その
席で、谷干城将軍からいただいた名前が「得
月樓」です。谷家は土佐南学の学者の家系で、
干城将軍も非常に中国の文化に造詣が深い方
で、中国の宋の蘇麟の詩文にある「水に近き
楼台 まず月を得る」
、月を得る楼台から「得
月樓」という名前をいただいたわけです。
ただ、陽暉樓という名も捨て難くて、従業
員の出入り口には陽暉樓、表には得月樓を掲
げていたようです。額を見ていただければ分
かりますが、陽暉樓と得月樓の二つの旗と看
板が見えます。また、入り口の所に「一等料
理商 松岡虎八」と書いてあります。このと
きのトラは、獣の虎で、後で干支の寅に変え

ています。一等料理商というのは料亭の意味
です。
板垣退助が征韓論で破れて、野に下って高
知に帰ってきたとき立志社を創りますが、明
治14年ごろ、これを自由党と名前を変えてい
ます。自由党は土陽新聞、高知新聞、高知自
由新聞という三つの機関紙を持っていました
が、あまり過激過ぎて政府から差止めを喰ら
います。その後、すぐに高知新聞が廃刊にな
り、新聞の葬式を挙行しようと高知自由新聞
に広告を出します。棺からお坊さんまで構え
て五台山のお墓に向かいますが、ざんばら髪
の男たちが葬列を組み、一触即発の雰囲気で、
周りを大勢の警察が囲みます。そこで寅八は、
数十人の芸者に正装をさせて人力車で会葬に
向かわせます。その芸者さんを見ようと一般
の人が詰めかけ、警察は手を出せなかったと
いう話が残っています。
明治25年、室戸などから船で浦戸湾に来た
人も便利だからということで、本店を稲荷新
地に移し、明治40年、現在の地を購入して移
ります。ここは、銭屋セメントの社長の邸宅
跡で、庭は幕末のころに造られたもので、今
も当時のまま残っています。昭和８年、高知
城の中に得月花壇を創ります。
昔は今のように、バーとかキャバレー、ス
ナックなどはありませんが、二次会では河岸
を変えるということをしていました。私ども
も浦戸湾の丸山台を市から借りて家を建てて、
屋形船をポンポン船で引かせて、仲居さん、
芸者さん、料理人も全部連れて、河岸を変え
て丸山台で二次会をするといったこともして
いたようです。
初代が亡くなったのが昭和７年５月、83歳
でした。２代目は昭和13年、３代目は昭和16
年で亡くなっています。３代目の子供は２人
とも娘でしたので、戦後、その１人に養子を
もらうこととなり、白羽の矢が当たったのが
私の父、４代の松岡憲男です。父は現・香南
市の農家の３男で、旧姓は谷内憲男と言いま
す。海南中学校（現・小津高校）に通って、
柔道部では海南の谷内と言われて相当有名だ
ったそうです。当時、旧制の高知中学校にい
たのが、道上 伯という柔道ではものすごく
有名な先生です。道上先生は東京オリンピッ
クのときに、無差別級で優勝したヘーシンク
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を育てたことで知られています。また、武道
としての柔道を極めた方で、心技体、礼に始
まり礼に終わることを重要としてヘーシンク
にも教えたと言われています。
私どもは、戦争のときアメリカの爆撃を受
けて本店も中店も何もなくなります。ただ、
アメリカはお城は狙うなという指示があった
みたいで、花壇だけは残りました。戦後、進
駐軍が入ってきたとき、宿舎にしたのが花壇
です。
父は養子に来て、最初に境界に塀を作りま
す。杭を立てているだけだと、次の日行くと
動かされているというので作った塀は、高さ
３ｍもあります（今のまま）
。京阪神の方に

も見聞に行き、昭和24年ごろに入口を入った
ところの数寄屋造りの二階建ての大広間と一
階の小座敷を、柳生建築に頼んでつくります。
戦後、大工さんたちも仕事がないときで、こ
のときは棟梁級の人たちばかりが来ていたよ
うです。石の土台に柱もぴったりくっついて
いますし、大広間の天井板は長さ10ｍ、幅75
㎝、厚さ1.8㎜のヤナセスギの１枚板です。
これをヤナセからトラックで運ぶのに、重す
ぎで運転席が上に上がってしまったとか、赤
岡の直角に曲がる道では曲がり切れず、２ｍ
切って10ｍにしたということです。こんなふ
うに、順番に西の隅からつくってきて、今の
状態になっています。

◇出席率報告

しくお願いいたします。
中西克行 誕生祝いをありがとうございま
す。
近森範久 50歳の誕生祝いありがとうござ
いました。節目の年なので、記憶に残るよう
な楽しい年となるといいな。
𠮷永光男 家内誕生日お礼。きれいな花あ
りがとうございます。
前川美智子 ４月10日、お父ちゃんの誕生
日。満82歳になります。お祝いのプレゼント
ありがとうございます。
猿田隆夫 妻の誕生日お祝いいただきあり
がとうございます。危うく忘れるところでし
た。
早瀬源慶 お釈迦様の誕生日、花まつり4
月8日が家庭記念日です。お祝いのお礼。
西山忠利 家庭記念日お祝いお礼。久しぶ
りの例会出席です。
岡 今朝男 結婚記念日プレゼントありが
とうございます。忘れてました。手帳に記入
しました。
前田 博 入会記念ありがとうございます。
30年の節目を迎えました。
山村一正 入会記念ありがとうございます。
春ですねぇ。にわとりが卵をじゃんじゃん産
んでます。
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。
◇遅刻・早退 ２件

総数 出席 欠席
４月７日

−2

53 42

7

３月24日

−4

55 40

0

メイク
アップ

HC出席率 出席率

2

79.25％ 86.27％

11

72.73％

100％

中平真理子 本日、第１回のクラブ協議会
です。次期委員長の皆さまよろしくお願いい
たします。新入社員（薬剤師、管理栄養士）
無事国家試験合格しました。
市川哲司 先日、武吉さんのドコモショッ
プ高知北店でタブレットを買いました。大変
盛況で、また親切なご対応を受けありがとう
ございました。
松岡英雄 本日は卓話させていただきあり
がとうございました。
森田倫光 ３月28日に第３子を授かりまし
た。恭丞（きょうすけ）と名付けました。た
くさんの祝福感謝いたします。
西内俊介 先日、介護保険証がきました。
どうして？って不快感が心の底からわきまし
たが、そうか、65歳か。ついに高齢者の仲間
入りということで、誕生日プレゼントありが
とうございます。あと、結婚記念日もありま
して、ダブルでありがとうございます。
関 淑公 誕生日記念お礼。82歳、会社入
社は58年。そして、ロータリー入会41年。こ
れからも健康に努め頑張るつもりです。よろ
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高知東ＲＣ クラブ協議会
2021年４月７日㈬

於：得月樓

ロータリー財団地区補助金事業
自転車を安全に乗ろうプロジェクト
2021年４月８日㈭
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於：高知国際中学校

■高知東ＲＣ当面の日程
４月25日㈰ ゴルフコンペ
（パシフィックＣＣ）
４月28日㈬ ロータリー休日
５月５日㈬ 休会（国民の休日）
５月12日㈬ 定例理事会
５月15日㈯ 地区大会（サンポート高松）
５月16日㈰ 野外レクリエーション
（徳島県鳴門市）
５月19日㈬ 第６回クラブ協議会・現新合同
（城西館）
５月25日㈫〜27日㈭ 情報集会
５月26日㈬ 役員会
６月２日㈬ 定例理事会
６月16日㈬ 委員会活動実績報告
６月23日㈬ 委員会活動実績報告
理事エレクト会（例会終了後）
６月30日㈬ 最終夜間例会
（ザ クラウンパレス）

■例会変更のお知らせ
高知北ＲＣ
４月26日㈪
高知ロイヤルＲＣ
４月27日㈫
高知西ＲＣ
４月30日㈮
高知中央ＲＣ ５月６日㈭
高知南ＲＣ
５月13日㈭
高知ロイヤルＲＣ
５月18日㈫
高知西ＲＣ
５月21日㈮

ロータリー休日
夜間例会
ロータリー休日
ロータリー休日
ロータリー休日
ロータリー休日
ロータリー休日

他クラブ変更事項
松山東ロータリークラブ 例会会場変更
例会場：松山 東急ＲＥＩホテル
所在地：〒790−0001 愛媛県松山市一番町３−３−１
ＴＥＬ：089−941−0109
変更日：令和３年５月12日㈬

● ニコニコ箱 ●
ニコニコ

チビニコ

合

計

先週まで

1,071,001円

13,941円

1,084,942円

４月７日

60,650円

754円

61,404円

1,131,651円

14,695円

1,146,346円

今期の累計

●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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