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第2453号

高知東ロータリークラブ 週報
070月28日.2021

本日

７月28日㈬ 12：30 ザ クラウンパレス新阪急高知
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第2499回 例会報告／令和３年７月14日

８月４日㈬ 12：30 ザ クラウンパレス新阪急高知
各

天候

◇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。畠
山ガバナー補佐、お客様
ようこそいらっしゃいま
した。
さて、昨年度の国際大
会が、先月６月12日から
開催されました。本来は台湾の予定でしたが
コロナの影響で昨年のハワイに続き２年連続
のバーチャル大会となりました。ハワイの国
際大会には東クラブからは12名ほどの登録を
していて、初めて国際大会に参加される方も
多かったので本当に残念でした。今年の台湾
は27年振りの開催だったそうですが、国際大
会の閉会式の日に、台北の12の地区が共同で
式典を行い、それを形に残すために台北のメ
インステーションと歴史的なノースステー
ションの間に、今と昔の間として13フィート
（約４メートル）の「時間と空間の対話」と
名付けた時間のトンネルの像を作られたそう
です。台湾に行かれたときにはぜひご覧に
なってください。
佐野会員、別役会員と３人で高知県日台親
善協会の役員をしている関係もあり、コロナ
前最後の私の海外旅行も一昨年の10月10日台
湾の建国記念日に当たる「国慶日（グオチン
リー）祝賀会」参加の目的でした。関空から
は３時間ぐらいで行けるので本当に残念に思
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晴

われている方も多いと思います。
来年の国際大会は、アメリカテキサス州
ヒューストンで６月４日から８日に行われま
す。ヒューストンは人口230万人、アメリカ
で４番目に大きい都市です。テキサスメディ
カルセンターは世界最大級の大学病院で、就
業者数は10万人を超えているそうです。また、
NASAのジョンソン宇宙センターやヒュース
トン自然科学博物館の有名な恐竜ホールなど
見所もたくさんあります。もしリアル開催に
なれば西内幹事ご夫妻も行く気満々ですので、
興味のある方はぜひ西内幹事までお申し出く
ださい。
本日は後ほど畠山ガバナー補佐に卓話をし
ていただきます。よろしくお願いいたします。
◇来訪ロータリアン及びお客様
安芸ＲＣ
畠山 寛 高知第Ⅰ分区ガバナー補佐
清岡 豊 氏
◇会 長 報 告
（第１回８クラブの会長幹事会報告）
ローターアクトクラブの会計報告、ロータ
リー事務局、長期交換の会計報告の後、南ク
ラブから米山の地区委員について、ローテー
ションにしてはどうかという提案があり、全
員一致でローテーションと決まりました。東
クラブにも地区の委員のお声がかると思いま
すので、その節は皆さんよろしくお願いいた
します。
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◇幹 事 報 告
本日例会終了後、クラブ協議会を行います。
次週例会で委員会報告がある場合、金曜日
までに幹事までご連絡くださるようご協力
をお願いします。
◇2021−2022年度ガバナーエレクト事務所
開設のお知らせ
住 所：香川県高松市伏石町2034−1
ＴＥＬ：087−802−8045

◇ガバナー補佐訪問

◇大洲ＲＣ例会変更について
下記のように開催時間、例会場が変更にな
ります。
第１例会
第１水曜日（夜間例会）18：30〜
ウエストリバーにし川
第２例会
第２水曜日（昼例会）12：40〜
大洲市民会館
第３例会
第３水曜日（夜間例会）18：30〜
ウエストリバーにし川
第４例会
第４水曜日（夜間例会）18：30〜
大洲市民会館

2670地区2021−22年度高知第Ⅰ分区ガバナー補佐 畠山

こんにちは。安芸ロータリークラブの畠山
です。ガバナー補佐を拝命して、今日が初め
てのガバナー訪問前のクラブへの出席です。
何も分からずにやっておりますので、ぜひ皆
さん一年間ご協力をよろしくお願いいたしま
す。
私はロータリーへ入ってもう20年過ぎてい
ますが、チコちゃんに叱られるではないです
が、ボーっと生きてんじゃねえよということ
で、ガバナー補佐という大役を果たせるほど
の力もございません。今年度の方針等々につ
いては、来週ガバナーがお話をされると思い
ますので、今日は少し私の自己紹介をしたい
と思います。
その前に一つだけ報告をさせていただきま
す。先日、会長幹事会からガバナー補佐に、
ロータリーの会員名簿について検討してほし
いという要望がありました。個人情報保護法
ができて長い時間が経っているのに、個人情
報の問題に関して今まで検討してこなかった
ということです。大事なことですので、利岡

寛氏

第Ⅱ分区ガバナー補佐と相談をしまして、た
だ、やはり非常に欲しい情報だという声も大
きいこともあって、今後、会員の皆さんにア
ンケート調査をして、その上で考えていった
らどうかということになりました。現在、ま
だ検討段階ですので、もうちょっと時間をい
ただきたいと思います。また、アンケートが
実施されましたら、回答をよろしくお願いし
たいと思います。
私は昭和22年８月６日、広島のピカドンの
２年後に生まれ、戦争は知りません。多分こ
の会場にいらっしゃる皆さんの中でも、上か
ら何番目ぐらいの年齢かと思います。
安芸市に生まれました。野良時計のすぐ隣
の土居小学校、中学校を出て、高校も地元の
安芸高へ進学。就職コースにいましたが、高
校の先生に「おい、住み込みのアルバイトが
あるぞ、大学受けてみんか」と言われまし
た。親戚にも大学へ行った人は誰もいません
でしたので、私も大学へ行く気は全然ありま
せんでしたが、先生がそう言ってくれるので、
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たまたま日程が合った学校を受けたところ通
ってしまいました。憧れもあった東京でした
ので行ってもいいかなと思って、住み込みで
新聞配達をしながら大学へ行くことになりま
した。
半年後、先生から単位が取れないと言われ
ました。というのは、朝３時に起きて新聞配
達をして、学校に行くのは９時半ごろですの
で１時間目の授業には間に合いません。前期
は単位が取れないと言われて、これは困った
なと。１年目は何とかそれで済みましたが２
年目からは新聞配達を止めて、後はいろんな
アルバイトを転々としました。転々とした結
果、一番稼ぎになったのが、後で就職するこ
とになるホテルのアルバイトです。その当時、
月に３万円ぐらい、大卒の初任給よりも稼い
でいました。
たまたま大学で、まだ学部にはなっていま
せんでしたがホテル観光学科というのがあり、
それを受けていたこともあって卒業後、虎ノ
門にあるホテルオークラへ就職しました。最
初の半年間はレストラン、宴会場、フロント、
客室掃除等、全てを研修した後、営業に配属。
営業は非常に楽しかったです。例えば、お客
さんで覚えているのは、まずトム・ジョーン
ズ、凄い声量でした。モニタールームの隅っ
こからステージを観ましたが、素晴らしいス
テージでした。それから、サミー・デイビス
ジュニア。ルームサービスのオーダーがきて、
クリスピーベーコンを出したけど駄目だと。
言ってることが分からないということで私が
行きました。すると、もっとクリスピーして
こいって言うので、これ以上、焦がすのかっ
て言うとそうだと。結局、真っ黒焦げで出す
とオーケー。こんなのを食べるのか、文化が
違うとそんなものなのかなと思ったことでし
た。
総理官邸へも行きました。前のレンガづく
りの総理官邸で、赤絨毯があって凄い格式の
あるところでした。単なる営業マンですから、
話をするわけではありませんが、当時の佐藤
栄作総理にご挨拶させていただいたりしまし
た。その後の「三角大福」、三木武夫さん、
田中角栄さん、大平正芳さん、福田赳夫さん。
私は田中角栄さんは大好きでした。心配りが
凄いです。単なるサーバーである私に対して

も、必ず「ありがとう」と言います。こんな
人は覚えていないだろうという人のことも覚
えていて、誕生祝いしたり。ですから、金権
だけでなく、あれだけの人を集めたんだろう
なと思いました。あんまり好きじゃなかった
のは、大平正芳さん。悪い方ではないのです
が、何を言ってるかよく分からない。三木さ
んは本当に真面目な清潔な方という印象でし
た。
私が一番大きなパーティに携わったのは、
本州・四国連絡橋公団の設立パーティーです。
公団ができたときに初めて1.500人のパーティ
ーを受けましたが、準備が大変でした。
ホテルでの仕事は面白かったし、私も一流
を目指してみたいと思っていたのですが、ど
こかで本当にやりたいのはこんなことかな、
違うんじゃないかなと。お金がいっぱいあっ
て、この世界はこの世界でいいけど、あんま
り自分の住む世界じゃないなと思ったのと、
田舎の年下の女性とお付き合いがあって、結
婚するかどうかという話があり、長男長女だ
ということもあって、この際、辞めて帰るこ
とにしました。
帰ってきて、最初は土佐山田にある東洋園
芸さんに就職。毎週一回九州全域を営業で
回っていました。
当時、私のおじが県庁に勤めており、これ
から高齢化になり、老人施設が足りないので
法人をつくってやりたいということで、私も
一緒にすることになりました。昭和56年、土
佐厚生会という法人で、安芸に特別養護老人
ホーム八流荘を立ち上げました。私は、ホテ
ルの経験もあったので、利用者の希望に対し
てどうするかっていうサービスを考えていき
ましたが、当時は管制のサービスなので行政
が決めたことを受けさせるという感覚でした。
施設を使う場合、行政に申し出をすると、行
政からここへ行きなさい、このサービス受け
なさいと言われて選択肢はありませんでした。
けれど、これはおかしいと。サービスを受け
る人がお金払っているから、決定権を持たな
いとサービスがずれるという感覚を持ちまし
た。介護保険が始まって、今は皆さんが利用
するとき、自分の希望でサービスを選べます。
随分変わってきたなと思います。
その後、私は、社会福祉法人は親族がやる
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べきじゃないと思ったので辞めて、法人の成
年後見人をしようと思って合同事務所を立ち
上げました。しかし、法人の成年後見人を希
望する需要が全くなくて３年で潰れました。
現在は、土佐清風会に週に２回パートで行っ
てるだけです。理事ではありますけれども、
社会福祉法人の理事ですので報酬はありませ
ん。日当だけです。
施設にいるとき、この人は本当は施設では
なくて、在宅へ帰ったらいいと思っても、認
知症であればその人が自分で決められない、
誰も決められない。ですから、私が後見人に
なって、その人の意思を汲み、最良の生活を
実現したいと思って後見人を受けました。ア
パートを借りて、経済的には十分ではないか
も知れないけれど、自分の生き方を選択しな
がら生きる。施設だと、確かに安心していい
サービス受けられるし安定しています。けれ

ど、サービスがなくても自分の家がいいと一
番高齢者の方が思ってることで、認知症の方
の応援をぜひやりたいと思い、今、個人的な
活動の中でやっており、充実しています。
私は、社会奉仕は自分の生き甲斐だと思っ
ています。ロータリーでの社会奉仕で資金援
助の要素、例えば図書館への寄付など、これ
も大事なことだと思いますが、やっぱり、汗
を流す奉仕も大事だと思います。そして、も
う一つ、そういう活動を自分達だけがするの
ではなくて、種まきはしたとしても、それが
ずっと続いていく、今言われているSDGsの
ように、続いていくための応援というのも、
ロータリーの会員の大きな役割だと思ってい
ます。
少し変な話になってしまいましたけど、今
後ともよろしくお願いします。

◇出席率報告

がとうございました。１年間よろしくお願い
いたします。
西内俊介 畠山ガバナー補佐、清岡さん、
安芸より当クラブに来ていただきまして、あ
りがとうございます。
西森やよい 入会記念品ありがとうござい
ます。丸14年になりました。中平会長、西内
幹事の輝かしい船出を心よりお喜び申し上げ
ます。先週、財布を忘れて１週遅れで申し訳
ありません。

総数 出席 欠席
７月14日
６月30日
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2

79.25％ 91.67％

7

83.33％

100％

畠山 寛ガバナー補佐（安芸ＲＣ） ニコ
ニコへ。
中平真理子 畠山ガバナー補佐、卓話あり
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雲の上のまち

ゆすはら

関

淑公

５月の連休は県外へ行かず、県内を廻った。
ゆすはらの町は、須崎市から国道を上り、愛媛県との県境近くにあり、標高1,400ｍ余り、
人口3,400人余りの小さな町である。坂本龍馬ら維新で活躍した志士たちの脱藩した通り道と
して知られ、今でもこの道が残されている。
もうひとつこの町を有名にしているのは、新国立競技場の建築デザインに携わった隈 研
吾氏による地元梼原産の木材を使った建物が見られ、観光客を呼び寄せている。
国道から町中に入ると木材で作られた外観を持つ大きな建物が目に入る。これが隈氏が設
計した「梼原町総合庁舎」である。前の広い広場に車を置いて歩き廻った。町中をゆっくり
歩くと「まちの駅ゆすはら」も隈氏の設計で１階は土産物店、２階から上はホテルになって
いる。そして丘の上にある「ゆすはら雲の上図書館」もそうで、入るとカフェも備えたゆっ
くり出来るところで家族連れが多く、子供達が遊び廻って
いた。その他、
「雲の上のギャラリー」も訪れるが枝葉が広
がり、すっかり森の中に溶け込んだような建物であった。
町の奥に進むと川に架る「神幸橋」、橋の向こう側に「三嶋
神社」が森に囲まれ、静かなたたずまいを見せていた。
ゆすはらは小さな町であるが隈氏が設計した建物をメイ
ンにして整備され、町に走る溝の水もきれいである。
ここで昼食して、奥四万十川にある江川崎
を見下ろす星羅四万十ホテルに向かった。

梼原図書館外観
梼原庁舎

梼原物産館

梼原図書館

三嶋神社

神幸橋
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■高知東ＲＣ当面の日程
８月４日㈬ 各委員会発表
定例理事会
８月11日㈬ 休会（お盆休み）
８月25日㈬ 時間変更例会
（ザ クラウンパレス）
役員会（例会前）
９月１日㈬ 定例理事会
９月14日㈫〜16日㈭ 18：30（得月樓）
情報集会
９月15日㈬ 12：30（ザ クラウンパレス）
情報集会
９月15日㈬ ロータリー休日
９月29日㈬ 役員会
10月６日㈬ 定例理事会
10月９日㈮ 創立記念日
10月13日㈬ 創立記念夜間例会
（ザ クラウンパレス）
10月23日㈯ 地区大会
（高知県民文化ホール）
10月27日㈬ 役員会

■例会変更のお知らせ
高知中央ＲＣ ７月29日㈭
高知西ＲＣ
７月30日㈮
高知ＲＣ
８月10日㈫
高知ロイヤルＲＣ
８月10日㈫
高知南ＲＣ
８月12日㈭
高知中央ＲＣ ８月12日㈭
高知西ＲＣ
８月13日㈮
高知北ＲＣ
８月16日㈪
高知北ＲＣ
８月23日㈪
高知ＲＣ
８月24日㈫
高知南ＲＣ
８月26日㈭
高知中央ＲＣ ８月26日㈭
高知ＲＣ
８月31日㈫

夜間例会
夜間例会
休会（お盆休み）
休会（お盆休み）
休会（お盆休み）
休会（お盆休み）
休会（お盆休み）
休会（お盆休み）
創立夜間例会
グループ夜間例会
夜間例会
夜間例会
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

87,600円

484円

88,084円

７月14日

19,500円

0円

19,500円

今期の累計

107,100円

484円

107,584円

●会長／中平真理子 ●幹事／西内俊介 ●雑誌会報委員／佐野博三・水谷直人・西村美香
●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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