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本日

２月９日㈬ 12：30 得月樓
会員スピーチ
「私の履歴書」
森本多麻美

第2519回 例会報告／令和４年１月26日
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皆さま、こんにちは。
コロナ禍にも関わらず、
たくさんの皆さまにご出
席いただきまして本当に
ありがとうございます。
これからしばらくの間は
感染者が増加する可能性があり、持ち帰り例
会が増えるかもしれませんが、できるだけ感
染対策をして例会自体は開いていきたいと思
います。
先日、岡会員と髙橋会員のお母様が、相次
いでお亡くなりになりました。心からお悔や
みを申し上げます。
本日は、中央自動車学校をお借りしました。
岡さんの全面的なご協力ありがとうございま
す。以前、こちらで同じ様に職場例会を行っ
たことがありますが、そのときはまだ古い建
物で、確か台風の真っ只中で、外はすごい風
が吹いていた記憶があります。
私も、こちらの学校の卒業生です。大学を
卒業してすぐの頃、ほんのちょっと前のこと
ですが…。こちらに入学して、大変楽しい毎
日で、来るのが楽しみでした。でも残念なが
ら優秀だったので、あまり長くは居ることが
できず、卒業のときちょっとロスになってし
まうほどでした。その後、７年間ぐらいペー
パードライバーでしたが、車に乗ることにな
って３日間のオートマ講習を受けました。そ
れからも社員がお世話になっています。

晴

２月16日㈬ 12：30 ザ クラウンパレス新阪急高知
ゲストスピーチ
「薬用植物に魅せられて」
牧野植物園 園長 川原 信夫 氏

職場例会

本日は宜しくお願い致します。
◇会 長 報 告
１月17日、会長幹事会が開かれましたが、
その件については理事会を通じてご報告し
ます。
鬼頭会員の旭日双光
章受章のお祝いの品、
槐（エンジュ）の木
で出来た万年筆を用
意しました。エンジ
ュというのは、幸福
・上品という意味が
あります。原産地の中国では高官に出世す
ると庭に植える習慣があり、
幸福を呼び縁
起の良い木とされています。上品は枝の茂
り方や白く美しい花を咲かせる、その姿に
由来します。
◇幹 事 報 告
例会終了後、役員会を行います。
２月19日のＩＭ、２月19日の仁淀ＲＣ創立
30周年は、ともに中止となりました。
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◇職場例会

㈱高知中央自動車学校 代表取締役社長 岡

今朝男 会員

「60周年、
地域安全センターとしての歩み！」
当校ができたのは昭和36年３月、同年10月
１日、普通自動車教習所の指定を受け、翌年
37年６月25日、株式会社高知自動車学校を設
立。初代所長の中沢正市は高知東ＲＣのチャ
ーターメンバーです。
私たちは、自動車運転免許の教習・講習・
研修等を通じ地域の交通安全教育センターと
して、高知県内はもとより、日本国内で評価
され進化を続けるハイクオリティーな教習所
を目指しています。その一環として、町内会
からの要望もあり津波避難タワーを建て、
2014年３月に完成しています。
2011年３月11日、東日本大震災が起こりま
した。このとき、同業者の教習生を乗せた送
迎バス４台が津波にさらわれ、人災か天災か
で提訴されました。このことは、私たちにと
っても、他人事ではないなと考えました。当
校は２度の災害に遭っています。１度は、昭
和51年の台風17号で、６日間雨が降り続きま
した。降り初めからの降水量は1,330㎜とい
う記録的な豪雨で、市内全域が水没。当時の
坂本市長が「自分の命は自分で守ってほし
い」と言っています。
２度目も台風で、これは南海地震の参考に
なると思います。降水量は比較的少なかった
のですが、長時間にわたる南からの強風（最
大瞬間風速54.3ｍ）と気圧の低下にともなう
潮位の上昇により高潮が発生。桂浜の最高潮
位が4.22ｍ、波浪８ｍと大潮の満潮時が重な
り、市内数カ所の堤防が決壊。当校でも９時
に教習生を上げた後、わずか30分で水没。１
ｍ50㎝以上の水がきています。水が引いた後
は大量のゴミと泥が10〜20㎝溜まっており、
元に戻るまで２ヵ月間、何もできない状態が
続いています。
こういったことの経験をもとに、南海地震
がきたときに教習生や職員の命を守る、地域

の方のためにもと考え、津波避難タワーを造
りました。建築面積488hm²、延床面積1,163
hm²、高さ17.69ｍ、これは指定を受けるのに
必要な高さです。ボーリング調査に基づき45
本の杭を下31ｍまで打っています。総工費２
億8,010万5,100円。県の補助は404万3,000円。
１hm²当たり１人で300人収容可能。防火用
の倉庫にはボート、ロープ、救命道具、水、
簡易トイレ等々があります。
私が自動車学校に入った頃は、普通と二輪
しかありませんでした。このままでは難しい
と考え、全車種の教習を立ち上げて、今は普
通から大型二種まで、取れない免許はありま
せん。現在、力を入れているのは高齢者講習
や企業研修等の講習です。四国でうちだけで
しかないのが市町村運営有償運送等運転者講
習。これは、市町村の運営の有償運送の運転
手さんの資格を取らす講習です。僻地地域の
バスなどを運転するとき、二種免許がなくて
も運転できるようにというもので、四国内の
いろんなところから受けにきています。技能
講習・特別講習では、フォークリフト、玉掛
け、ガス溶接、小型移動式クレーン、昨年か
らはドローン教習も始めました。
ここで、高齢者講習について、少しお話し
ます。
現行、高齢者講習は70歳〜74歳と75歳以上
の二つに分かれています。70歳〜74歳は講習
は２時間。座学、技能適正検査、実車指導を
受けて免許更新という形です。75歳以上には
認知症検査（時間の見当識・手がかり再生・
時計描画）があり、三つに分類されています。
第３分類は、点数によって認知症の恐れがな
い方は、２時間の講習で免許の更新ができま
す。少し低下している、認知症の恐れがある
という第２分類は、３時間の講習で個別指導
が入ります。次に、認知症の恐れありの第１
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分類は、医師の診断を受けて認知症ありと診
断されると免許は取り消しで、大丈夫となれ
ば３時間の講習で更新できます。
（認知機能の検査実施）
現在行われている高齢者講習は、本年５月
13日から検査と講習内容が変更になります。
70歳〜74歳までは今までどおりですが、75歳
以上で変更があるのは、まずは違反があるか
ないか。違反がなければ認知症検査を受けま
す。但し、検査内容の時計描画がなくなりま
す。
認知症がなければ講習を受けますが、認知
症があれば医師を受診。

違反があった場合、技能検査を受けて、結
果によって合格すれば認知症検査へと進みま
す。技能検査は、1.2㎞のコースで、指示速
度による走行、一時停止、右左折、信号通過、
段差の乗り上げなどの試験項目があります。
不合格の場合、免許更新時までに合格をしな
いと免許は取り消します。ここで問題なのは、
一定の違反です。一定の違反があれば、75歳
以上の免許更新時、自動車学校で試験を受け
て結果が出た上でないと認知症検査を受ける
ことはできません。ですから、少なくてもこ
の違反だけは、日頃頭に置いていただきたい
と思います。

中平真理子 本日は岡会員に大変お世話に
なりました。職業奉仕委員会の皆さま、あり
がとうございます。
土居祐三 バッチ忘れすみません。初めて
忘れました。岡さん、本日はお世話になりま
した。
岡 今朝男 今日は、中央自動車学校での
職場例会に出席いただきありがとうございま
した。また、私が前もって打ち合わせを行う

ことができず、関係者の皆さまにご迷惑をお
かけいたしました。お詫び申し上げます。安
全運転でお帰りください。母の葬儀は、時節
柄、近親者にて執り行いました。本来なら、
ロータリーの皆さまに真っ先に報告しなけれ
ばならないところ、コロナの市中感染を心配
し、報告することをためらい近親者で行いま
した。また、ご鄭重なご弔意並びにご香志を
賜りまして、厚く御礼申し上げます。
髙橋卓弥 先日は、母の告別式にご会葬、
ご焼香を賜り誠にありがとうございました。
◇遅刻・早退 ５件
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■高知東ＲＣ当面の日程
２月16日㈬ 役員会
２月23日㈬ 休会（国民の祝日）
３月２日㈬ 定例理事会
情報集会
３月15日㈫〜17日㈭ 18：30〜（得月樓）
３月16日㈬ 12：30〜（ザ クラウンパレス）
３月16日㈬ ロータリー休日
３月30日㈬ 役員会

■例会変更のお知らせ
高知南ＲＣ
２月10日㈭
高知中央ＲＣ ２月10日㈭
高知ＲＣ
２月15日㈫
高知南ＲＣ
２月17日㈭
高知北ＲＣ
２月21日㈪
高知ＲＣ
２月22日㈫
高知西ＲＣ
２月25日㈮
高知中央ＲＣ ３月３日㈭
高知中央ＲＣ ３月17日㈭
高知ＲＣ
３月22日㈫
高知ロイヤルＲＣ
３月22日㈫
高知南ＲＣ
３月24日㈭
高知中央ＲＣ ３月24日㈭
高知西ＲＣ
３月25日㈮
高知北ＲＣ
３月28日㈪
高知ロイヤルＲＣ
３月29日㈫
高知南ＲＣ
３月31日㈭
高知中央ＲＣ ３月31日㈭

● ニコニコ箱 ●
ニコニコ

チビニコ

職場例会
休会
ロータリー創立夜間例会
古希・還暦等夜間例会
ロータリー休日
ロータリー休日
古希・還暦祝賀夜間例会
職場例会
お花見夜間例会
ロータリー休日
休会
花見例会
休会
ロータリー休日
花見家族合同夜間例会
ロータリー休日
植樹例会
ロータリー休日

● 出席率報告 ●
合

計

総数 出席 欠席

先週まで

720,000円

7,547円

727,547円

１月26日

−6

１月26日

26,500円

0円

26,500円

１月12日

−6

今期の累計

746,500円

7,547円

754,047円

メイク
アップ

HC出席率 出席率

54

38

4

6

70.37％ 91.67％

54

37

0

11

68.52％

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

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

