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６月22日㈬ 12：30 ザ クラウンパレス新阪急高知
委

天候

◇ロータリーソング
「我らの生業」
◇会 長 挨 拶
皆さま、こんにちは。
今週の日曜日、予行演習
のハイキング同好会で筆
山から→鷲尾山→烏帽子
山に行ってきました。一
番心配されていた松野会
員と私も無事に踏破することができました。
松野会員は、日ごろウォーキングで鍛えてい
るようですが、私は30年振りの山登りで、２
ヵ月間、ここの新阪急の地下で１週間に２回、
傾斜を付けたトレーニングを続けてきました
ので、何とかついていくことができました。
さて、３年に１回の規定審議会の内容につ
いては、先々週ご報告いたしましたが、採択
された立法案をもとに次年度から、組織規定、
国際ロータリ定款、国際ロータリー細則、標
準クラブ定款が変更となります。５月末から
６月初旬に決定報告書が米国本部から各クラ
ブへ送信される予定だそうです。
改訂された組織規定文書は2022年６月15日
までに英語で発行され、言語版はその数ヵ月
後に発行されます。国際大会の分科会でも
「2022年規定審議会について」という話があ
りますが、そこには日本語の同時通訳は提供
されないそうです。
このような状態で、立法案反対表明書式が
送られてきています。漏れなく記入された書
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告

晴

式は、2022年８月１日必着で審議会業務課に
提出することとなっています。各クラブは少
なくても１票を投じる権利があります。会員
数が25名を超えるクラブは25名毎に１票、ま
たは端数が13名以上の場合に１票の割合で投
票権があり、当クラブは２票ということにな
ります。
反対がなければ何もする必要がないという
ことなので、反対しないという方向になって
いるような気がします。反対表明も含めて、
できるだけ早く次期浦田会長、鬼田幹事を中
心に委員会のようなものを立ち上げて、検討
会を行っていただきたいと思います。次の定
款、細則は７月すぐに実行することになりま
す。
本日の卓話は、㈲ヨシオカの吉岡嗣貴さん
です。後ほどよろしくお願いします。
◇会 長 報 告
５月18日、現新クラブ協議会が行われ、
しっかり引き継ぎがなされました。
◇幹 事 報 告
本日例会終了後、役員会を行います。
５月12日付けで会員推薦のご案内をしまし
たが、特に異議もありませんので有田憲一
さんが入会となります。入会式は６月15日
に行います。
◇仮称・トレッキングクラブ（未公認）より
石川 健
５月22日の日曜日に東ＲＣ仲間６名で筆山
から皿ヶ嶺→鷲尾山→烏帽子山まで、約３時
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間半のトレッキングに行きました。途中、松
野さんに金子直吉の顕彰碑を教えてもらいま
した。金子家の墓所は見晴らしのよい筆山の
中腹にあり、金子直吉と妻・德が眠っている
（神戸ＲＣ創立）入り口には、高知市内ロー
タリークラブによって、金子直吉の墓所への
案内板や墓所内には、鈴木商店での偉業を称

◇ゲストスピーチ

えた顕彰碑が、平成23（2011）年に建立され
ています。
次回トレッキングは９月に工石山か甫喜ヶ
峰森林公園へ行く予定です。最後に、下山途
中まで迎えに来てくださった𠮷永さん、あり
がとうございました。

㈲ヨシオカ 取締役会長 吉岡

嗣貴 氏

「
『模型を愛して半世紀』
開業58周年」
（電動グライダーのデモ）
今お見せしたデモは、電動モーターが付い
た滞空用のグライダーです。ほとんど垂直に
上がるぐらいの能力があり、一流の人がうま
く上げると10秒で200ｍぐらい、１分だと
1,000ｍを軽く超えます。リチウムポリマー
バッテリーのエネルギーをモーターで回して、
そのパワーで高度を上げて高度エネルギーに
変える。競技は10秒ぐらい上げてモーターを
カットすると、プロペラが折れます。あと抵
抗を減らして滑空をしていく。例えば７分と
か10分でモーターを回さずに、定点まで滞空
しながら持ってくる。そういう競技がありま
す。
日本の超一流のセンサー会社で、大阪のキ
ーエンスというメーカーがあります。そこの
模型に精通した方たちが30何年前に、センサ
ーをＰＲすることも含めて製品化したのが、
世界で初めてのドローンの形態です。そして、
十数年後、ドイツの人がそれにＧＰＳなど今
の新しいセンサーを付けて、現在のドローン
が出来上がります。それを中国のＤＪＩとい
う会社が一気に世界を席巻して約80％のシェ
アで、今はロシアもウクライナも使っている
という悲しい状況になっています。今載って
いるバッテリーは800ｇ程度しかありません。
高度を取ったり、滑空したり、直線的に飛ば
すと、高知でいえば安芸近くまで飛ぶかもし

れません。機体も時間もいろいろな形にアレ
ンジすることによって、さまざまな無人飛行
機、無人航空機ができます。
私は、小学生時代に大空に憧れて模型には
まりました。昭和30年ごろ、高知の上空をパ
イパーテイサというアメリカの軽飛行機が飛
んでいました。赤松貞明さんという日本の海
軍の名パイロットが戦後、地元の方たちとお
金を出し合った機体で、広告宣伝飛行をして
いました。高知放送ができる前で、拡声器で
ＰＲしたりビラ撒きをしたりしていました。
小学校４年のとき、祖父から「先に大阪に
行っているが、来るか」と言われ、大阪に一
人で行きました。当時、一番短時間で行ける
のが、阿波池田→徳島→小松島まで列車。小
松島から南海汽船で和歌山→南海電車で難波
まで、非常に心細かったのですが、これが心
の中に勇気と実行力という種を蒔いてもらっ
たと思っています。
私の家庭はいろいろな事情があり、大学に
行くことはできない。高校を出たら模型屋さ
んでも開こうと思っていましたので、中学校
時代は模型に没頭していました。
高校１年の冬休み、父がいろいろ問題を起
こすため、家業の電気屋ができない状態が発
生しました。そこで、私は高校を辞めました。
辛かったのですが、今の自分には能力も可能
性もない。だけど、何かを始めなければ何の
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可能性も生まれてこない。努力しても達成で
きるとは限らない。行動に移さなければ、初
めから夢の放棄。結論として、自分の人生は
自分で切り開くしかない。家のためにも…。
最初は、ヨシオカ模型店、それから店が取
れて、全国的にはヨシオカ模型、そして、モ
デルショップヨシオカとなりました。
開業して１、２年後、中学・高校生と一緒
にバスを借りて、春と秋、当時の日章の空港
で飛行会をしていました。テクニックという
競技に出たかったので、飛ばす場所が必要で
す。商売をしていますから、お客様のフィー
ルドも要ります。23歳のとき飛行用の土地、
2,300坪ぐらいでしたが、河川敷に個人とし
て土地を所有、飛行場をつくりました。全国
でも私設の飛行場というのは、多分初めてだ
ったと思いますが、日本選手権に向けて練習
をしました。
初めて、日本選手権の関西予選に出て通り
ました。その年の日本選手権で20人中７位に
なり、何と世界選手権の代表選抜会のボーダ
ーラインとして出場資格ができていると言わ
れました。８名で代表決定戦が行われ、私以
外は一流で有名な方ばかり。辞退したいと思
ったのですが、そこで私が辞退するのは失礼
だ、出場せよと。本町の店の増築が始まると
きでした。自分としては、日本に残るメンバ
ーだと気楽に臨んだためか、最終５ラウンド
で４位と３位が入れ替わり、世界選手権の代
表に決まりました。
実は、僕が選抜会に出る前、本命機が今治
でノーコン事故があり落ちてなくなったんで
す。すると、依岡先生が、
「君の設計で改造
したまま、まだ飛ばしていない機体がある。

それを譲るから出なさい」それを譲っていた
だいて大会に出ました。これも縁があり、運
もあったと思います。
1973年、第８回ＦＡＩ（国際航空連盟）の
Ｆ３Ａ（模型飛行機曲技）のチャンピオンシ
ップ inイタリア。行くまでは大変でしたが、
行ったらはじけました。写真や画像で見た場
所に、自分が立ってるわけです。日本代表は
団体で優勝しました。予選は３位。決勝は５
人。3,000人以上の観客で、緊張に次ぐ緊張
の連続でした。発表があり、日本人初、航空
スポーツ界における世界チャンピオンとなり
ました。一気に周囲にいる人達に肩車されて
驚きましたが本当にありがたいことでした。
ＪＡＬにもＡＮＡにも、優勝のニュースが
入っており、帰りの飛行機では機長さんから、
ファーストクラスが席が空いているのでチー
ムを招待したいということで、ワインとステ
ーキがおいしかったことを覚えています。日
本に帰った翌日、スタジオ102にも出演しま
した。高知では、得月楼で200人ぐらいでお
祝いをしていただきました。
２年後、ディフェンディングチャンピオン
でスイスのベルンの大会に出ました。ベルン
は国際航空ですが、メイン滑走路で大会が行
われました。このときは、最終ラウンドでエ
ンストを起こして４位に終わりました。
高知ラジコンコンクールは全国的にも名門
になり、一昨年、私はラジコン電波安全協会
の理事長に推挙されました。航空法が変わり、
今年の６月20日から無人航空機は１機１機登
録しなければいけません。署名も集めて反対
運動もしましたが、現在は、次の改正に向け
て頑張っているところです。

中平真理子 登山に近いハイキング、石川
さん、五百蔵さん、お世話ありがとうござい
ました。車で参加した𠮷永さんも大変お世話
になりました。本日の卓話、吉岡さんありが
とうございました。
西内俊介 吉岡さん、本日のゲストスピー
チありがとうございます。小学生の時、ヨシ
オカ模型店に通っていたのが懐かしいです。

沖 卓史 誕生日並びに入会記念日のお祝
いありがとうございました。
森本多麻美 先月22日に、コロナで延期に
なっていたワンダフルコンサート、無事に開
催することができました。高知東ＲＣの皆さ
まにもたくさん来ていただきました。おかげ
様で大成功となりありがとうございました。
また、７月にはお酒を飲みながらのコンサー
トを企画していますので、ぜひよろしくお願
いします。
土居祐三 吉岡さん、ありがとうございま
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した。数十年前におじに飛行場に連れて行っ
てもらったことを思い出しました。
浦田健治 吉岡様、本日の卓話楽しみにま
いりました。子どもの頃のプラモデル作りを
思い出します。
竹村克彦 吉岡様、興味深いお話をありが
とうございました。
山村一正 昨日は、竹村さん、佐野さん、

今西さんごちそうさまでした。また行きませ
う。
前川美智子 吉岡さん、本日は貴重な話を
ありがとうございました。また、ラジコンの
大きなデモ機をご持参して実演をしていただ
き、重ねてお礼申し上げます。
◇遅刻・早退 １件

■高知東ＲＣ当面の日程
６月22日㈬ 委員会活動実績報告
理事エレクト会（例会終了後）
６月29日㈬ 最終夜間例会
（ザ クラウンパレス）

高知ロイヤルＲＣ
６月21日㈫ 最終夜間例会
高知中央ＲＣ ６月23日㈭ 夜間例会
高知北ＲＣ
６月27日㈪ ロータリー休日
高知ＲＣ
６月28日㈫ あじさい夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
６月28日㈫ ロータリー休日
高知南ＲＣ
６月30日㈭ 最終夜間例会
高知中央ＲＣ ６月30日㈭ ロータリー休日

■例会変更のお知らせ
高知南ＲＣ
６月16日㈭
高知西ＲＣ
６月17日㈮
高知北ＲＣ
６月20日㈪

ロータリー休日
最終夜間例会
年度末家族合同夜間例会

仮称・トレッキングクラブ（未公認）
2022年５月22日㈰

於：筆山→皿ヶ嶺→鷲尾山→烏帽子山

● 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 1,137,000円

12,455円

1,149,455円

５月25日

−3

23,500円

337円

23,837円

５月11日

−4

今期の累計 1,160,500円

12,792円

1,173,292円

５月25日

メイク
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●会長／中平真理子 ●幹事／西内俊介 ●雑誌会報委員／佐野博三・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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