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本日

11月17日㈬ 12：30 ザ クラウンパレス新阪急高知
ゲストスピーチ
「世界の食卓に日本酒を！」
酔鯨酒造 営業部営業課 山崎 正博 氏

第2509回 例会報告／令和３年10月27日

天候

次週

11月24日㈬ 12：30 ザ クラウンパレス新阪急高知
会員スピーチ
「インボイスとは」
市川 哲司 会員

晴

◇ロータリーソング
「奉仕の理想」
◇会 長 挨 拶

いて」という演題で、高知大学名誉教授の岡
村先生の基調講演を配信したそうです。ま
た、RYLA委員会からは、２年ぶりに第42回
皆さま、こんにちは。
RYLAセミナーを初めて各地区単独開催の意
先週、相次いでＦＡＸが
向だそうです。予定では2022年５月19日から
送られたと思いますが、
22日、小豆島ふるさと村となっています。
一つは地区大会のユーチ
午後の本会議には私と幹事、浦田副会長、
ューブ配信のお知らせと、 鬼田副幹事が参加しました。内容は11月30日
もう一つは日本経済新聞
までユーチューブ配信されます。ホストクラ
10月22日㈮、朝刊全国版の１面広告掲載のお
ブは中村ＲＣでしたが、コロナ禍で大会が縮
知らせです。地区大会の前日という絶好のタ
小されたり、準備も大変だったと思いますが、
イミングでしたが、これは日本のロータリー
高知クラブとうまく連携して大変いい大会に
が昨年創立100年を迎えたことを記念し、東
なったと思います。水野ＲＩ会長代理からは、
京ＲＣと相次いで100周年を迎える大阪、名
ご自身の思いのこもったいいお話をお聞きで
古屋、神戸、京都、横浜、札幌、福岡、東京
きましたし、大田パストガバナーの基調講演
西ＲＣといくつかの東京のクラブが広告料を
は、お人柄が伺える大変面白いお話で、当ク
出し合って行われたそうです。これから回覧
ラブの田村パストガバナーのお名前まで出て
しますので、ご覧になってない方はご覧くだ
きますので、まだご覧になってない方はぜひ
さい。
ご覧ください。
また、10月22日の地区大会前日にはＲＩ会
本日は、久しぶりに会員卓話で、増田さん
長代理歓迎晩餐会と記念ゴルフ大会が行われ
の「私の履歴書」です。後ほどお楽しみに。
ました。ゴルフ大会は当クラブからも６名の
◇会 長 報 告
参加があり、大活躍をされたようです。23日
地区大会において、昨年度出席優秀クラブ
には午前中、会長・幹事会が行われました。
として表彰されました。またロータリー財
その中で、各委員会からの報告がありました
団マルチプルポールハリスフェローを前川
が、地区青少年奉仕プログラムのインターア
美智子さんが、米山記念奨学会功労クラブ
クト委員会では、９月27日から10月23日に明
（14回目）
、米山功労者として早瀬さん、前
徳義塾中高インターアクトクラブがホストク
川さん、岡本淳一さん、五百蔵さん、髙橋
ラブとして、インターアクト2021年度年次大
卓弥さん、島村さんが受賞されました。
会を限定ユーチューブで開催し、
「防災につ
11月７日㈰、元会員の水上さんが帰高しま
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す。小さな宴席ですが、出席希望者は寺尾
さんまで。

◇幹 事 報 告
地区大会のゴルフに参加の方、お疲れ様で
した。武内さんが表彰されました。
本日例会終了後、役員会を行います。

◇会員スピーチ

増田

伝郎 会員

「私の履歴書」

私は、宿毛市山北という、今でも信号もコ
ンビニもない山間地区で育ち、日本で１番名
前の長い小学校（高知県宿毛市愛媛県南宇和
郡愛南町篠山小中学校組合立篠山小学校）に
通っていました。同じ敷地内には日本で１番
名前の長い中学校もありました。当然受験勉
強や学校の帰りに買い食いなどしたこともな
く、無菌状態で育ちました。天気がよければ
山に登ったり暑くなったら家の前にある川に
泳ぎに行ったりしていました。小学生のとき
から、野球が大好きで野球をしたかったので
すが、都会のように野球チームもなく、ソフ
トボールのクラブ活動だけでした。中学校で
も生徒数が少なく野球チームのできるような
環境ではありませんでした。
中学校にも陸上部と軟式テニス部しかなく
て、生徒は全員、陸上と軟式テニスをしてい
ました。専門的な指導者もいませんでしたの
で遊びの延長みたいな部活動でした。それで
も中学３年生のときには、軟式テニスで地区
大会で優勝、県大会でも、あと１回勝てば四
国大会に出場できるところまでいきましたが、
１セット差で負けました。陸上の方は地区で
入賞できる程度のレベルでした。中学卒業後
は当然地元の高校に入学して、中学校の友達
などと野球をする予定でしたが、県外の軟式
テニスの強豪校からスカウトが来て、父親が
会ったことから少し雲行きが変わってきまし
た。父は、息子は高校で野球をしますときっ
ぱり断ったそうですが、そこで、父親の考え
が自宅から高校に通うのではなく、寮に入っ

て野球をすればよりいいのではないかと変
わったようです。
明徳に父親の知り合いがいて相談したこと
から父親にエンジンがかかり、明徳みたいな
全寮制の学校じゃないといけないというふう
になっていきました。当時の私の明徳の印象
は、山村会員や鬼田会員のように少し変わっ
た生徒が行く学校というイメージでした。私
はどうしても野球をしたかったので、高校に
は特にこだわりはなかったし、明徳のように
野球の特待生が行く学校にわざわざ行かなく
てもいいと思っていました。受験で不合格に
なればいいのですが、落ちたらちょっと恥ず
かしいなと思い、それなりに勉強はしました。
無事に明徳には入学でき野球部に入ってみれ
ば、やはり野球で名前の知れてる人ばかり。
ただ、宿毛で一緒にソフトボールをやってい
た仲間が何名かいたので、少し安心できまし
た。
当時は、県外から野球で来た生徒はほとん
どいませんでした。県外から入学しても、両
親が高知県出身だったり、高知県と何か繋が
りのある生徒が多かったように思います。
寮生活は、中学生から揉まれている生徒は
非常に要領がよく、私のように田舎者は要領
が悪く、すぐに先輩から雑用を言いつけられ
ていました。当時は、授業料を払って雑用さ
せられ説教されていましたが、今の仕事は雑
用すれば必ずお金をいただけるので大変うれ
しく思います。
野球では高校３年間は当然補欠で、今考え
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れば、球拾いと石拾いだけでまともに野球を
しなかったように思います。ただ、振り返れ
ば楽しい３年間で、この３年間があったので、
今まで何とか頑張れたと思っています。今で
も野球部の仲間とはしょっちゅう飲んでいま
す。勉強もほとんどした覚えはなく、よくそ
んなことで大学受験を考えたと思っています。
当然のことながら受かる大学はどこもありま
せん。一応親の許可をもらって、大阪の天王
寺にある予備校に１年間通わせてもらいまし
た。明徳でも予備校でも大して勉強した記憶
はありませんが、何とか、名古屋の中京大学
に合格でき、４年間名古屋に住みました。大
学生活も楽しい４年間だったように思います。
授業にはそこそこ出て、アルバイトはそれ以
上に頑張っていました。今でもアルバイトで
お世話になった方とは名古屋に行ったときに
は会って飲んでいます。
就職活動も特に苦労した覚えはありません。
お金を扱う会社に就職したいと思い、証券会
社に入社しました。最初、北陸の金沢支店に
配属され、支店の前にある近江町市場に、お
昼ご飯をよく買いに行った記憶があります。
平成３年当時、蟹が１杯３万円前後という、
今では考えられない値段です。
証券会社に約３年半勤めた後、高知に帰り
ました。帰ったというより高知の会社に縁が
あって再就職したといった方が合ってると思
います。ビルメンテナンスの会社に再就職し
て働いているうちに、独立して自分でやって
みたいと思いました。約６年勤めて独立。ご
縁があって、青年会議所や商工会議所青年部
に入会させていただき、その活動を通じて、
さまざまな業種の方と知り合いになりました。
年齢制限で青年部を卒業して何年か気楽にい
たときに、竹村直前会長から高知東ＲＣへの
入会のお誘いがありました。特に断る理由も
なくせっかくのお誘いですので、入会させて
いただきました。
しかし、そのころから県外の仕事が増えて

きて、なかなか例会に出られなくなり、一旦
退会して仕切り直しをすることにしました。
５年間の在籍でしたが大変楽しく活動をさせ
ていただきました。退会してから、またどん
どん県外の仕事が増えてしまい、なかなか高
知東ＲＣへの復帰が難しくなっていきました。
さらに、新型コロナウイルスの関係で、より
一層仕事が忙しくなりました。
そんな折、株式会社冨士美装から代表取締
役の話がありました。当然お断りをするつも
りでしたが、いろいろと話をしていく中で、
稲田元会員も宿毛市出身で私のおじやおばも
高知で稲田会員と親しくさせていただいてい
たことや、私も高知東ＲＣで５年間ご一緒さ
せていただいたということもあり、受けるこ
とにしました。そして、高知東ＲＣにも再入
会というお話があれば、入れていただかない
といけないと覚悟していました。ということ
で、現在、再入会させていただいています。
では、今私がどのようにウロウロしている
か、ちょっとご紹介したいと思います。
最近、グーグルが月末に勝手に行ったとこ
ろを教えてくれるんで非常に便利になってま
す。
例えば、先月に訪れた場所です。歩いたの
はわずか３キロ。車で6,300キロ走り159時
間、訪れた都市、山口県防府市、山口市、広
島県大竹市。８月は、４キロ歩いてますけど、
6,300キロぐらい車で走り、岡山県笠岡市、
徳島市。コロナの関係で不要不急の外出は控
えてくださいと言われていますが、私の場合、
ほとんどが見積りか打ち合わせか作業です。
ドアツードアで、行った先では責任者の方１
人に会う程度ですので、余り感染の心配はし
ていません。
最後に、本当に高知東ＲＣの皆さまに温か
く迎えていただき、再入会ができました。一
生懸命活動しますので、今後とも何卒よろし
くお願い申し上げます。ありがとうございま
した。

中平真理子 先日の地区大会出席の西内幹
事、浦田副会長、鬼田副幹事、お疲れ様でし

た。受賞された方々、おめでとうございます。
西内俊介 本日の卓話、増田さん、例会の
取り消し等で何回も変更になりご迷惑をかけ
ました。ありがとうございます。それと、10
月23日初孫が生まれました。おちゃめな石川
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さんと同じ日です。りっぱな男の子に育って
ほしいと思っています。先輩じいじ、よろし
くご指導お願いします。
前川美智子 大好物の柿、先日早瀬さんに
たくさんいただきました。甘くて美味しい、
毎日幸せです。
福岡満喜子 地区大会に出席した皆さま、
お疲れ様でございました。柳澤パストガバナ
ーにおかれましたは、国際ロータリー会長代
理のエード大変だったと思います。私達は出
席できませんでしたが、バスを仕立てて、に
ぎやかに大勢で出席できる日を楽しみにして
います。

猿田隆夫 医師会主催の美術展を百十四銀
行東隣の高新画廊で開催しています。今日が
最終日で４時までですので、お時間がありま
したらご覧いただきたいと思います。県展に
引けを取らない大作もあります。
増田伝郎 本日は私の拙い話を聞いていた
だきありがとうございました。今後ともよろ
しくお願い申し上げます。
鬼頭愼一 誕生祝いありがとうございます。
寺尾正生 配偶者誕生日のお祝いありがと
うございます。
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。

■高知東ＲＣ当面の日程
11月24日㈬ 役員会
12月１日㈬ 五大奉仕中間発表・年次総会
定例理事会
12月15日㈬ 役員会
12月22日㈬ 忘年夜間例会
（ザ クラウンパレス）
12月29日㈬ 休会（年末年始の休み）

高知北ＲＣ
12月20日㈪ クリスマス家族合同夜間例会
高知ＲＣ
12月21日㈫ 忘年夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
12月21日㈫ クリスマス夜間例会
高知南ＲＣ
12月23日㈭ 年内最終夜間例会
高知中央ＲＣ 12月23日㈭ ロータリー休日
高知西ＲＣ
12月24日㈮ 忘年夜間例会
高知北ＲＣ
12月27日㈪ 年末休会
高知ＲＣ
12月28日㈫ ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
12月28日㈫ 年末休会
高知南ＲＣ
12月30日㈭ 年末休会
高知中央ＲＣ 12月30日㈭ 年末休会
高知西ＲＣ
12月31日㈮ ロータリー休日

■例会変更のお知らせ
高知中央ＲＣ 11月18日㈭ ロータリー休日
高知北ＲＣ
11月22日㈪ ロータリー休日
高知南ＲＣ
11月25日㈭ ロータリー休日
高知西ＲＣ
11月26日㈮ 4RC合同夜間例会
高知中央ＲＣ 12月16日㈭ クリスマス家族夜間例会

● ニコニコ箱 ●
ニコニコ

チビニコ

● 出席率報告 ●
合

計

総数 出席 欠席

先週まで

368,600円

4,787円

373,387円

10月27日

−2

10月27日

26,150円

0円

26,150円

10月13日

−3

今期の累計

394,750円

4,787円

399,537円

メイク
アップ

HC出席率 出席率

53

40

5

6

75.47％

90.2％

53

38

0

12

71.70％

100％

●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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