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本日　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

次週　８月31日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　ガ　バ　ナ　ー　補　佐　訪　問

第2542回　例会報告／令和４年８月３日　天候　晴れ
◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」
  「ハッピーバースディ」
◇来訪ロータリアン
　高知南ＲＣ　　森本太一郎 氏
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
いよいよ８月に入り、花
火、よさこいと続く、高
知の夏がやってまいりま
した。
　先ほど歌った「四つの

テスト」についてのお話です。1930年代、ア
メリカの大恐慌がまだ回復していないころ、
瀕死の状態になっていたアルミニウム製品の
会社が、ハーバート・テーラーに会社の立て
直しを依頼します。会社に入ったテーラーは、
この社風では駄目だと思い、会社の指針を作
ります。それがこの「四つのテスト」です。
　1940年代、この言葉が素晴らしいというこ
とで、ＲＩの職業奉仕プログラムの一文とし
て採用されます。そして、1954－1955年度、
ＲＩの会長を務めたハーバート・テーラーは
この四つのテストの言葉をロータリーに移譲
します。この年、日本のロータリーは創立50
周年で、これを記念して日本語の訳をつけよ
うと、コンテストで募集します。１位になっ
たのは東京クラブの本田親男氏（毎日新聞社
長）で、さすが名訳だと言われました。その

後、20年近くたって甲府で地区大会があった
ときに、これに曲を付けて披露されてから全
国に広がります。
　ロータリーソングというのは、ロータリー
の会員であれば誰もが馴染んでいると思いま
すが、とりわけ、この「四つのテスト」は愛
されていると思います。
　今日は、南ＲＣの森本さんに、よさこいに
関しての卓話をしていただきます。よろしく
お願いします。
◇８月の会員祝日（敬称略）
•会員誕生日
　永野　正将
　西森　　大
　市川　哲司
　岡　今朝男
　傍島裕二郎
•配偶者誕生日
　市川　由紀　　島村　利栄　　浦田比奈子
　関　　夏子　　森田三恵子　　早瀬恵美子
•家族記念日
　西森やよい
•入会記念日
　関　　淑公　　松野　宏司
◇幹　事　報　告
・８月のロータリーレートは１ドル133円です。
・高松西ＲＣの移転、ガバナーエレクト事務
所開設のお知らせを週報に載せていますの
で、ご覧ください。
・ガバナー月信は事務局のテーブルの上に置

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

いていますのでご覧ください。ホームペー
ジ上からもダウンロードできます。

い事業だったと思います。
　おかげ様で、各方面からは高い評価をいた
だきました。ＪＲからはお客さんが増えた、
構内のコンビニがすごい売り上げがあった。
マスコミには特別番組も作っていただき、よ
さこいを違った角度から宣伝ができたのでは
ないかと自負しています。会場には知事や市
長にも挨拶に来ていただきましたし、「来て
楽しい、踊って楽しい演舞場を作ってくれた。
来年もぜひ開催してほしい」と言っていただ

きました。
　今では、高知ＹＧＥの年間行事の一つにも
なりましたが、この２年間は、コロナの影響
でよさこいは開催されず、よさこいができな
い辛さも味わいました。
　今年は、我慢した２年分の思いを爆発させ
て、高知の夏を楽しみたいと思っています。
ＹＧＥだけではなくて、ロータリーの皆さん
も、大いに盛り上げていただきたいと思いま
す。

　今年は３年振りによさこいが開催されます。
全国各地で38℃、40℃近い気温となっていま
すが、高知の我々にとっては、よさこいの２
日間は、気温と違う熱さを楽しみたいと思っ
ています。
（高知駅前演舞場40年ぶり復活の動画上映）
　よさこい祭りは、商工会議所青年部（ＹＧ
Ｅ）の親会である高知商工会議所が中心とな
り立ち上げた祭りです。今では全国に広がり、
集客、経済効果も大きな祭りとなっています。
青年部もよさこい祭りに深く関わることによ
って、よさこい以外にも親会を通じてではあ
りますが、一般の方にも物が言える団体とし
て成長していきたいと考えています。
　高知駅前演舞場40年ぶり復活事業は、よさ
こい祭りを根本から変えたいという思いから
始まった事業です。当時の会長だった野町さ
んが、あるとき簡単に「よさこい祭りの演舞
場を俺らで立ち上げて、俺らで運営しようぜ」
「どこでやりますか」「駅前でやろう。もう市
長や知事には言うちゅうき。警察にも言う
ちゅうき行ってこいや」と。けど実際に行っ
てみると「聞いてない」とか「無理でしょう」
という話でした。
　私はこの事業の委員長として、青年部らし
い汗をかいて県内外のお客様をおもてなしし
て、地元を、そして観光を盛り上げようとい
う思いがありました。ただ、当時のよさこい
祭りの問題点として、よさこいで出た利益は
どこにいっているのか。限られた業種にしか
いってないのではないか。通行止めをして一
般の方の仕事の邪魔になるのではないか。宿

泊施設の不足などの課題もあり、民泊や高知
市以外のホテルや旅館も使いましょうといっ
たところまで、深く考えていきました。一番
苦労したのは、踊り子さんに来てもらえるか
どうかということです。演舞場をつくったも
のの踊るチームが来ないと何にもなりません。
青年部の総力を使って、先輩・後輩、友達、
周りのいろんな人に声を掛けて、踊り子さん
に来てもらったことを覚えています。
　今は駅前の広場を使って踊っていますが、
復活最初は歩道で踊りました。歩行者の安全
確保等々、高知警察署に許可をもらうために
何度も足を運びました。前年から案を出して
決めていくわけですが、警察署もなかなかう
んとは言ってくれず、苦労しました。
　40年振りの第１回は予算もなく、当時のメ
ンバーが汗をかいて、テントや机、椅子等は
保育園や幼稚園、公民館で借りました。ポス
ターには、よさこい祭り第１回の写真を入れ
ました。当時は正調踊りで、チームも少なく
駅前で開催されていたようです。本山町の間
伐材を使ったオリジナルメダルもつくりまし
た。飲食ブースも用意しました。お客さんに
は食べて、飲んでいただきながら、目の前の
よさこいを楽しんでいただける、いわゆる土
佐流のおもてなしをと考えました。また、無
料の桟敷席を作って、身体の不自由な方、車
椅子の方、小さなお子さんから年配の方まで
幅広く楽しんでいただけるようにしました。
先輩方や現役のメンバー、さらには学生さん
やスタッフが無料で手伝ってくれて、つらい
反面楽しみも多くあり、今思えば青年部らし

•森本太一郎　お車代をニコニコへ。　
•浦田健治　森本さん、本日の卓話ありがと
うございました。うちわ片手によさこいを見
に行けること、楽しみにしています。妻の誕
生日の祝いの品、ありがとうございました。
•鬼田知明　森本さん、本日は卓話いただき
ありがとうございました。私も小さいころ、
よく駅前に見に行っていました。演舞場の復
活おめでとうございました。
•𠮷永光男　毎日暑い日が続いています。皆
さん、身体には注意してください。サンパツ
に行きました。横は刈り上げずに空かしてと
言ったのに、キム・ジョンウンカットされま
した。
•西森　大　誕生日のお祝いありがとうござ
います。よろしくお願いいたします。
•岡　今朝男　誕生日プレゼントありがとう
ございます。「65歳になります」前期高齢者
の定義で考えれば65歳からになりますが、道
路交通法では高齢者は70歳以上となっており
ます。５年後は運転免許証の更新は、高齢者
講習を受けることになります。
•島村信一　誕生日のお祝いありがとうござ
います。
•永野正将　誕生日のお祝いありがとうござ
います。48歳の歳男です。
•市川哲司　本日は妻と私の誕生日プレゼン
トをいただきましてありがとうございます。
それから、前川さんには上等な榧のまな板と
箸をいただきまして、大切に使わせていただ

きます。ありがとうございました。
•早瀬源慶　1980年ごろ、例会の終わりに
「はりまや橋付近は気温30度になったので、
お帰りのとき、気をつけて」と会長。今日の
予報は35度の猛暑、暑さも今昔の思い。女房
の誕生日お礼申します。
•森田倫光　妻へのお祝いありがとうござい
ます。たぶん40になったはずです。
•関　雅明　ありがとうございます。妻はき
っと喜ぶと思います。
•西森やよい　結婚記念日のお祝いありがと
うございます。17年経つと思われます。
•関　淑公　入会41年を迎えます。これから
もガンバリます。
•松野宏司　入会記念品をいただきました。
ありがとうございました。
•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。

・次週は、夏休みのためお休みです。
・本日例会終了後、理事会を行います。
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テスト」についてのお話です。1930年代、ア
メリカの大恐慌がまだ回復していないころ、
瀕死の状態になっていたアルミニウム製品の
会社が、ハーバート・テーラーに会社の立て
直しを依頼します。会社に入ったテーラーは、
この社風では駄目だと思い、会社の指針を作
ります。それがこの「四つのテスト」です。
　1940年代、この言葉が素晴らしいというこ
とで、ＲＩの職業奉仕プログラムの一文とし
て採用されます。そして、1954－1955年度、
ＲＩの会長を務めたハーバート・テーラーは
この四つのテストの言葉をロータリーに移譲
します。この年、日本のロータリーは創立50
周年で、これを記念して日本語の訳をつけよ
うと、コンテストで募集します。１位になっ
たのは東京クラブの本田親男氏（毎日新聞社
長）で、さすが名訳だと言われました。その

後、20年近くたって甲府で地区大会があった
ときに、これに曲を付けて披露されてから全
国に広がります。
　ロータリーソングというのは、ロータリー
の会員であれば誰もが馴染んでいると思いま
すが、とりわけ、この「四つのテスト」は愛
されていると思います。
　今日は、南ＲＣの森本さんに、よさこいに
関しての卓話をしていただきます。よろしく
お願いします。
◇８月の会員祝日（敬称略）
•会員誕生日
　永野　正将
　西森　　大
　市川　哲司
　岡　今朝男
　傍島裕二郎
•配偶者誕生日
　市川　由紀　　島村　利栄　　浦田比奈子
　関　　夏子　　森田三恵子　　早瀬恵美子
•家族記念日
　西森やよい
•入会記念日
　関　　淑公　　松野　宏司
◇幹　事　報　告
・８月のロータリーレートは１ドル133円です。
・高松西ＲＣの移転、ガバナーエレクト事務
所開設のお知らせを週報に載せていますの
で、ご覧ください。
・ガバナー月信は事務局のテーブルの上に置
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いていますのでご覧ください。ホームペー
ジ上からもダウンロードできます。

い事業だったと思います。
　おかげ様で、各方面からは高い評価をいた
だきました。ＪＲからはお客さんが増えた、
構内のコンビニがすごい売り上げがあった。
マスコミには特別番組も作っていただき、よ
さこいを違った角度から宣伝ができたのでは
ないかと自負しています。会場には知事や市
長にも挨拶に来ていただきましたし、「来て
楽しい、踊って楽しい演舞場を作ってくれた。
来年もぜひ開催してほしい」と言っていただ

きました。
　今では、高知ＹＧＥの年間行事の一つにも
なりましたが、この２年間は、コロナの影響
でよさこいは開催されず、よさこいができな
い辛さも味わいました。
　今年は、我慢した２年分の思いを爆発させ
て、高知の夏を楽しみたいと思っています。
ＹＧＥだけではなくて、ロータリーの皆さん
も、大いに盛り上げていただきたいと思いま
す。

　今年は３年振りによさこいが開催されます。
全国各地で38℃、40℃近い気温となっていま
すが、高知の我々にとっては、よさこいの２
日間は、気温と違う熱さを楽しみたいと思っ
ています。
（高知駅前演舞場40年ぶり復活の動画上映）
　よさこい祭りは、商工会議所青年部（ＹＧ
Ｅ）の親会である高知商工会議所が中心とな
り立ち上げた祭りです。今では全国に広がり、
集客、経済効果も大きな祭りとなっています。
青年部もよさこい祭りに深く関わることによ
って、よさこい以外にも親会を通じてではあ
りますが、一般の方にも物が言える団体とし
て成長していきたいと考えています。
　高知駅前演舞場40年ぶり復活事業は、よさ
こい祭りを根本から変えたいという思いから
始まった事業です。当時の会長だった野町さ
んが、あるとき簡単に「よさこい祭りの演舞
場を俺らで立ち上げて、俺らで運営しようぜ」
「どこでやりますか」「駅前でやろう。もう市
長や知事には言うちゅうき。警察にも言う
ちゅうき行ってこいや」と。けど実際に行っ
てみると「聞いてない」とか「無理でしょう」
という話でした。
　私はこの事業の委員長として、青年部らし
い汗をかいて県内外のお客様をおもてなしし
て、地元を、そして観光を盛り上げようとい
う思いがありました。ただ、当時のよさこい
祭りの問題点として、よさこいで出た利益は
どこにいっているのか。限られた業種にしか
いってないのではないか。通行止めをして一
般の方の仕事の邪魔になるのではないか。宿

泊施設の不足などの課題もあり、民泊や高知
市以外のホテルや旅館も使いましょうといっ
たところまで、深く考えていきました。一番
苦労したのは、踊り子さんに来てもらえるか
どうかということです。演舞場をつくったも
のの踊るチームが来ないと何にもなりません。
青年部の総力を使って、先輩・後輩、友達、
周りのいろんな人に声を掛けて、踊り子さん
に来てもらったことを覚えています。
　今は駅前の広場を使って踊っていますが、
復活最初は歩道で踊りました。歩行者の安全
確保等々、高知警察署に許可をもらうために
何度も足を運びました。前年から案を出して
決めていくわけですが、警察署もなかなかう
んとは言ってくれず、苦労しました。
　40年振りの第１回は予算もなく、当時のメ
ンバーが汗をかいて、テントや机、椅子等は
保育園や幼稚園、公民館で借りました。ポス
ターには、よさこい祭り第１回の写真を入れ
ました。当時は正調踊りで、チームも少なく
駅前で開催されていたようです。本山町の間
伐材を使ったオリジナルメダルもつくりまし
た。飲食ブースも用意しました。お客さんに
は食べて、飲んでいただきながら、目の前の
よさこいを楽しんでいただける、いわゆる土
佐流のおもてなしをと考えました。また、無
料の桟敷席を作って、身体の不自由な方、車
椅子の方、小さなお子さんから年配の方まで
幅広く楽しんでいただけるようにしました。
先輩方や現役のメンバー、さらには学生さん
やスタッフが無料で手伝ってくれて、つらい
反面楽しみも多くあり、今思えば青年部らし

•森本太一郎　お車代をニコニコへ。　
•浦田健治　森本さん、本日の卓話ありがと
うございました。うちわ片手によさこいを見
に行けること、楽しみにしています。妻の誕
生日の祝いの品、ありがとうございました。
•鬼田知明　森本さん、本日は卓話いただき
ありがとうございました。私も小さいころ、
よく駅前に見に行っていました。演舞場の復
活おめでとうございました。
•𠮷永光男　毎日暑い日が続いています。皆
さん、身体には注意してください。サンパツ
に行きました。横は刈り上げずに空かしてと
言ったのに、キム・ジョンウンカットされま
した。
•西森　大　誕生日のお祝いありがとうござ
います。よろしくお願いいたします。
•岡　今朝男　誕生日プレゼントありがとう
ございます。「65歳になります」前期高齢者
の定義で考えれば65歳からになりますが、道
路交通法では高齢者は70歳以上となっており
ます。５年後は運転免許証の更新は、高齢者
講習を受けることになります。
•島村信一　誕生日のお祝いありがとうござ
います。
•永野正将　誕生日のお祝いありがとうござ
います。48歳の歳男です。
•市川哲司　本日は妻と私の誕生日プレゼン
トをいただきましてありがとうございます。
それから、前川さんには上等な榧のまな板と
箸をいただきまして、大切に使わせていただ

きます。ありがとうございました。
•早瀬源慶　1980年ごろ、例会の終わりに
「はりまや橋付近は気温30度になったので、
お帰りのとき、気をつけて」と会長。今日の
予報は35度の猛暑、暑さも今昔の思い。女房
の誕生日お礼申します。
•森田倫光　妻へのお祝いありがとうござい
ます。たぶん40になったはずです。
•関　雅明　ありがとうございます。妻はき
っと喜ぶと思います。
•西森やよい　結婚記念日のお祝いありがと
うございます。17年経つと思われます。
•関　淑公　入会41年を迎えます。これから
もガンバリます。
•松野宏司　入会記念品をいただきました。
ありがとうございました。
•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。

・次週は、夏休みのためお休みです。
・本日例会終了後、理事会を行います。



●会長／浦田健治　●幹事／鬼田知明　●雑誌会報委員／森田倫光・松本隆之・土居祐三
●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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● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
162,580円
55,300円
217,880円

590円
565円
1,155円

163,170円
55,865円
219,035円

チビニコ 合　計

８月３日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
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 ●

８月３日
７月20日

総数
－5 54
－2 54

出席
41
46

欠席
5
0

メイク
アップ HC出席率

75.93％
85.19％

出席率
89.80％
100％

3
6

ホタル会ゴルフコンペ
2022年８月７日㈰　於：土佐山田ゴルフ俱楽部
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