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本日　８月17日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「私の履歴書」

鬼頭　直也 会員

次週　８月24日㈬ 18：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　時　　間　　変　　更　　例　　会

第2541回　例会報告／令和４年７月27日　天候　曇り時々雨
◇ロータリーソング
  「それでこそロータリー」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
７月20日、奉仕プロジェ
クト委員会でお話する機
会があり、資料として、
ロータリーの初期から最
近に至るまでの年表を作

りました。そこで、少し思うことがあり、お
話させていただきます。　
　傾向としては、2000年ぐらいから顕著に世
界中のロータリーの会員数が減少しています。
増えたところはインドの４万6,000人、10年
前と比べると41％の増。イギリス・アイルラ
ンドではマイナス30％、アメリカ・カナダで
マイナス20％、日本はかろうじて１桁マイナ
ス4.5％ですが、直近を見ると、コロナのせ
いも大いにあると思いますが、2020年2,301
人、2021年は1,851人という、余り大きくな
い地区が一つなくなる位の人数が減少。この
ペースでいくと2060年にはゼロになるという
笑えない傾向があります。ある会で聞いた悪
い冗談を引用すると、ホッキョクグマが絶滅
するのが2100年、ロータリーも同じような
ペースで減っているということです。
　今のＲＩは、増強に非常に力を入れていて、
手段として入会者を１業種１人だったものか
ら５人に増やしたり、2007年には会員資格を
全くなくす、2013年には職業を持っていない

人も入会ができるという、ボランティア団体
に大きく舵を切っているふうにもみなされま
す。考え方でしょうけど、それを良しとしな
い会員が、入会者以上に多く辞めたり、入会
２年以下の人が50％辞めているという現状が
あります。　
　これは、やはりＲＩは勘違いしているとい
うか、入会条件などを緩くすればいいという
ことではないのではないか。ロータリーの魅
力を増やす方法は他にあるんじゃないか。
2013－2014年のロンバートンＲＩ会長も「正
面から入って来た人が、裏口から出ていく」
と、非常に憂いている思いを述べています。
以来、もう10年経っていますから、全体とし
てはあまり良くなっていない。会員増強は当
然ですが、現ロータリアンが内なる楽しみや、
コロナの影響もあり経済的にも厳しい状況に
ありますので、個々の事業者がしっかりと経
営のために役に立つような、質の高い楽しさ
というものを見つけだす努力をすることが、
クラブとしては大事なんじゃないかと思いま
す。
 今後とも、皆さまには楽しいクラブづくり
にご協力をお願いします。
◇幹　事　報　告
・本日、例会終了後に役員会を行います。
・レターボックスの中にイマジンのシールを
入れています。クラブ計画書に貼ってくだ
さい。
・奉仕プロジェクト委員会を開催し、23名が

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

出席。非常に充実した会であったことと、
当日の資料を配布します。

で、そこでゴルフを覚えました。
　５年後、高知に帰ってきて関株式会社に入
社。関株式会社は紙の卸販売をしています。
創業は1910（明治43）年、土佐市で手漉き和
紙の販売からスタートして、今年で112年に
なります。大正11年、高知市に移転。昭和２
年、印刷用紙の販売を始めます。昭和38年、
トイレットペーパー、ティッシュペーパーの
家庭紙に着手。昭和39年、関株式会社を設立。
昭和48年、卸団地に移転。その後、香川、宇
和島、徳島、松山、岡山、広島、大阪に拠点
をつくり、現在に至っています。資本金は
8,783万円、従業員は正社員138人、パート・
アルバイトで80人。
　事業内容は３つ。家庭紙事業部と印刷用紙
の販売部門とダンボールやバンド、テープな
どの包装資材を販売している部門があります。
家庭紙事業部ではトイレットペーパー、ティ

ッシュペーパー、紙オムツ、日用雑貨、洗剤、
シャンプー、ペットフードなどの販売で売上
の８割を占めています。ドラッグストア、ホ
ームセンター、スーパー、ディスカウントな
どへ販売する量販部門と病院や介護施設、老
人ホームなどに販売する特販部門があります。
商品も日々変化しており、トイレットペーパ
ーは１巻のメーター数を多くして、頻繁に取
り替えなくてもいい物とか、柄物などが主流
になっています。紙オムツも子ども向けより
高齢者向け、ペットフードも大型犬より小型
犬が多く売れるようになっています。
　今後は、この東ＲＣに入会して、自分だけ
の人生ではなく、いろんな人に貢献でき、奉
仕ができる人間。周りの人や仲間を大事にで
きる人間。さらにはグローバルな人間になり
たいと思っていますので、これからもよろし
くお願いします。

　私は1969年５月31日、高知市生まれ、53歳。
趣味のゴルフはハンディ15、音楽鑑賞ではジ
ャズを聴きます。自宅のオーディオをテレビ
とつなげて、映画を見たり、ジャズを聴いた
りしていますが、ライブなどにはあまり行っ
たことはありません。本は歴史やハードボイ
ルドなどをよく読みます。30代のころに読ん
だ司馬遼太郎や大藪春彦などの本は、人の動
かし方とかリーダーシップのあり方など、今
の仕事のベースになっているように思います。
　ゴルフなど共通の趣味の方とは、今後お話
をしてみたいと思いますのでよろしくお願い
します。
　旧新堀小学校（現はりまや小学校）を卒業。
低学年のころは、習字、硬筆、水泳、ピアノ
など習い事をする、普通の小学生でした。小
学校４年生で少年野球を始め、高知市でベス
ト８に入るぐらいの強いチームでした。学業
面では前田　博会員のお母さんが経営する前
田塾に通っていました。
　中学は野球をやりたくて高知中学に入学し
たのですが、野球の名門校のためレベルが高
くて部員も多く、レギュラーになるのは難し
いと思い、バスケット部に入部しました。一
つ上の先輩に岡本会員がいて、中学、高校と
一緒にバスケットをして以来40年近いお付き
合いです。当時、バスケットはアメリカでマ
イケル・ジョーダンというスター選手が出て、
日本でも流行し始めていました。
　大学は、埼玉の川越にある東京国際大学に
入学。バスケット部に入部。韓国からの留学
生などもいて、年に数回、関東リーグの試合
にも出ていました。建築・土木、イタリア料

理の店、居酒屋などでアルバイトして、バス
ケットとアルバイトに追われる毎日でした。
　大学卒業後、100円ライターをつくってい
る東海に就職。静岡の御殿場にある工場で
３ヵ月間研修がありました。御殿場の社員寮
のお風呂から、目の前に大きな富士山が見え
ます。これは、自分の中でもとても大きな思
い出として残っています。研修が終わって、
大阪営業所の営業に配属され、ライターの他、
ボンベやチャッカマンなどを販売していまし
た。
　１年半後の１月17日、阪神淡路大震災が起
こりました。新大阪のマンションに住んでい
ましたが、揺れて揺れて、部屋の中はぐちゃ
ぐちゃ。とりあえず片付けてテレビを見ると、
真っ二つに折れた阪神高速が映りました。こ
の映像は今でも忘れられません。次の日、会
社に行くと、電話は鳴りっぱなし。２ヵ月近
く忙しい日々が続きました。ようやく落ち着
いた後、名古屋に転勤。
　１年後に退社。三菱製紙販売に入社。５年
間勤めました。最初の２年は仕入れ、後の３
年は営業の仕事でした。東京の葛飾区の工場
では書籍用紙を作っていました。当時は書籍
で100万部セラーがたくさんあって、生産も
フル活動で、忙しくて注文を断ることもあり
ました。今は、100万部セラーもほとんどな
く、葛飾区の工場もなくなりましたので、ち
ょっと寂しく思います。
　関西は通販がとても多いところで、千趣会、
ニッセン、セシール等々、自分の担当以外で
も大変忙しい日々でした。営業のとき、社内
や取引先のゴルフコンペがよくありましたの

•浦田健治　関さん、私の履歴書の卓話、楽
しみにしておりました。今後ともよろしくお
願いします。
•鬼田知明　関　雅明会員、本日は興味深い
お話をありがとうございました。
•𠮷永光男　山村さん、大神宮いつもお世話
いただきありがとうございます。
•竹村克彦　関　雅明さん、これから末永く
よろしくお願いいたします。
•岡本淳一　関君、卓話良かったです。今後

のロータリーでの活躍を期待してます。
•山村一正　先週は、当宮での夜間集会、お
疲れ様でした。
•前川美智子　ロータリー情報委員会では竹
村副委員長に、７月に入って早くも２回お世
話になりました。ありがとうございます。毎
日食事をおいしくいただき、身体が動かせる
こと、日々の健康のありがたさをしみじみ痛
感しています。
•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。
◇遅刻　２件
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マイナス20％、日本はかろうじて１桁マイナ
ス4.5％ですが、直近を見ると、コロナのせ
いも大いにあると思いますが、2020年2,301
人、2021年は1,851人という、余り大きくな
い地区が一つなくなる位の人数が減少。この
ペースでいくと2060年にはゼロになるという
笑えない傾向があります。ある会で聞いた悪
い冗談を引用すると、ホッキョクグマが絶滅
するのが2100年、ロータリーも同じような
ペースで減っているということです。
　今のＲＩは、増強に非常に力を入れていて、
手段として入会者を１業種１人だったものか
ら５人に増やしたり、2007年には会員資格を
全くなくす、2013年には職業を持っていない

人も入会ができるという、ボランティア団体
に大きく舵を切っているふうにもみなされま
す。考え方でしょうけど、それを良しとしな
い会員が、入会者以上に多く辞めたり、入会
２年以下の人が50％辞めているという現状が
あります。　
　これは、やはりＲＩは勘違いしているとい
うか、入会条件などを緩くすればいいという
ことではないのではないか。ロータリーの魅
力を増やす方法は他にあるんじゃないか。
2013－2014年のロンバートンＲＩ会長も「正
面から入って来た人が、裏口から出ていく」
と、非常に憂いている思いを述べています。
以来、もう10年経っていますから、全体とし
てはあまり良くなっていない。会員増強は当
然ですが、現ロータリアンが内なる楽しみや、
コロナの影響もあり経済的にも厳しい状況に
ありますので、個々の事業者がしっかりと経
営のために役に立つような、質の高い楽しさ
というものを見つけだす努力をすることが、
クラブとしては大事なんじゃないかと思いま
す。
 今後とも、皆さまには楽しいクラブづくり
にご協力をお願いします。
◇幹　事　報　告
・本日、例会終了後に役員会を行います。
・レターボックスの中にイマジンのシールを
入れています。クラブ計画書に貼ってくだ
さい。
・奉仕プロジェクト委員会を開催し、23名が
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出席。非常に充実した会であったことと、
当日の資料を配布します。

で、そこでゴルフを覚えました。
　５年後、高知に帰ってきて関株式会社に入
社。関株式会社は紙の卸販売をしています。
創業は1910（明治43）年、土佐市で手漉き和
紙の販売からスタートして、今年で112年に
なります。大正11年、高知市に移転。昭和２
年、印刷用紙の販売を始めます。昭和38年、
トイレットペーパー、ティッシュペーパーの
家庭紙に着手。昭和39年、関株式会社を設立。
昭和48年、卸団地に移転。その後、香川、宇
和島、徳島、松山、岡山、広島、大阪に拠点
をつくり、現在に至っています。資本金は
8,783万円、従業員は正社員138人、パート・
アルバイトで80人。
　事業内容は３つ。家庭紙事業部と印刷用紙
の販売部門とダンボールやバンド、テープな
どの包装資材を販売している部門があります。
家庭紙事業部ではトイレットペーパー、ティ

ッシュペーパー、紙オムツ、日用雑貨、洗剤、
シャンプー、ペットフードなどの販売で売上
の８割を占めています。ドラッグストア、ホ
ームセンター、スーパー、ディスカウントな
どへ販売する量販部門と病院や介護施設、老
人ホームなどに販売する特販部門があります。
商品も日々変化しており、トイレットペーパ
ーは１巻のメーター数を多くして、頻繁に取
り替えなくてもいい物とか、柄物などが主流
になっています。紙オムツも子ども向けより
高齢者向け、ペットフードも大型犬より小型
犬が多く売れるようになっています。
　今後は、この東ＲＣに入会して、自分だけ
の人生ではなく、いろんな人に貢献でき、奉
仕ができる人間。周りの人や仲間を大事にで
きる人間。さらにはグローバルな人間になり
たいと思っていますので、これからもよろし
くお願いします。

　私は1969年５月31日、高知市生まれ、53歳。
趣味のゴルフはハンディ15、音楽鑑賞ではジ
ャズを聴きます。自宅のオーディオをテレビ
とつなげて、映画を見たり、ジャズを聴いた
りしていますが、ライブなどにはあまり行っ
たことはありません。本は歴史やハードボイ
ルドなどをよく読みます。30代のころに読ん
だ司馬遼太郎や大藪春彦などの本は、人の動
かし方とかリーダーシップのあり方など、今
の仕事のベースになっているように思います。
　ゴルフなど共通の趣味の方とは、今後お話
をしてみたいと思いますのでよろしくお願い
します。
　旧新堀小学校（現はりまや小学校）を卒業。
低学年のころは、習字、硬筆、水泳、ピアノ
など習い事をする、普通の小学生でした。小
学校４年生で少年野球を始め、高知市でベス
ト８に入るぐらいの強いチームでした。学業
面では前田　博会員のお母さんが経営する前
田塾に通っていました。
　中学は野球をやりたくて高知中学に入学し
たのですが、野球の名門校のためレベルが高
くて部員も多く、レギュラーになるのは難し
いと思い、バスケット部に入部しました。一
つ上の先輩に岡本会員がいて、中学、高校と
一緒にバスケットをして以来40年近いお付き
合いです。当時、バスケットはアメリカでマ
イケル・ジョーダンというスター選手が出て、
日本でも流行し始めていました。
　大学は、埼玉の川越にある東京国際大学に
入学。バスケット部に入部。韓国からの留学
生などもいて、年に数回、関東リーグの試合
にも出ていました。建築・土木、イタリア料

理の店、居酒屋などでアルバイトして、バス
ケットとアルバイトに追われる毎日でした。
　大学卒業後、100円ライターをつくってい
る東海に就職。静岡の御殿場にある工場で
３ヵ月間研修がありました。御殿場の社員寮
のお風呂から、目の前に大きな富士山が見え
ます。これは、自分の中でもとても大きな思
い出として残っています。研修が終わって、
大阪営業所の営業に配属され、ライターの他、
ボンベやチャッカマンなどを販売していまし
た。
　１年半後の１月17日、阪神淡路大震災が起
こりました。新大阪のマンションに住んでい
ましたが、揺れて揺れて、部屋の中はぐちゃ
ぐちゃ。とりあえず片付けてテレビを見ると、
真っ二つに折れた阪神高速が映りました。こ
の映像は今でも忘れられません。次の日、会
社に行くと、電話は鳴りっぱなし。２ヵ月近
く忙しい日々が続きました。ようやく落ち着
いた後、名古屋に転勤。
　１年後に退社。三菱製紙販売に入社。５年
間勤めました。最初の２年は仕入れ、後の３
年は営業の仕事でした。東京の葛飾区の工場
では書籍用紙を作っていました。当時は書籍
で100万部セラーがたくさんあって、生産も
フル活動で、忙しくて注文を断ることもあり
ました。今は、100万部セラーもほとんどな
く、葛飾区の工場もなくなりましたので、ち
ょっと寂しく思います。
　関西は通販がとても多いところで、千趣会、
ニッセン、セシール等々、自分の担当以外で
も大変忙しい日々でした。営業のとき、社内
や取引先のゴルフコンペがよくありましたの

•浦田健治　関さん、私の履歴書の卓話、楽
しみにしておりました。今後ともよろしくお
願いします。
•鬼田知明　関　雅明会員、本日は興味深い
お話をありがとうございました。
•𠮷永光男　山村さん、大神宮いつもお世話
いただきありがとうございます。
•竹村克彦　関　雅明さん、これから末永く
よろしくお願いいたします。
•岡本淳一　関君、卓話良かったです。今後

のロータリーでの活躍を期待してます。
•山村一正　先週は、当宮での夜間集会、お
疲れ様でした。
•前川美智子　ロータリー情報委員会では竹
村副委員長に、７月に入って早くも２回お世
話になりました。ありがとうございます。毎
日食事をおいしくいただき、身体が動かせる
こと、日々の健康のありがたさをしみじみ痛
感しています。
•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。
◇遅刻　２件
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●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
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● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
150,290円
12,290円
162,580円

0円
590円
590円

150,290円
12,880円
163,170円

チビニコ 合　計

７月27日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
８月24日㈬　時間変更例会
　　　　　　　　　（ザ クラウンパレス）
　　　　　　役員会（例会前）
８月31日㈬　ガバナー補佐訪問
　　　　　　第３回クラブ協議会
　　　　　　　　　　　　　（例会終了後）
９月７日㈬　定例理事会
９月14日㈬　ガバナー公式訪問
９月20日㈫～22日㈭　18：30（得月樓）
　情報集会
９月28日㈬　役員会
10月５日㈬　定例理事会
10月９日㈮　高知東ＲＣ創立記念日
10月12日㈬　創立記念夜間例会
　　　　　　　　　（ザ クラウンパレス）
10月26日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
高知南ＲＣ　　８月25日㈭　ビアホール夜間例会
高知中央ＲＣ　８月25日㈭　夏の家族夜間例会
高知北ＲＣ　　８月29日㈪　8/27 ㈯に振替の為休会
高知ＲＣ　　　８月30日㈫　グループ夜間例会
高知北ＲＣ　　９月５日㈪　月見家族合同夜間例会
高知ＲＣ　　　９月６日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　９月８日㈭　月見例会
高知中央ＲＣ　９月８日㈭　お月見夜間例会
高知西ＲＣ　　９月16日㈮　創立記念夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　９月20日㈫　休会
高知中央ＲＣ　９月22日㈭　休会

● 出席率報告 ●

７月27日
７月13日

総数
－3 54
－5 54

出席
43
42

欠席
5
0

メイク
アップ HC出席率

79.63％
77.78％

出席率
94.12％
100％

3
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