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本日　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

次週　２月23日㈬

　　　 　休　　　会（国民の休日）

第2520回　例会報告／令和４年２月２日　天候　晴
◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんにちは。
先日は岡会員に大変お世
話になってしっかり勉強
させていただきました。
そのせいかどうか、一昨
日、女性の警察官に、残

念ですね、みたいな感じで手招きされて、
シートベルトしてないわ、みたいな夢を見ま
した。皆さんもお気をつけください。
　昨日は春節、北京ではオリンピックも始ま
ります。コロナ騒ぎの中で早くも２月になり
ました。今月は「平和と紛争予防・紛争解
決」月間です。先日も北朝鮮がミサイルを飛
ばしましたが、それ以外、日本にいるとなか
なかこのような大きなテーマに関心を持つの
は難しい気がします。この月間テーマで最初
に浮かんだのがシェルターボックスです。
2009年の英国バーミンガムの国際ロータリー
年次大会で展示してあるのを初めてみまし
た。
　当クラブでも、その年、私が財団委員長
だったこともあり、財団月間にご紹介したの
を覚えておられる方もいると思います。2000
年にイングランドのヘルストンリザードＲＣ
で始められた取り組みですが、短期間に多く
のロータリークラブの支援を受け、2012年

ロータリーの災害救援プロジェクトにおける
パートナー団体となりました。資金面だけで
なく、約1,000人のロータリアンがボランティ
アやスタッフとして活動しています。
　紛争による難民や地震・津波などの被災者
に大きな支援となっています。東日本大震災
では、３月13日津波の２日後、イギリスのロ
ータリークラブから400個、フランスから200
個のシェルターボックスが送られました。
2009年当時、１箱約1,000ドル、10万円ほど
でしたが、ほぼ10人が暮らせるほどの大きな
テントで、毛布、キッチン用具、水のろ過装
置、子どものおもちゃまで入っています。ボ
ックス自体も子どものベッドや浴槽としても
使える便利グッズです。シェルターボックス
は、72時間以内に被災者に届けられるように
なっています。
　財団寄付はそういったところにも使われて
いますので、私達も何もしていないというこ
とにはならないと思います。平和のためには、
全員を救うことはできませんが、より多くの
救援を求めている人たちを見捨てないことが
大切だと思います。
◇２月の会員祝日（敬称略）
•会員誕生日
　福岡満喜子
　中平真理子
•配偶者誕生日
　今西由美子
　鬼田　綾子

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

リー、簡単にいうと、ここで買わないといけ
ない理由がない。当時は、店によってロゴや
書体もバラバラでしたので、まずはこれの統
一。そして、やはりブランディング、差別化
された独自のイメージを作っていくことが必
要です。通常、ブランディングというのは１
年ぐらいかけて作っていくものですが、とに
かく通販サイトの売上を上げないといけない
ということで、とてもタイトのスケジュール
で進めました。
　ロゴの変更、エンブレムの作成、パッケー
ジにも展開、封筒・名刺などのツールの作成、
さらに特徴的なビジュアル、たった１枚の写
真で伊勢角屋さんを表現できないかと考え、
伊勢の雰囲気を感じるようなものに仕上げま
した。また、品質の高さを示す職人や技、そ
ういったものを伝える写真なども撮って、少
しずつブランドの世界観ができてきたのでは
ないかと感じています。
　もちろん、ウェブサイトでの使い勝手の部
分なども考えました。例えば建築物だと外観
や内装など、見た目の美しさはもちろんのこ
と、どうやって風や光を取り入れるか、取り
入れる場所や面積といったことも考えて、最
適なアプローチを生み出し、さらに耐久性な

ども考えていきます。それと同じ様にウエブ
も、科学的なアプローチがあってこそはじめ
て出来上がるものです。
　このように、私はロゴやパッケージなどい
ろいろなものをつくってはいますが、私自身
はつくっているとは思っていません。ロゴや
パッケージなどは、あくまでもプロセスであ
って、本当の目的ではありません。本当の目
的は、お客さんに来てもらう、売上を上げる
ことですから、伊勢角屋麦酒さんと、それを
買ってくれるお客さんとのコミュニケーショ
ンの場をつくっているんだと思っています。
何かの行動や感情に変化を与えることが大事
であって、物ではなくコミュニケーションを
デザインしていると、私は思っています。
　私の心の師であるデザイナーの田中一光さ
んの事務所は、10年働くと強制的に退社させ
られます。雇われているうちは社会に助けら
れてきたので、これからは独立して社会に貢
献しなさいということだそうです。私も独立
して８年ほどたちますが、この間、社会に貢
献できているかどうかは、まだまだ分かりま
せん。これからも、皆さんにいろいろ教えて
いただきながら、社会に貢献していきたいと
思っています。

奉仕しよう  みんなの人生を豊かにするために

　佐野　節子　　広瀬　賀弓　　西森　冬弦
　沖　伸歩子　　　前田　　紀
•家庭記念日
　寺村　　勉　　浦田　健治　　島村　信一
　𠮷永　光男　　松岡　英雄
•入会記念日
　中平真理子

◇幹　事　報　告
・２月のロータリーレートは115円です。
・今日はお弁当持ち帰り例会です。
・本日例会終了後、理事会を行います。

•中平真理子　あっと言う間の20年でした。
そして、毎年福岡会員と一緒にバースデープ
レゼントを頂いています。早く、もう少し２
月生まれの会員が増えてほしいです。
•鬼頭愼一　この度は旭日双光章受章のお祝
いの品をいただき、誠にありがとうございま
す。大切に使わせていただきます。お心遣い
に深く感謝申し上げます。
•山下龍祐　本日は、楽しい卓話ありがとう
ございました。
•鬼田知明　山下会員、本日は卓話いただき
ありがとうございました。妻の誕生日を娘と
３人で楽しく過ごすことができました。家族
に感謝です。
•福岡満喜子　お誕生日のお祝いありがとう
ございました。先週の職場例会で認知症のテ

ストは「さんざん」でショックを受けました。
•前田　博　家内誕生日祝いありがとうござ
います。
•佐野博三　妻の誕生日祝いありがとうござ
います。
•広瀬雅彦　妻の誕生日祝いありがとうござ
います。
•今西　博　妻の誕生日祝いありがとうござ
います。
•西森やよい　夫の誕生祝いありがとうござ
います。以前「私の夫の名前は冬弦と書いて
“かずふさ”とよみます。今度オリンピック
に出る羽生結弦さんは“ゆづる”と読みます」
とニコニコしましたが、あれから８年。本当
に早いものです。
•浦田健治　結婚記念日のお祝いをくださり
ありがとうございました。
•𠮷永光男　結婚祝い、品物ありがとうござ
います。年数を数えたら、アンビリーバボー、

　私は高知県高知市生まれ、高校２年のとき
家業が倒産して家を失います。どうにか高校
は卒業できたのですが、学校で昼ごはんを買
うお金もなかったので、パン屋さんで食パン
の耳をもらって、近くの城西公園で食べると
いった生活でした。
　高校卒業と同時に一家離散。父親からは
「これからは自分の力で生きてくれ」と言わ
れて２万円渡されました。当然、大学には進
めるわけもなく、就職するにも準備金もない
ので寮があって食事が付いている職場という
ことで、大阪でトラックの運転手の仕事に就
きました。18歳でした。その後、何やかんや
あって25歳でデザイナーになります。これが
天職だったのか、主に東京のデザイン事務所、
広告代理店、企業のマーケティングウェア等
々で修業を積み、メキメキと腕を上げていき
ます。そして、2014年高知に帰って、今に至
っています。
　現在は、デザイン、企画、セールスプロモ
ーション、マーケティング、広告といった仕
事をしています。一口にデザインと言っても
小さな名刺から、大きなものではホテルの内
装、紙媒体からインターネットまでさまざま
です。
　ここで、私が手掛けた一つの事例をご紹介
します。
　三重県伊勢市のクラフトビール伊勢角屋麦

酒。有限会社二軒茶屋餅角屋本店というお餅
屋さんで、創業は天正３（1575）年、老舗中
の老舗。21代目当主が微生物や発酵の魅力に
取り憑かれてビールづくりを始めます。酵母
の研究で博士号を取っている方で、本も出し
ています。この方が世界一のビールを造ろう
と試行錯誤しながらやってきて、ビールの国
際大会で何度も優勝するなど、今は世界一の
ビールを造っています。高品質なビールが評
判になって、都内のビヤバーなどで取り扱っ
てもらうようになり、直営店も構えて順風満
帆だったのですが、2020年のコロナで大打撃
を受けます。都市圏のビヤガーや伊勢市への
観光客メインだったため、かなり深刻なダメ
ージでした。そこで、自社ウエブサイトによ
るオンライン販売に力を入れますが思うよう
に売上が伸びず、ちょっとした縁を便りに私
のところに何とかならないかという依頼があ
りました。
　私はとにかく、相手を知らないことには何
も進められませんので、できるだけたっぷり
時間を取って、伊勢市にも何度も通い、とこ
とんお話を聞きました。併せて、サイトの分
析を行い、問題点の抽出、ユーザーの使い勝
手がいいかといったことも、同時進行で行い
ました。ざっと100ぐらいの問題点がありま
したが、一番は、伊勢角屋麦酒の良さが伝わ
っていないことです。独自の世界観やストー

信じられない。
•島村信一　家庭記念日のお祝いありがとう

ございました。
•松岡英雄　家庭記念日祝いお礼。
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「私の履歴書」
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ビールを造っています。高品質なビールが評
判になって、都内のビヤバーなどで取り扱っ
てもらうようになり、直営店も構えて順風満
帆だったのですが、2020年のコロナで大打撃
を受けます。都市圏のビヤガーや伊勢市への
観光客メインだったため、かなり深刻なダメ
ージでした。そこで、自社ウエブサイトによ
るオンライン販売に力を入れますが思うよう
に売上が伸びず、ちょっとした縁を便りに私
のところに何とかならないかという依頼があ
りました。
　私はとにかく、相手を知らないことには何
も進められませんので、できるだけたっぷり
時間を取って、伊勢市にも何度も通い、とこ
とんお話を聞きました。併せて、サイトの分
析を行い、問題点の抽出、ユーザーの使い勝
手がいいかといったことも、同時進行で行い
ました。ざっと100ぐらいの問題点がありま
したが、一番は、伊勢角屋麦酒の良さが伝わ
っていないことです。独自の世界観やストー

信じられない。
•島村信一　家庭記念日のお祝いありがとう

ございました。
•松岡英雄　家庭記念日祝いお礼。



◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんにちは。
先日は岡会員に大変お世
話になってしっかり勉強
させていただきました。
そのせいかどうか、一昨
日、女性の警察官に、残

念ですね、みたいな感じで手招きされて、
シートベルトしてないわ、みたいな夢を見ま
した。皆さんもお気をつけください。
　昨日は春節、北京ではオリンピックも始ま
ります。コロナ騒ぎの中で早くも２月になり
ました。今月は「平和と紛争予防・紛争解
決」月間です。先日も北朝鮮がミサイルを飛
ばしましたが、それ以外、日本にいるとなか
なかこのような大きなテーマに関心を持つの
は難しい気がします。この月間テーマで最初
に浮かんだのがシェルターボックスです。
2009年の英国バーミンガムの国際ロータリー
年次大会で展示してあるのを初めてみまし
た。
　当クラブでも、その年、私が財団委員長
だったこともあり、財団月間にご紹介したの
を覚えておられる方もいると思います。2000
年にイングランドのヘルストンリザードＲＣ
で始められた取り組みですが、短期間に多く
のロータリークラブの支援を受け、2012年

ロータリーの災害救援プロジェクトにおける
パートナー団体となりました。資金面だけで
なく、約1,000人のロータリアンがボランティ
アやスタッフとして活動しています。
　紛争による難民や地震・津波などの被災者
に大きな支援となっています。東日本大震災
では、３月13日津波の２日後、イギリスのロ
ータリークラブから400個、フランスから200
個のシェルターボックスが送られました。
2009年当時、１箱約1,000ドル、10万円ほど
でしたが、ほぼ10人が暮らせるほどの大きな
テントで、毛布、キッチン用具、水のろ過装
置、子どものおもちゃまで入っています。ボ
ックス自体も子どものベッドや浴槽としても
使える便利グッズです。シェルターボックス
は、72時間以内に被災者に届けられるように
なっています。
　財団寄付はそういったところにも使われて
いますので、私達も何もしていないというこ
とにはならないと思います。平和のためには、
全員を救うことはできませんが、より多くの
救援を求めている人たちを見捨てないことが
大切だと思います。
◇２月の会員祝日（敬称略）
•会員誕生日
　福岡満喜子
　中平真理子
•配偶者誕生日
　今西由美子
　鬼田　綾子
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リー、簡単にいうと、ここで買わないといけ
ない理由がない。当時は、店によってロゴや
書体もバラバラでしたので、まずはこれの統
一。そして、やはりブランディング、差別化
された独自のイメージを作っていくことが必
要です。通常、ブランディングというのは１
年ぐらいかけて作っていくものですが、とに
かく通販サイトの売上を上げないといけない
ということで、とてもタイトのスケジュール
で進めました。
　ロゴの変更、エンブレムの作成、パッケー
ジにも展開、封筒・名刺などのツールの作成、
さらに特徴的なビジュアル、たった１枚の写
真で伊勢角屋さんを表現できないかと考え、
伊勢の雰囲気を感じるようなものに仕上げま
した。また、品質の高さを示す職人や技、そ
ういったものを伝える写真なども撮って、少
しずつブランドの世界観ができてきたのでは
ないかと感じています。
　もちろん、ウェブサイトでの使い勝手の部
分なども考えました。例えば建築物だと外観
や内装など、見た目の美しさはもちろんのこ
と、どうやって風や光を取り入れるか、取り
入れる場所や面積といったことも考えて、最
適なアプローチを生み出し、さらに耐久性な

ども考えていきます。それと同じ様にウエブ
も、科学的なアプローチがあってこそはじめ
て出来上がるものです。
　このように、私はロゴやパッケージなどい
ろいろなものをつくってはいますが、私自身
はつくっているとは思っていません。ロゴや
パッケージなどは、あくまでもプロセスであ
って、本当の目的ではありません。本当の目
的は、お客さんに来てもらう、売上を上げる
ことですから、伊勢角屋麦酒さんと、それを
買ってくれるお客さんとのコミュニケーショ
ンの場をつくっているんだと思っています。
何かの行動や感情に変化を与えることが大事
であって、物ではなくコミュニケーションを
デザインしていると、私は思っています。
　私の心の師であるデザイナーの田中一光さ
んの事務所は、10年働くと強制的に退社させ
られます。雇われているうちは社会に助けら
れてきたので、これからは独立して社会に貢
献しなさいということだそうです。私も独立
して８年ほどたちますが、この間、社会に貢
献できているかどうかは、まだまだ分かりま
せん。これからも、皆さんにいろいろ教えて
いただきながら、社会に貢献していきたいと
思っています。

　佐野　節子　　広瀬　賀弓　　西森　冬弦
　沖　伸歩子　　　前田　　紀
•家庭記念日
　寺村　　勉　　浦田　健治　　島村　信一
　𠮷永　光男　　松岡　英雄
•入会記念日
　中平真理子

◇幹　事　報　告
・２月のロータリーレートは115円です。
・今日はお弁当持ち帰り例会です。
・本日例会終了後、理事会を行います。

•中平真理子　あっと言う間の20年でした。
そして、毎年福岡会員と一緒にバースデープ
レゼントを頂いています。早く、もう少し２
月生まれの会員が増えてほしいです。
•鬼頭愼一　この度は旭日双光章受章のお祝
いの品をいただき、誠にありがとうございま
す。大切に使わせていただきます。お心遣い
に深く感謝申し上げます。
•山下龍祐　本日は、楽しい卓話ありがとう
ございました。
•鬼田知明　山下会員、本日は卓話いただき
ありがとうございました。妻の誕生日を娘と
３人で楽しく過ごすことができました。家族
に感謝です。
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ろいろなものをつくってはいますが、私自身
はつくっているとは思っていません。ロゴや
パッケージなどは、あくまでもプロセスであ
って、本当の目的ではありません。本当の目
的は、お客さんに来てもらう、売上を上げる
ことですから、伊勢角屋麦酒さんと、それを
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今期の累計
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■高知東ＲＣ当面の日程
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17日㈭　古希・還暦等夜間例会
高知北ＲＣ　　２月21日㈪　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　２月22日㈫　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　２月25日㈮　古希・還暦祝賀夜間例会
高知中央ＲＣ　３月３日㈭　職場例会
高知中央ＲＣ　３月17日㈭　お花見夜間例会
高知ＲＣ　　　３月22日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　３月22日㈫　休会
高知南ＲＣ　　３月24日㈭　花見例会
高知中央ＲＣ　３月24日㈭　休会
高知西ＲＣ　　３月25日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　３月28日㈪　花見家族合同夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　３月29日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　３月31日㈭　植樹例会
高知中央ＲＣ　３月31日㈭　ロータリー休日
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•鬼頭愼一　この度は旭日双光章受章のお祝
いの品をいただき、誠にありがとうございま
す。大切に使わせていただきます。お心遣い
に深く感謝申し上げます。
•山下龍祐　本日は、楽しい卓話ありがとう
ございました。
•鬼田知明　山下会員、本日は卓話いただき
ありがとうございました。妻の誕生日を娘と
３人で楽しく過ごすことができました。家族
に感謝です。
•福岡満喜子　お誕生日のお祝いありがとう
ございました。先週の職場例会で認知症のテ

ストは「さんざん」でショックを受けました。
•前田　博　家内誕生日祝いありがとうござ
います。
•佐野博三　妻の誕生日祝いありがとうござ
います。
•広瀬雅彦　妻の誕生日祝いありがとうござ
います。
•今西　博　妻の誕生日祝いありがとうござ
います。
•西森やよい　夫の誕生祝いありがとうござ
います。以前「私の夫の名前は冬弦と書いて
“かずふさ”とよみます。今度オリンピック
に出る羽生結弦さんは“ゆづる”と読みます」
とニコニコしましたが、あれから８年。本当
に早いものです。
•浦田健治　結婚記念日のお祝いをくださり
ありがとうございました。
•𠮷永光男　結婚祝い、品物ありがとうござ
います。年数を数えたら、アンビリーバボー、

● 出席率報告 ●

２月２日
１月19日

総数
－6 53
－4 54

出席
41
41

欠席
3
0

メイク
アップ HC出席率

77.36％
75.93％

出席率
93.62％
100％

3
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　私は高知県高知市生まれ、高校２年のとき
家業が倒産して家を失います。どうにか高校
は卒業できたのですが、学校で昼ごはんを買
うお金もなかったので、パン屋さんで食パン
の耳をもらって、近くの城西公園で食べると
いった生活でした。
　高校卒業と同時に一家離散。父親からは
「これからは自分の力で生きてくれ」と言わ
れて２万円渡されました。当然、大学には進
めるわけもなく、就職するにも準備金もない
ので寮があって食事が付いている職場という
ことで、大阪でトラックの運転手の仕事に就
きました。18歳でした。その後、何やかんや
あって25歳でデザイナーになります。これが
天職だったのか、主に東京のデザイン事務所、
広告代理店、企業のマーケティングウェア等
々で修業を積み、メキメキと腕を上げていき
ます。そして、2014年高知に帰って、今に至
っています。
　現在は、デザイン、企画、セールスプロモ
ーション、マーケティング、広告といった仕
事をしています。一口にデザインと言っても
小さな名刺から、大きなものではホテルの内
装、紙媒体からインターネットまでさまざま
です。
　ここで、私が手掛けた一つの事例をご紹介
します。
　三重県伊勢市のクラフトビール伊勢角屋麦

酒。有限会社二軒茶屋餅角屋本店というお餅
屋さんで、創業は天正３（1575）年、老舗中
の老舗。21代目当主が微生物や発酵の魅力に
取り憑かれてビールづくりを始めます。酵母
の研究で博士号を取っている方で、本も出し
ています。この方が世界一のビールを造ろう
と試行錯誤しながらやってきて、ビールの国
際大会で何度も優勝するなど、今は世界一の
ビールを造っています。高品質なビールが評
判になって、都内のビヤバーなどで取り扱っ
てもらうようになり、直営店も構えて順風満
帆だったのですが、2020年のコロナで大打撃
を受けます。都市圏のビヤガーや伊勢市への
観光客メインだったため、かなり深刻なダメ
ージでした。そこで、自社ウエブサイトによ
るオンライン販売に力を入れますが思うよう
に売上が伸びず、ちょっとした縁を便りに私
のところに何とかならないかという依頼があ
りました。
　私はとにかく、相手を知らないことには何
も進められませんので、できるだけたっぷり
時間を取って、伊勢市にも何度も通い、とこ
とんお話を聞きました。併せて、サイトの分
析を行い、問題点の抽出、ユーザーの使い勝
手がいいかといったことも、同時進行で行い
ました。ざっと100ぐらいの問題点がありま
したが、一番は、伊勢角屋麦酒の良さが伝わ
っていないことです。独自の世界観やストー

信じられない。
•島村信一　家庭記念日のお祝いありがとう

ございました。
•松岡英雄　家庭記念日祝いお礼。
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