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本日　９月21日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「母国のこと、そして日本に来て7年間のこと」

米山記念奨学生 田　甘霖 さん

本日　９月28日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「ロシアのウクライナ侵攻及び日本との関係について」

高知工科大学経済学 助教 コスチャンチン・オヴシアンニコウ 氏

第2546回　例会報告／令和４年９月７日　天候　晴れ
◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」
◇来訪ロータリアン
　高知南ＲＣ　　大石恭三 氏、野村美尋 氏
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
今日は９月の第１例会で
す。卓話者は、南ＲＣか
らおいでいただいた、キ
リンビール高知支店長の
大石さんです。どうぞよ

ろしくお願いいたします。
　９月20日から22日の３日間の情報集会に先
立って、不肖私が、テーマの「私の職業奉仕
と社会奉仕」ということで、自己紹介という
か、若い方たちにはまだお馴染みじゃないか
も分かりませんので、情報集会でお話するよ
うなことを先にお話したいと思います。 
　職業はファイナンシャルプランナーの仕事
と生命保険代理店、それから投資信託等々の
資産運用の金融商品仲介業といった仕事をし
ています。今日皆さんにお伝えしたいのは、
職業奉仕の方ではなくて、どんな風に社会奉
仕をやっているのかを、お話させていただき
たいと思います。
　職業を活かした社会奉仕行動というのは、
少し境目が曖昧に感じますがいまからお話す
る事例は私の実感としては社会奉仕だと思っ
ております。高知大学でほぼ17年になるんで

すかね、正規の授業としてファイナンシャル
・プランニングの講座を持っております。
　当初の ３年間は、私が所属しております
日本ファイナンシャル・プランナーズ協会が
大学に提供するというような講座だったんで
すが、それは３年間で終わりまして、それか
らファイナンシャルプランナーズ協会高知支
部の上級資格保有者の有志で持ち回り講座を
やっております。持ち回りと言いましても、
前期・後期と試験を伴った正規の講座でして、
ただ、これは職業じゃないかと言われるかも
分かりませんが、職業というにはほど遠い報
酬しか頂いておりませんで…。学生諸君の社
会に出てからの、生活設計なんかをきちっと
できるようになってもらいたいとか、それか
ら、金融の仕組みなんか基礎的なものを身に
つけて卒業してもらいたいとか、そういう思
いで長く続けております。
　同じく、高知高専でも同じような内容で３
年か４年目ぐらいになりますね。あと、金融
広報中央委員会という、皆さん、あんまりお
馴染みじゃないかも分かりませんが、日本銀
行の本店に組織がありまして、その組織の出
先が各県にあり、高知では日本銀行高知支店
の中に、高知県金融広報委員会という、いか
めしい名前の会があります。そこに10数年前
に依頼されたのが金融広報アドバイザーとい
うボランティア活動で、いろんな団体、学校、
社会人のグループ、などから高知県金融広報
委員会に講演依頼があり、私に依頼があれば

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

講演に出向くということです。大学もそうで
すが平日の時間を使いまして、講演に出かけ
ていくということです。
　いずれも平日の活動なので、私の高い高い
収入機会を削って（ここは笑っていただくと
こなんですが）、準備時間も含めると、かな
りの時間を要します。でも、私の一つのライ
フワークとして、若い人たちはもちろんのこ
と高齢者であっても金融のことを学んでもら
いながら、幸せな生活設計を全うしてもらい
たいと、そういう思いで長くやっておるとい
うことです。
　このように、職業を通じて得た自分の知識
を活かした奉仕活動をしていますがロータ
リーでは、これは社会奉仕といっていいと思
います。
　以上、今度の情報集会において、こんな話
をすればいいのかという参考になればと思
い、貴重な時間を頂いてお話させていただき
ましたが情報集会では皆さんのいろんなお話
を聞けるのが楽しみです。
◇𠮷永光男会員挨拶

　去る８月31日、母が95
歳の長寿で逝去いたしま
した。家族で静かに、心
を込めて送ることができ
ました。先日、自宅の方
に浦田会長と奥さんに弔

問に来ていただきました。そして、心温まる
クラブの香典を頂きました。母も喜んでいる
ことと思います。この場をお借りし、クラブ
の皆さんにお礼を申し上げます。ありがとう
ございました。
◇新入会員紹介
　　　　　　•氏　　名　須賀　昌彦
　　　　　　•生年月日　1962年９月17日
　　　　　　•職　　業　㈱四国銀行
　　　　　　　　　　　　常務取締役
　　　　　　•配　偶　者　由美 様
•趣　　味　ゴルフ、温泉巡り
•専任アドバイザー　中平真理子会員
•須賀昌彦氏挨拶
　本日は、初回の参加にもかかわらず、いき
なり誕生日のプレゼントまで頂き、本当にい
いときに入ったなと思っています。
　私は昭和37年、寅年生まれです。今月の誕

生日イコール還暦60歳になるという、記念の
誕生日に、こういう形でお祝いいただいて本
当にありがとうございます。私は銀行員生活
30年を過ぎていますが、高知での勤務は約３
分の１以下だと思います。ほとんどが県外で
勤務してきましたので、今回６月に19年振り
に高知に帰ってきました。したがって、友達
というか知っている方がほとんどいません。
直近は、徳島ＲＣで３年いましたが、同じロ
ータリーの例会でも、徳島と全然違うなと言
う印象です。先ほどの四つのテストなどは徳
島にはございません。皆さんには、いろいろ
と教えていただいて、幅広い関係をつくって
いきたいと思います。
　私事ですが、５月に初孫が生まれました。
60を前にして孫が生まれたのが、最近、私が
嬉しかったことです。
　こうしてマスクをした上で、皆さんと名刺交
換をいたしましたので、しばらくは顔と名前が
一致しないと思います。その辺はご容赦願いま
す。これからよろしくお願いいたします。
◇９月の会員祝日（敬称略）
•会員誕生日
　寺村　　勉
　小林　秀人
　須賀　昌彦
•配偶者誕生日
　竹村　朱美　　山村　雅子　　小林　美和
　西内　恵子　　
•家庭記念日
　竹村　克彦　　石川　　健
•入会記念日
　岡本　淳一　　広瀬　雅彦
◇幹　事　報　告
•８月のガバナー月信を例会場に置いてあり
ますので、ご覧ください。
•今月のロータリーレートは１ドル139円です。
•ガバナーノミニーデジグネイトに立候補す
る方があれば、９月14日までにご連絡くだ
さい。
•今治ＲＣの飯　忠吾パストガバナーがご逝
去されました。
•次週は、ガバナー公式訪問です。ネクタイ
着用でお願いします。例会後に記念撮影を
行います。
•本日例会終了後に理事会を行います。

　私は静岡県の浜松市出身です。89年に入社
後、埼玉、山陰、大阪、横浜、17年10月から
高知に赴任。翌年３月、南ＲＣに入会。ずっ
と水泳をしていて、そのころは体型も良かっ
たのですが、この業界に入るとどんどん大き
くなってしまい、あるとき、飲んだ勢いで龍
馬マラソンを走ると言ってしまいました。そ
こから、劇的に身体を絞って、85キロから今
はほぼ76キロをキープしています。
　高知県の飲酒特性は、全国平均の2.2倍。
いごっそう高知県民のお酒好きが表れており、
中でもビールの飲酒量が非常に多いのが特徴
です。キリンラガービールと淡麗のグリーン
ラベルをご愛顧いただいており、グリーンラ
ベルは高知県でキリンビールの缶製品の中で
は一番売れています。
　ここから少し、三菱の岩崎の関係、トーマ
ス・グラバー、坂本龍馬の話を簡単にしてみ
ます。
　キリンビールの前身のジャパンブリュアリ
ーの設立に、トーマス・グラバーさんには大
変ご尽力いただきました。もちろん、重役と
して会社の発展にも貢献していますが、もと
もとのキリンラガービールのラベルをちょっ
と変えた方がいいんじゃないかという提案な
どもしています。
　次に岩崎弥太郎の弟の弥之助です。こちら
もジャパンブリュアリーの設立時の大株主で、
人材資金を提供。昔は特約店が一手販売で明
治屋の創立の支援をしています。岩崎弥太郎
は、三菱の顧問にグラバーを迎えて三菱の基
礎ができています。その２人を結びつけたの
が龍馬です。２月７日は弥太郎の命日で、三
菱グループの支店長クラスが毎年お墓参りを
しています。
　キリンビール高知支店の奇跡。全国に数あ
る支店の中で営業成績最下位クラスの高知支

店の意識改革に努めた田村　潤さん。彼の著
書「高知支店の奇跡」で触れているのは、ま
ずビジョンです。理念や使命をメンバーに植
え付けて、メンバー自ら考え行動する自立心
を育てた。リーダーのミッションは５つ。ビ
ジョンを明確に描く。自分が実現すると決め
る。戦略・戦術、勝利へのシナリオを考え抜
く。自分がやり切る。最後は結果のコミュニ
ケーションと徹底した活動の継続。
　ラガーを生化したときのことです。各種デ
ータを取ってみると、ラガービールの売上が
減っているのは、やはり苦味に問題があるの
ではないか。そういったところは改善すべき
だということで、製法も変えて大幅なリニュ
ーアルをした。そしたら、高知の方にめちゃ
めちゃ怒られた。高知のメンバーは非常にフ
ットワークが軽くて、得意先やお客さんのと
ころをよく回っていて、小さい時にこっそり
舐めたビールの苦味。いつもお父さんが飲ん
でいたキリンビールの苦味。弱点だと思って
いた苦味が本当は強みなのだと。高知のメン
バーが何度も何度も本社に掛け合って、結果、
クラシックラガーの発売で復活します。高知
の皆さんは、１回は裏切ったキリンビールが
自分たちの声を聞いて、また元に戻したんだ。
そういう心意気みたいなところに、非常に評
価をいただいたんじゃないかと、私は思いま
す。
　高知県の飲食街にいくと、「たっすいがは、
いかん」というポスターが貼ってあって、ブ
ランディングをすごくよくやっているなと思
います。これだけ貼ってあると、キリンが強
いんじゃないかなと、お客さんは錯覚しそう
です。「たっすいがは、いかん」の前は「高
知が一番」というコミュニケーションメッセ
ージを使っていました。ラガーの飲酒量がナ
ンバー１というところから採用されたもので

すが、龍馬会では、キリンビールのことを龍
馬ビールと呼んでいますし、来年の「らんま
ん」が楽しみですが、広末涼子さんにも出て
いただいたりしています。
　キリンビールはもう130年を過ぎた商品で
す。高知とのご縁を大切にこれからも頑張っ
ていきたいと思いますが、今キリンが取り組
んでいるＣＳＶ経営の話をさせていただきま
す。キリンのいうＣＳＶというのは、マイケ
ル・ポーターの唱えている共有価値の創造で
す。
　要は、ＣＳＲのように、社会貢献だけすれ
ばいいのではなくて、やはり企業が持続して
いくためには、利益も出して、しっかりと儲
けて、次のステップに進みましょうというも
のです。この話は、今すごく流行っている
SDGsと少し似ているのかなと思います。近
江商人の経営哲学、売り手良し、買い手良し、
世間良しの三方良しがSDGsにいくと、地球
良し、未来良しが入ってきて、空間軸と時間
軸が広がってきます。こういったことを取り
組むことによって、企業も持続可能な経営が
成り立っていくのだと思います。
　キリンは土佐文旦の氷結を、今まで３回出
しています。毎回、非常に好評でよく売れて
います。高知は非常に地元愛が強く、地域密
着の商品を取り扱うことによって、お客様の
満足にもつながります。高知ブランドが発信
される地域産業振興と地産地消・地産外商。

キリンビールの価値にもなり、ここがやはり、
しっかり利益が出ないと絵に描いただけでは
持続可能な取り組みにはなりません。２回目
に比べて３回目は1700ケースぐらい増えてい
ます。量販店の店頭でも、限定品にもかかわ
らずいい売り場を提供いただいています。缶
ですが、ひろめ市場などでも取り扱っていた
だいています。
　もう一つ、一昨年、コロナが始まって飲食
業界が大きな打撃を受けました。外食産業が
厳しい中で、高知県がおいしい食材を食べて
応援しようというキャンペーンに、うちがし
っかり参加する飲食店を探しますというとこ
ろでコラボしました。コロナ禍で外に出るの
も怖い中で、キャンペーンを打つことによっ
て、地域の活性化の課題解決につながるので
はないかというところです。あとは、自社の
経済価値です。これは実数に直につながって
くることはないのですが、２年、３年と継続
できて、何より、社員が高知を元気にせない
かんと言って、地元を応援するキャンペーン
に取り組みができたことで、生き生きと働け
たということが大きなプラスではないかと思
います。
　ビジョン経営みたいな形で、地道な活動で
高知に根ざしてやってきましたが、今もお客
さんを一番大事にして、高知のお客さんに一
番近いメーカーだと自負して活動をしていま
すので、今後ともよろしくお願いいたします。

•大石恭三（高知南ＲＣ）　お車代をニコニコ
へ。
•野村美尋（高知南ＲＣ）　スピーカー、大石
氏の随行員のようですが、偶然です。大石さ
んとの縁を感じました。皆さま、キリンビー
ルをいっぱーいお飲みくださいね。寺村さん
と週末イベント、えびす昭和横丁の打ち合わ
せにきましたので、メイキャップさせていた
だきました。ありがとうございました。
•浦田健治　須賀さん、入会おめでとうござ
います。大石さん、本日の卓話ありがとうご
ざいました。
•鬼田知明　須賀さん、本日はご入会ありが
とうございました。今後ともよろしくお願い
します。大石さん、本日は卓話いただきあり
がとうございました。高知がますます元気に
なる応援をお願いいたします。
•𠮷永光男　御礼　私のまわりにいる人たち
は、みんな良い人ばかりでありがとうござい
ます。
•土居祐三　入札くじが当たりましたので、
軽くにこにこします。
•小林秀人　自身の誕生日、妻の誕生日プレ
ゼントを頂きありがとうございました。
•西内俊介　家内の誕生祝いありがとうござ
いました。２人とも前期高齢者となりました。

多くの先輩方の生き様を参考に高齢者として
頑張っていきます。
•竹村克彦　妻の誕生日と結婚記念のお祝い
ありがとうございました。
•石川　健　昭和53年９月30日に結婚して45
年です。50年の金婚式までは夫婦健康であり
たいです。祝っていただきありがとうござい
ます。
•広瀬雅彦　入会記念品ありがとうございま
す。３年が経ちました。
•岡本淳一　入会祝いありがとうございます。
•寺村　勉　今日は、南ＲＣからもうお一人、
谷本美尋さん、来訪ありがとうございました。
この土日、３年振りの「えびす昭和横丁」開
催します。その打ち合わせにお越しいただき
ました。ありがとうございました。お誕生日
祝いとともに。
•中平真理子　須賀さん、ご入会おめでとう
ございます。今後ともよろしくお願いいたし
ます。
•前川美智子　須賀さん、皆さま今日からよ
ろしくお願いします。
•須賀昌彦　本日より入会いたします四国銀
行、須賀です。19年ぶりに高知に帰ってきま
した。よろしくお願いいたします。
•山村一正　家庭記念日、お祝いありがとう
ございます。
◇遅刻・早退　１件
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委員会に講演依頼があり、私に依頼があれば
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講演に出向くということです。大学もそうで
すが平日の時間を使いまして、講演に出かけ
ていくということです。
　いずれも平日の活動なので、私の高い高い
収入機会を削って（ここは笑っていただくと
こなんですが）、準備時間も含めると、かな
りの時間を要します。でも、私の一つのライ
フワークとして、若い人たちはもちろんのこ
と高齢者であっても金融のことを学んでもら
いながら、幸せな生活設計を全うしてもらい
たいと、そういう思いで長くやっておるとい
うことです。
　このように、職業を通じて得た自分の知識
を活かした奉仕活動をしていますがロータ
リーでは、これは社会奉仕といっていいと思
います。
　以上、今度の情報集会において、こんな話
をすればいいのかという参考になればと思
い、貴重な時間を頂いてお話させていただき
ましたが情報集会では皆さんのいろんなお話
を聞けるのが楽しみです。
◇𠮷永光男会員挨拶

　去る８月31日、母が95
歳の長寿で逝去いたしま
した。家族で静かに、心
を込めて送ることができ
ました。先日、自宅の方
に浦田会長と奥さんに弔

問に来ていただきました。そして、心温まる
クラブの香典を頂きました。母も喜んでいる
ことと思います。この場をお借りし、クラブ
の皆さんにお礼を申し上げます。ありがとう
ございました。
◇新入会員紹介
　　　　　　•氏　　名　須賀　昌彦
　　　　　　•生年月日　1962年９月17日
　　　　　　•職　　業　㈱四国銀行
　　　　　　　　　　　　常務取締役
　　　　　　•配　偶　者　由美 様
•趣　　味　ゴルフ、温泉巡り
•専任アドバイザー　中平真理子会員
•須賀昌彦氏挨拶
　本日は、初回の参加にもかかわらず、いき
なり誕生日のプレゼントまで頂き、本当にい
いときに入ったなと思っています。
　私は昭和37年、寅年生まれです。今月の誕

生日イコール還暦60歳になるという、記念の
誕生日に、こういう形でお祝いいただいて本
当にありがとうございます。私は銀行員生活
30年を過ぎていますが、高知での勤務は約３
分の１以下だと思います。ほとんどが県外で
勤務してきましたので、今回６月に19年振り
に高知に帰ってきました。したがって、友達
というか知っている方がほとんどいません。
直近は、徳島ＲＣで３年いましたが、同じロ
ータリーの例会でも、徳島と全然違うなと言
う印象です。先ほどの四つのテストなどは徳
島にはございません。皆さんには、いろいろ
と教えていただいて、幅広い関係をつくって
いきたいと思います。
　私事ですが、５月に初孫が生まれました。
60を前にして孫が生まれたのが、最近、私が
嬉しかったことです。
　こうしてマスクをした上で、皆さんと名刺交
換をいたしましたので、しばらくは顔と名前が
一致しないと思います。その辺はご容赦願いま
す。これからよろしくお願いいたします。
◇９月の会員祝日（敬称略）
•会員誕生日
　寺村　　勉
　小林　秀人
　須賀　昌彦
•配偶者誕生日
　竹村　朱美　　山村　雅子　　小林　美和
　西内　恵子　　
•家庭記念日
　竹村　克彦　　石川　　健
•入会記念日
　岡本　淳一　　広瀬　雅彦
◇幹　事　報　告
•８月のガバナー月信を例会場に置いてあり
ますので、ご覧ください。
•今月のロータリーレートは１ドル139円です。
•ガバナーノミニーデジグネイトに立候補す
る方があれば、９月14日までにご連絡くだ
さい。
•今治ＲＣの飯　忠吾パストガバナーがご逝
去されました。
•次週は、ガバナー公式訪問です。ネクタイ
着用でお願いします。例会後に記念撮影を
行います。
•本日例会終了後に理事会を行います。

　私は静岡県の浜松市出身です。89年に入社
後、埼玉、山陰、大阪、横浜、17年10月から
高知に赴任。翌年３月、南ＲＣに入会。ずっ
と水泳をしていて、そのころは体型も良かっ
たのですが、この業界に入るとどんどん大き
くなってしまい、あるとき、飲んだ勢いで龍
馬マラソンを走ると言ってしまいました。そ
こから、劇的に身体を絞って、85キロから今
はほぼ76キロをキープしています。
　高知県の飲酒特性は、全国平均の2.2倍。
いごっそう高知県民のお酒好きが表れており、
中でもビールの飲酒量が非常に多いのが特徴
です。キリンラガービールと淡麗のグリーン
ラベルをご愛顧いただいており、グリーンラ
ベルは高知県でキリンビールの缶製品の中で
は一番売れています。
　ここから少し、三菱の岩崎の関係、トーマ
ス・グラバー、坂本龍馬の話を簡単にしてみ
ます。
　キリンビールの前身のジャパンブリュアリ
ーの設立に、トーマス・グラバーさんには大
変ご尽力いただきました。もちろん、重役と
して会社の発展にも貢献していますが、もと
もとのキリンラガービールのラベルをちょっ
と変えた方がいいんじゃないかという提案な
どもしています。
　次に岩崎弥太郎の弟の弥之助です。こちら
もジャパンブリュアリーの設立時の大株主で、
人材資金を提供。昔は特約店が一手販売で明
治屋の創立の支援をしています。岩崎弥太郎
は、三菱の顧問にグラバーを迎えて三菱の基
礎ができています。その２人を結びつけたの
が龍馬です。２月７日は弥太郎の命日で、三
菱グループの支店長クラスが毎年お墓参りを
しています。
　キリンビール高知支店の奇跡。全国に数あ
る支店の中で営業成績最下位クラスの高知支

店の意識改革に努めた田村　潤さん。彼の著
書「高知支店の奇跡」で触れているのは、ま
ずビジョンです。理念や使命をメンバーに植
え付けて、メンバー自ら考え行動する自立心
を育てた。リーダーのミッションは５つ。ビ
ジョンを明確に描く。自分が実現すると決め
る。戦略・戦術、勝利へのシナリオを考え抜
く。自分がやり切る。最後は結果のコミュニ
ケーションと徹底した活動の継続。
　ラガーを生化したときのことです。各種デ
ータを取ってみると、ラガービールの売上が
減っているのは、やはり苦味に問題があるの
ではないか。そういったところは改善すべき
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ーアルをした。そしたら、高知の方にめちゃ
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ットワークが軽くて、得意先やお客さんのと
ころをよく回っていて、小さい時にこっそり
舐めたビールの苦味。いつもお父さんが飲ん
でいたキリンビールの苦味。弱点だと思って
いた苦味が本当は強みなのだと。高知のメン
バーが何度も何度も本社に掛け合って、結果、
クラシックラガーの発売で復活します。高知
の皆さんは、１回は裏切ったキリンビールが
自分たちの声を聞いて、また元に戻したんだ。
そういう心意気みたいなところに、非常に評
価をいただいたんじゃないかと、私は思いま
す。
　高知県の飲食街にいくと、「たっすいがは、
いかん」というポスターが貼ってあって、ブ
ランディングをすごくよくやっているなと思
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です。「たっすいがは、いかん」の前は「高
知が一番」というコミュニケーションメッセ
ージを使っていました。ラガーの飲酒量がナ
ンバー１というところから採用されたもので

すが、龍馬会では、キリンビールのことを龍
馬ビールと呼んでいますし、来年の「らんま
ん」が楽しみですが、広末涼子さんにも出て
いただいたりしています。
　キリンビールはもう130年を過ぎた商品で
す。高知とのご縁を大切にこれからも頑張っ
ていきたいと思いますが、今キリンが取り組
んでいるＣＳＶ経営の話をさせていただきま
す。キリンのいうＣＳＶというのは、マイケ
ル・ポーターの唱えている共有価値の創造で
す。
　要は、ＣＳＲのように、社会貢献だけすれ
ばいいのではなくて、やはり企業が持続して
いくためには、利益も出して、しっかりと儲
けて、次のステップに進みましょうというも
のです。この話は、今すごく流行っている
SDGsと少し似ているのかなと思います。近
江商人の経営哲学、売り手良し、買い手良し、
世間良しの三方良しがSDGsにいくと、地球
良し、未来良しが入ってきて、空間軸と時間
軸が広がってきます。こういったことを取り
組むことによって、企業も持続可能な経営が
成り立っていくのだと思います。
　キリンは土佐文旦の氷結を、今まで３回出
しています。毎回、非常に好評でよく売れて
います。高知は非常に地元愛が強く、地域密
着の商品を取り扱うことによって、お客様の
満足にもつながります。高知ブランドが発信
される地域産業振興と地産地消・地産外商。

キリンビールの価値にもなり、ここがやはり、
しっかり利益が出ないと絵に描いただけでは
持続可能な取り組みにはなりません。２回目
に比べて３回目は1700ケースぐらい増えてい
ます。量販店の店頭でも、限定品にもかかわ
らずいい売り場を提供いただいています。缶
ですが、ひろめ市場などでも取り扱っていた
だいています。
　もう一つ、一昨年、コロナが始まって飲食
業界が大きな打撃を受けました。外食産業が
厳しい中で、高知県がおいしい食材を食べて
応援しようというキャンペーンに、うちがし
っかり参加する飲食店を探しますというとこ
ろでコラボしました。コロナ禍で外に出るの
も怖い中で、キャンペーンを打つことによっ
て、地域の活性化の課題解決につながるので
はないかというところです。あとは、自社の
経済価値です。これは実数に直につながって
くることはないのですが、２年、３年と継続
できて、何より、社員が高知を元気にせない
かんと言って、地元を応援するキャンペーン
に取り組みができたことで、生き生きと働け
たということが大きなプラスではないかと思
います。
　ビジョン経営みたいな形で、地道な活動で
高知に根ざしてやってきましたが、今もお客
さんを一番大事にして、高知のお客さんに一
番近いメーカーだと自負して活動をしていま
すので、今後ともよろしくお願いいたします。

•大石恭三（高知南ＲＣ）　お車代をニコニコ
へ。
•野村美尋（高知南ＲＣ）　スピーカー、大石
氏の随行員のようですが、偶然です。大石さ
んとの縁を感じました。皆さま、キリンビー
ルをいっぱーいお飲みくださいね。寺村さん
と週末イベント、えびす昭和横丁の打ち合わ
せにきましたので、メイキャップさせていた
だきました。ありがとうございました。
•浦田健治　須賀さん、入会おめでとうござ
います。大石さん、本日の卓話ありがとうご
ざいました。
•鬼田知明　須賀さん、本日はご入会ありが
とうございました。今後ともよろしくお願い
します。大石さん、本日は卓話いただきあり
がとうございました。高知がますます元気に
なる応援をお願いいたします。
•𠮷永光男　御礼　私のまわりにいる人たち
は、みんな良い人ばかりでありがとうござい
ます。
•土居祐三　入札くじが当たりましたので、
軽くにこにこします。
•小林秀人　自身の誕生日、妻の誕生日プレ
ゼントを頂きありがとうございました。
•西内俊介　家内の誕生祝いありがとうござ
いました。２人とも前期高齢者となりました。

多くの先輩方の生き様を参考に高齢者として
頑張っていきます。
•竹村克彦　妻の誕生日と結婚記念のお祝い
ありがとうございました。
•石川　健　昭和53年９月30日に結婚して45
年です。50年の金婚式までは夫婦健康であり
たいです。祝っていただきありがとうござい
ます。
•広瀬雅彦　入会記念品ありがとうございま
す。３年が経ちました。
•岡本淳一　入会祝いありがとうございます。
•寺村　勉　今日は、南ＲＣからもうお一人、
谷本美尋さん、来訪ありがとうございました。
この土日、３年振りの「えびす昭和横丁」開
催します。その打ち合わせにお越しいただき
ました。ありがとうございました。お誕生日
祝いとともに。
•中平真理子　須賀さん、ご入会おめでとう
ございます。今後ともよろしくお願いいたし
ます。
•前川美智子　須賀さん、皆さま今日からよ
ろしくお願いします。
•須賀昌彦　本日より入会いたします四国銀
行、須賀です。19年ぶりに高知に帰ってきま
した。よろしくお願いいたします。
•山村一正　家庭記念日、お祝いありがとう
ございます。
◇遅刻・早退　１件



◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」
◇来訪ロータリアン
　高知南ＲＣ　　大石恭三 氏、野村美尋 氏
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
今日は９月の第１例会で
す。卓話者は、南ＲＣか
らおいでいただいた、キ
リンビール高知支店長の
大石さんです。どうぞよ
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先が各県にあり、高知では日本銀行高知支店
の中に、高知県金融広報委員会という、いか
めしい名前の会があります。そこに10数年前
に依頼されたのが金融広報アドバイザーとい
うボランティア活動で、いろんな団体、学校、
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委員会に講演依頼があり、私に依頼があれば

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

講演に出向くということです。大学もそうで
すが平日の時間を使いまして、講演に出かけ
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30年を過ぎていますが、高知での勤務は約３
分の１以下だと思います。ほとんどが県外で
勤務してきましたので、今回６月に19年振り
に高知に帰ってきました。したがって、友達
というか知っている方がほとんどいません。
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一致しないと思います。その辺はご容赦願いま
す。これからよろしくお願いいたします。
◇９月の会員祝日（敬称略）
•会員誕生日
　寺村　　勉
　小林　秀人
　須賀　昌彦
•配偶者誕生日
　竹村　朱美　　山村　雅子　　小林　美和
　西内　恵子　　
•家庭記念日
　竹村　克彦　　石川　　健
•入会記念日
　岡本　淳一　　広瀬　雅彦
◇幹　事　報　告
•８月のガバナー月信を例会場に置いてあり
ますので、ご覧ください。
•今月のロータリーレートは１ドル139円です。
•ガバナーノミニーデジグネイトに立候補す
る方があれば、９月14日までにご連絡くだ
さい。
•今治ＲＣの飯　忠吾パストガバナーがご逝
去されました。
•次週は、ガバナー公式訪問です。ネクタイ
着用でお願いします。例会後に記念撮影を
行います。
•本日例会終了後に理事会を行います。

　私は静岡県の浜松市出身です。89年に入社
後、埼玉、山陰、大阪、横浜、17年10月から
高知に赴任。翌年３月、南ＲＣに入会。ずっ
と水泳をしていて、そのころは体型も良かっ
たのですが、この業界に入るとどんどん大き
くなってしまい、あるとき、飲んだ勢いで龍
馬マラソンを走ると言ってしまいました。そ
こから、劇的に身体を絞って、85キロから今
はほぼ76キロをキープしています。
　高知県の飲酒特性は、全国平均の2.2倍。
いごっそう高知県民のお酒好きが表れており、
中でもビールの飲酒量が非常に多いのが特徴
です。キリンラガービールと淡麗のグリーン
ラベルをご愛顧いただいており、グリーンラ
ベルは高知県でキリンビールの缶製品の中で
は一番売れています。
　ここから少し、三菱の岩崎の関係、トーマ
ス・グラバー、坂本龍馬の話を簡単にしてみ
ます。
　キリンビールの前身のジャパンブリュアリ
ーの設立に、トーマス・グラバーさんには大
変ご尽力いただきました。もちろん、重役と
して会社の発展にも貢献していますが、もと
もとのキリンラガービールのラベルをちょっ
と変えた方がいいんじゃないかという提案な
どもしています。
　次に岩崎弥太郎の弟の弥之助です。こちら
もジャパンブリュアリーの設立時の大株主で、
人材資金を提供。昔は特約店が一手販売で明
治屋の創立の支援をしています。岩崎弥太郎
は、三菱の顧問にグラバーを迎えて三菱の基
礎ができています。その２人を結びつけたの
が龍馬です。２月７日は弥太郎の命日で、三
菱グループの支店長クラスが毎年お墓参りを
しています。
　キリンビール高知支店の奇跡。全国に数あ
る支店の中で営業成績最下位クラスの高知支

店の意識改革に努めた田村　潤さん。彼の著
書「高知支店の奇跡」で触れているのは、ま
ずビジョンです。理念や使命をメンバーに植
え付けて、メンバー自ら考え行動する自立心
を育てた。リーダーのミッションは５つ。ビ
ジョンを明確に描く。自分が実現すると決め
る。戦略・戦術、勝利へのシナリオを考え抜
く。自分がやり切る。最後は結果のコミュニ
ケーションと徹底した活動の継続。
　ラガーを生化したときのことです。各種デ
ータを取ってみると、ラガービールの売上が
減っているのは、やはり苦味に問題があるの
ではないか。そういったところは改善すべき
だということで、製法も変えて大幅なリニュ
ーアルをした。そしたら、高知の方にめちゃ
めちゃ怒られた。高知のメンバーは非常にフ
ットワークが軽くて、得意先やお客さんのと
ころをよく回っていて、小さい時にこっそり
舐めたビールの苦味。いつもお父さんが飲ん
でいたキリンビールの苦味。弱点だと思って
いた苦味が本当は強みなのだと。高知のメン
バーが何度も何度も本社に掛け合って、結果、
クラシックラガーの発売で復活します。高知
の皆さんは、１回は裏切ったキリンビールが
自分たちの声を聞いて、また元に戻したんだ。
そういう心意気みたいなところに、非常に評
価をいただいたんじゃないかと、私は思いま
す。
　高知県の飲食街にいくと、「たっすいがは、
いかん」というポスターが貼ってあって、ブ
ランディングをすごくよくやっているなと思
います。これだけ貼ってあると、キリンが強
いんじゃないかなと、お客さんは錯覚しそう
です。「たっすいがは、いかん」の前は「高
知が一番」というコミュニケーションメッセ
ージを使っていました。ラガーの飲酒量がナ
ンバー１というところから採用されたもので

「高知県とキリンビール」

◇ゲストスピーチ キリンビール㈱ 高知支店長  大石　恭三 氏

すが、龍馬会では、キリンビールのことを龍
馬ビールと呼んでいますし、来年の「らんま
ん」が楽しみですが、広末涼子さんにも出て
いただいたりしています。
　キリンビールはもう130年を過ぎた商品で
す。高知とのご縁を大切にこれからも頑張っ
ていきたいと思いますが、今キリンが取り組
んでいるＣＳＶ経営の話をさせていただきま
す。キリンのいうＣＳＶというのは、マイケ
ル・ポーターの唱えている共有価値の創造で
す。
　要は、ＣＳＲのように、社会貢献だけすれ
ばいいのではなくて、やはり企業が持続して
いくためには、利益も出して、しっかりと儲
けて、次のステップに進みましょうというも
のです。この話は、今すごく流行っている
SDGsと少し似ているのかなと思います。近
江商人の経営哲学、売り手良し、買い手良し、
世間良しの三方良しがSDGsにいくと、地球
良し、未来良しが入ってきて、空間軸と時間
軸が広がってきます。こういったことを取り
組むことによって、企業も持続可能な経営が
成り立っていくのだと思います。
　キリンは土佐文旦の氷結を、今まで３回出
しています。毎回、非常に好評でよく売れて
います。高知は非常に地元愛が強く、地域密
着の商品を取り扱うことによって、お客様の
満足にもつながります。高知ブランドが発信
される地域産業振興と地産地消・地産外商。

キリンビールの価値にもなり、ここがやはり、
しっかり利益が出ないと絵に描いただけでは
持続可能な取り組みにはなりません。２回目
に比べて３回目は1700ケースぐらい増えてい
ます。量販店の店頭でも、限定品にもかかわ
らずいい売り場を提供いただいています。缶
ですが、ひろめ市場などでも取り扱っていた
だいています。
　もう一つ、一昨年、コロナが始まって飲食
業界が大きな打撃を受けました。外食産業が
厳しい中で、高知県がおいしい食材を食べて
応援しようというキャンペーンに、うちがし
っかり参加する飲食店を探しますというとこ
ろでコラボしました。コロナ禍で外に出るの
も怖い中で、キャンペーンを打つことによっ
て、地域の活性化の課題解決につながるので
はないかというところです。あとは、自社の
経済価値です。これは実数に直につながって
くることはないのですが、２年、３年と継続
できて、何より、社員が高知を元気にせない
かんと言って、地元を応援するキャンペーン
に取り組みができたことで、生き生きと働け
たということが大きなプラスではないかと思
います。
　ビジョン経営みたいな形で、地道な活動で
高知に根ざしてやってきましたが、今もお客
さんを一番大事にして、高知のお客さんに一
番近いメーカーだと自負して活動をしていま
すので、今後ともよろしくお願いいたします。

•大石恭三（高知南ＲＣ）　お車代をニコニコ
へ。
•野村美尋（高知南ＲＣ）　スピーカー、大石
氏の随行員のようですが、偶然です。大石さ
んとの縁を感じました。皆さま、キリンビー
ルをいっぱーいお飲みくださいね。寺村さん
と週末イベント、えびす昭和横丁の打ち合わ
せにきましたので、メイキャップさせていた
だきました。ありがとうございました。
•浦田健治　須賀さん、入会おめでとうござ
います。大石さん、本日の卓話ありがとうご
ざいました。
•鬼田知明　須賀さん、本日はご入会ありが
とうございました。今後ともよろしくお願い
します。大石さん、本日は卓話いただきあり
がとうございました。高知がますます元気に
なる応援をお願いいたします。
•𠮷永光男　御礼　私のまわりにいる人たち
は、みんな良い人ばかりでありがとうござい
ます。
•土居祐三　入札くじが当たりましたので、
軽くにこにこします。
•小林秀人　自身の誕生日、妻の誕生日プレ
ゼントを頂きありがとうございました。
•西内俊介　家内の誕生祝いありがとうござ
いました。２人とも前期高齢者となりました。

多くの先輩方の生き様を参考に高齢者として
頑張っていきます。
•竹村克彦　妻の誕生日と結婚記念のお祝い
ありがとうございました。
•石川　健　昭和53年９月30日に結婚して45
年です。50年の金婚式までは夫婦健康であり
たいです。祝っていただきありがとうござい
ます。
•広瀬雅彦　入会記念品ありがとうございま
す。３年が経ちました。
•岡本淳一　入会祝いありがとうございます。
•寺村　勉　今日は、南ＲＣからもうお一人、
谷本美尋さん、来訪ありがとうございました。
この土日、３年振りの「えびす昭和横丁」開
催します。その打ち合わせにお越しいただき
ました。ありがとうございました。お誕生日
祝いとともに。
•中平真理子　須賀さん、ご入会おめでとう
ございます。今後ともよろしくお願いいたし
ます。
•前川美智子　須賀さん、皆さま今日からよ
ろしくお願いします。
•須賀昌彦　本日より入会いたします四国銀
行、須賀です。19年ぶりに高知に帰ってきま
した。よろしくお願いいたします。
•山村一正　家庭記念日、お祝いありがとう
ございます。
◇遅刻・早退　１件



◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」
◇来訪ロータリアン
　高知南ＲＣ　　大石恭三 氏、野村美尋 氏
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
今日は９月の第１例会で
す。卓話者は、南ＲＣか
らおいでいただいた、キ
リンビール高知支店長の
大石さんです。どうぞよ

ろしくお願いいたします。
　９月20日から22日の３日間の情報集会に先
立って、不肖私が、テーマの「私の職業奉仕
と社会奉仕」ということで、自己紹介という
か、若い方たちにはまだお馴染みじゃないか
も分かりませんので、情報集会でお話するよ
うなことを先にお話したいと思います。 
　職業はファイナンシャルプランナーの仕事
と生命保険代理店、それから投資信託等々の
資産運用の金融商品仲介業といった仕事をし
ています。今日皆さんにお伝えしたいのは、
職業奉仕の方ではなくて、どんな風に社会奉
仕をやっているのかを、お話させていただき
たいと思います。
　職業を活かした社会奉仕行動というのは、
少し境目が曖昧に感じますがいまからお話す
る事例は私の実感としては社会奉仕だと思っ
ております。高知大学でほぼ17年になるんで

すかね、正規の授業としてファイナンシャル
・プランニングの講座を持っております。
　当初の ３年間は、私が所属しております
日本ファイナンシャル・プランナーズ協会が
大学に提供するというような講座だったんで
すが、それは３年間で終わりまして、それか
らファイナンシャルプランナーズ協会高知支
部の上級資格保有者の有志で持ち回り講座を
やっております。持ち回りと言いましても、
前期・後期と試験を伴った正規の講座でして、
ただ、これは職業じゃないかと言われるかも
分かりませんが、職業というにはほど遠い報
酬しか頂いておりませんで…。学生諸君の社
会に出てからの、生活設計なんかをきちっと
できるようになってもらいたいとか、それか
ら、金融の仕組みなんか基礎的なものを身に
つけて卒業してもらいたいとか、そういう思
いで長く続けております。
　同じく、高知高専でも同じような内容で３
年か４年目ぐらいになりますね。あと、金融
広報中央委員会という、皆さん、あんまりお
馴染みじゃないかも分かりませんが、日本銀
行の本店に組織がありまして、その組織の出
先が各県にあり、高知では日本銀行高知支店
の中に、高知県金融広報委員会という、いか
めしい名前の会があります。そこに10数年前
に依頼されたのが金融広報アドバイザーとい
うボランティア活動で、いろんな団体、学校、
社会人のグループ、などから高知県金融広報
委員会に講演依頼があり、私に依頼があれば
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講演に出向くということです。大学もそうで
すが平日の時間を使いまして、講演に出かけ
ていくということです。
　いずれも平日の活動なので、私の高い高い
収入機会を削って（ここは笑っていただくと
こなんですが）、準備時間も含めると、かな
りの時間を要します。でも、私の一つのライ
フワークとして、若い人たちはもちろんのこ
と高齢者であっても金融のことを学んでもら
いながら、幸せな生活設計を全うしてもらい
たいと、そういう思いで長くやっておるとい
うことです。
　このように、職業を通じて得た自分の知識
を活かした奉仕活動をしていますがロータ
リーでは、これは社会奉仕といっていいと思
います。
　以上、今度の情報集会において、こんな話
をすればいいのかという参考になればと思
い、貴重な時間を頂いてお話させていただき
ましたが情報集会では皆さんのいろんなお話
を聞けるのが楽しみです。
◇𠮷永光男会員挨拶

　去る８月31日、母が95
歳の長寿で逝去いたしま
した。家族で静かに、心
を込めて送ることができ
ました。先日、自宅の方
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問に来ていただきました。そして、心温まる
クラブの香典を頂きました。母も喜んでいる
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の皆さんにお礼を申し上げます。ありがとう
ございました。
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　　　　　　•生年月日　1962年９月17日
　　　　　　•職　　業　㈱四国銀行
　　　　　　　　　　　　常務取締役
　　　　　　•配　偶　者　由美 様
•趣　　味　ゴルフ、温泉巡り
•専任アドバイザー　中平真理子会員
•須賀昌彦氏挨拶
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と教えていただいて、幅広い関係をつくって
いきたいと思います。
　私事ですが、５月に初孫が生まれました。
60を前にして孫が生まれたのが、最近、私が
嬉しかったことです。
　こうしてマスクをした上で、皆さんと名刺交
換をいたしましたので、しばらくは顔と名前が
一致しないと思います。その辺はご容赦願いま
す。これからよろしくお願いいたします。
◇９月の会員祝日（敬称略）
•会員誕生日
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　小林　秀人
　須賀　昌彦
•配偶者誕生日
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•入会記念日
　岡本　淳一　　広瀬　雅彦
◇幹　事　報　告
•８月のガバナー月信を例会場に置いてあり
ますので、ご覧ください。
•今月のロータリーレートは１ドル139円です。
•ガバナーノミニーデジグネイトに立候補す
る方があれば、９月14日までにご連絡くだ
さい。
•今治ＲＣの飯　忠吾パストガバナーがご逝
去されました。
•次週は、ガバナー公式訪問です。ネクタイ
着用でお願いします。例会後に記念撮影を
行います。
•本日例会終了後に理事会を行います。
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後、埼玉、山陰、大阪、横浜、17年10月から
高知に赴任。翌年３月、南ＲＣに入会。ずっ
と水泳をしていて、そのころは体型も良かっ
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馬マラソンを走ると言ってしまいました。そ
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ます。
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ーの設立に、トーマス・グラバーさんには大
変ご尽力いただきました。もちろん、重役と
して会社の発展にも貢献していますが、もと
もとのキリンラガービールのラベルをちょっ
と変えた方がいいんじゃないかという提案な
どもしています。
　次に岩崎弥太郎の弟の弥之助です。こちら
もジャパンブリュアリーの設立時の大株主で、
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治屋の創立の支援をしています。岩崎弥太郎
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礎ができています。その２人を結びつけたの
が龍馬です。２月７日は弥太郎の命日で、三
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店の意識改革に努めた田村　潤さん。彼の著
書「高知支店の奇跡」で触れているのは、ま
ずビジョンです。理念や使命をメンバーに植
え付けて、メンバー自ら考え行動する自立心
を育てた。リーダーのミッションは５つ。ビ
ジョンを明確に描く。自分が実現すると決め
る。戦略・戦術、勝利へのシナリオを考え抜
く。自分がやり切る。最後は結果のコミュニ
ケーションと徹底した活動の継続。
　ラガーを生化したときのことです。各種デ
ータを取ってみると、ラガービールの売上が
減っているのは、やはり苦味に問題があるの
ではないか。そういったところは改善すべき
だということで、製法も変えて大幅なリニュ
ーアルをした。そしたら、高知の方にめちゃ
めちゃ怒られた。高知のメンバーは非常にフ
ットワークが軽くて、得意先やお客さんのと
ころをよく回っていて、小さい時にこっそり
舐めたビールの苦味。いつもお父さんが飲ん
でいたキリンビールの苦味。弱点だと思って
いた苦味が本当は強みなのだと。高知のメン
バーが何度も何度も本社に掛け合って、結果、
クラシックラガーの発売で復活します。高知
の皆さんは、１回は裏切ったキリンビールが
自分たちの声を聞いて、また元に戻したんだ。
そういう心意気みたいなところに、非常に評
価をいただいたんじゃないかと、私は思いま
す。
　高知県の飲食街にいくと、「たっすいがは、
いかん」というポスターが貼ってあって、ブ
ランディングをすごくよくやっているなと思
います。これだけ貼ってあると、キリンが強
いんじゃないかなと、お客さんは錯覚しそう
です。「たっすいがは、いかん」の前は「高
知が一番」というコミュニケーションメッセ
ージを使っていました。ラガーの飲酒量がナ
ンバー１というところから採用されたもので

すが、龍馬会では、キリンビールのことを龍
馬ビールと呼んでいますし、来年の「らんま
ん」が楽しみですが、広末涼子さんにも出て
いただいたりしています。
　キリンビールはもう130年を過ぎた商品で
す。高知とのご縁を大切にこれからも頑張っ
ていきたいと思いますが、今キリンが取り組
んでいるＣＳＶ経営の話をさせていただきま
す。キリンのいうＣＳＶというのは、マイケ
ル・ポーターの唱えている共有価値の創造で
す。
　要は、ＣＳＲのように、社会貢献だけすれ
ばいいのではなくて、やはり企業が持続して
いくためには、利益も出して、しっかりと儲
けて、次のステップに進みましょうというも
のです。この話は、今すごく流行っている
SDGsと少し似ているのかなと思います。近
江商人の経営哲学、売り手良し、買い手良し、
世間良しの三方良しがSDGsにいくと、地球
良し、未来良しが入ってきて、空間軸と時間
軸が広がってきます。こういったことを取り
組むことによって、企業も持続可能な経営が
成り立っていくのだと思います。
　キリンは土佐文旦の氷結を、今まで３回出
しています。毎回、非常に好評でよく売れて
います。高知は非常に地元愛が強く、地域密
着の商品を取り扱うことによって、お客様の
満足にもつながります。高知ブランドが発信
される地域産業振興と地産地消・地産外商。

キリンビールの価値にもなり、ここがやはり、
しっかり利益が出ないと絵に描いただけでは
持続可能な取り組みにはなりません。２回目
に比べて３回目は1700ケースぐらい増えてい
ます。量販店の店頭でも、限定品にもかかわ
らずいい売り場を提供いただいています。缶
ですが、ひろめ市場などでも取り扱っていた
だいています。
　もう一つ、一昨年、コロナが始まって飲食
業界が大きな打撃を受けました。外食産業が
厳しい中で、高知県がおいしい食材を食べて
応援しようというキャンペーンに、うちがし
っかり参加する飲食店を探しますというとこ
ろでコラボしました。コロナ禍で外に出るの
も怖い中で、キャンペーンを打つことによっ
て、地域の活性化の課題解決につながるので
はないかというところです。あとは、自社の
経済価値です。これは実数に直につながって
くることはないのですが、２年、３年と継続
できて、何より、社員が高知を元気にせない
かんと言って、地元を応援するキャンペーン
に取り組みができたことで、生き生きと働け
たということが大きなプラスではないかと思
います。
　ビジョン経営みたいな形で、地道な活動で
高知に根ざしてやってきましたが、今もお客
さんを一番大事にして、高知のお客さんに一
番近いメーカーだと自負して活動をしていま
すので、今後ともよろしくお願いいたします。

•大石恭三（高知南ＲＣ）　お車代をニコニコ
へ。
•野村美尋（高知南ＲＣ）　スピーカー、大石
氏の随行員のようですが、偶然です。大石さ
んとの縁を感じました。皆さま、キリンビー
ルをいっぱーいお飲みくださいね。寺村さん
と週末イベント、えびす昭和横丁の打ち合わ
せにきましたので、メイキャップさせていた
だきました。ありがとうございました。
•浦田健治　須賀さん、入会おめでとうござ
います。大石さん、本日の卓話ありがとうご
ざいました。
•鬼田知明　須賀さん、本日はご入会ありが
とうございました。今後ともよろしくお願い
します。大石さん、本日は卓話いただきあり
がとうございました。高知がますます元気に
なる応援をお願いいたします。
•𠮷永光男　御礼　私のまわりにいる人たち
は、みんな良い人ばかりでありがとうござい
ます。
•土居祐三　入札くじが当たりましたので、
軽くにこにこします。
•小林秀人　自身の誕生日、妻の誕生日プレ
ゼントを頂きありがとうございました。
•西内俊介　家内の誕生祝いありがとうござ
いました。２人とも前期高齢者となりました。

多くの先輩方の生き様を参考に高齢者として
頑張っていきます。
•竹村克彦　妻の誕生日と結婚記念のお祝い
ありがとうございました。
•石川　健　昭和53年９月30日に結婚して45
年です。50年の金婚式までは夫婦健康であり
たいです。祝っていただきありがとうござい
ます。
•広瀬雅彦　入会記念品ありがとうございま
す。３年が経ちました。
•岡本淳一　入会祝いありがとうございます。
•寺村　勉　今日は、南ＲＣからもうお一人、
谷本美尋さん、来訪ありがとうございました。
この土日、３年振りの「えびす昭和横丁」開
催します。その打ち合わせにお越しいただき
ました。ありがとうございました。お誕生日
祝いとともに。
•中平真理子　須賀さん、ご入会おめでとう
ございます。今後ともよろしくお願いいたし
ます。
•前川美智子　須賀さん、皆さま今日からよ
ろしくお願いします。
•須賀昌彦　本日より入会いたします四国銀
行、須賀です。19年ぶりに高知に帰ってきま
した。よろしくお願いいたします。
•山村一正　家庭記念日、お祝いありがとう
ございます。
◇遅刻・早退　１件



◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」
◇来訪ロータリアン
　高知南ＲＣ　　大石恭三 氏、野村美尋 氏
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
今日は９月の第１例会で
す。卓話者は、南ＲＣか
らおいでいただいた、キ
リンビール高知支店長の
大石さんです。どうぞよ

ろしくお願いいたします。
　９月20日から22日の３日間の情報集会に先
立って、不肖私が、テーマの「私の職業奉仕
と社会奉仕」ということで、自己紹介という
か、若い方たちにはまだお馴染みじゃないか
も分かりませんので、情報集会でお話するよ
うなことを先にお話したいと思います。 
　職業はファイナンシャルプランナーの仕事
と生命保険代理店、それから投資信託等々の
資産運用の金融商品仲介業といった仕事をし
ています。今日皆さんにお伝えしたいのは、
職業奉仕の方ではなくて、どんな風に社会奉
仕をやっているのかを、お話させていただき
たいと思います。
　職業を活かした社会奉仕行動というのは、
少し境目が曖昧に感じますがいまからお話す
る事例は私の実感としては社会奉仕だと思っ
ております。高知大学でほぼ17年になるんで

すかね、正規の授業としてファイナンシャル
・プランニングの講座を持っております。
　当初の ３年間は、私が所属しております
日本ファイナンシャル・プランナーズ協会が
大学に提供するというような講座だったんで
すが、それは３年間で終わりまして、それか
らファイナンシャルプランナーズ協会高知支
部の上級資格保有者の有志で持ち回り講座を
やっております。持ち回りと言いましても、
前期・後期と試験を伴った正規の講座でして、
ただ、これは職業じゃないかと言われるかも
分かりませんが、職業というにはほど遠い報
酬しか頂いておりませんで…。学生諸君の社
会に出てからの、生活設計なんかをきちっと
できるようになってもらいたいとか、それか
ら、金融の仕組みなんか基礎的なものを身に
つけて卒業してもらいたいとか、そういう思
いで長く続けております。
　同じく、高知高専でも同じような内容で３
年か４年目ぐらいになりますね。あと、金融
広報中央委員会という、皆さん、あんまりお
馴染みじゃないかも分かりませんが、日本銀
行の本店に組織がありまして、その組織の出
先が各県にあり、高知では日本銀行高知支店
の中に、高知県金融広報委員会という、いか
めしい名前の会があります。そこに10数年前
に依頼されたのが金融広報アドバイザーとい
うボランティア活動で、いろんな団体、学校、
社会人のグループ、などから高知県金融広報
委員会に講演依頼があり、私に依頼があれば

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

講演に出向くということです。大学もそうで
すが平日の時間を使いまして、講演に出かけ
ていくということです。
　いずれも平日の活動なので、私の高い高い
収入機会を削って（ここは笑っていただくと
こなんですが）、準備時間も含めると、かな
りの時間を要します。でも、私の一つのライ
フワークとして、若い人たちはもちろんのこ
と高齢者であっても金融のことを学んでもら
いながら、幸せな生活設計を全うしてもらい
たいと、そういう思いで長くやっておるとい
うことです。
　このように、職業を通じて得た自分の知識
を活かした奉仕活動をしていますがロータ
リーでは、これは社会奉仕といっていいと思
います。
　以上、今度の情報集会において、こんな話
をすればいいのかという参考になればと思
い、貴重な時間を頂いてお話させていただき
ましたが情報集会では皆さんのいろんなお話
を聞けるのが楽しみです。
◇𠮷永光男会員挨拶

　去る８月31日、母が95
歳の長寿で逝去いたしま
した。家族で静かに、心
を込めて送ることができ
ました。先日、自宅の方
に浦田会長と奥さんに弔

問に来ていただきました。そして、心温まる
クラブの香典を頂きました。母も喜んでいる
ことと思います。この場をお借りし、クラブ
の皆さんにお礼を申し上げます。ありがとう
ございました。
◇新入会員紹介
　　　　　　•氏　　名　須賀　昌彦
　　　　　　•生年月日　1962年９月17日
　　　　　　•職　　業　㈱四国銀行
　　　　　　　　　　　　常務取締役
　　　　　　•配　偶　者　由美 様
•趣　　味　ゴルフ、温泉巡り
•専任アドバイザー　中平真理子会員
•須賀昌彦氏挨拶
　本日は、初回の参加にもかかわらず、いき
なり誕生日のプレゼントまで頂き、本当にい
いときに入ったなと思っています。
　私は昭和37年、寅年生まれです。今月の誕

生日イコール還暦60歳になるという、記念の
誕生日に、こういう形でお祝いいただいて本
当にありがとうございます。私は銀行員生活
30年を過ぎていますが、高知での勤務は約３
分の１以下だと思います。ほとんどが県外で
勤務してきましたので、今回６月に19年振り
に高知に帰ってきました。したがって、友達
というか知っている方がほとんどいません。
直近は、徳島ＲＣで３年いましたが、同じロ
ータリーの例会でも、徳島と全然違うなと言
う印象です。先ほどの四つのテストなどは徳
島にはございません。皆さんには、いろいろ
と教えていただいて、幅広い関係をつくって
いきたいと思います。
　私事ですが、５月に初孫が生まれました。
60を前にして孫が生まれたのが、最近、私が
嬉しかったことです。
　こうしてマスクをした上で、皆さんと名刺交
換をいたしましたので、しばらくは顔と名前が
一致しないと思います。その辺はご容赦願いま
す。これからよろしくお願いいたします。
◇９月の会員祝日（敬称略）
•会員誕生日
　寺村　　勉
　小林　秀人
　須賀　昌彦
•配偶者誕生日
　竹村　朱美　　山村　雅子　　小林　美和
　西内　恵子　　
•家庭記念日
　竹村　克彦　　石川　　健
•入会記念日
　岡本　淳一　　広瀬　雅彦
◇幹　事　報　告
•８月のガバナー月信を例会場に置いてあり
ますので、ご覧ください。
•今月のロータリーレートは１ドル139円です。
•ガバナーノミニーデジグネイトに立候補す
る方があれば、９月14日までにご連絡くだ
さい。
•今治ＲＣの飯　忠吾パストガバナーがご逝
去されました。
•次週は、ガバナー公式訪問です。ネクタイ
着用でお願いします。例会後に記念撮影を
行います。
•本日例会終了後に理事会を行います。

　私は静岡県の浜松市出身です。89年に入社
後、埼玉、山陰、大阪、横浜、17年10月から
高知に赴任。翌年３月、南ＲＣに入会。ずっ
と水泳をしていて、そのころは体型も良かっ
たのですが、この業界に入るとどんどん大き
くなってしまい、あるとき、飲んだ勢いで龍
馬マラソンを走ると言ってしまいました。そ
こから、劇的に身体を絞って、85キロから今
はほぼ76キロをキープしています。
　高知県の飲酒特性は、全国平均の2.2倍。
いごっそう高知県民のお酒好きが表れており、
中でもビールの飲酒量が非常に多いのが特徴
です。キリンラガービールと淡麗のグリーン
ラベルをご愛顧いただいており、グリーンラ
ベルは高知県でキリンビールの缶製品の中で
は一番売れています。
　ここから少し、三菱の岩崎の関係、トーマ
ス・グラバー、坂本龍馬の話を簡単にしてみ
ます。
　キリンビールの前身のジャパンブリュアリ
ーの設立に、トーマス・グラバーさんには大
変ご尽力いただきました。もちろん、重役と
して会社の発展にも貢献していますが、もと
もとのキリンラガービールのラベルをちょっ
と変えた方がいいんじゃないかという提案な
どもしています。
　次に岩崎弥太郎の弟の弥之助です。こちら
もジャパンブリュアリーの設立時の大株主で、
人材資金を提供。昔は特約店が一手販売で明
治屋の創立の支援をしています。岩崎弥太郎
は、三菱の顧問にグラバーを迎えて三菱の基
礎ができています。その２人を結びつけたの
が龍馬です。２月７日は弥太郎の命日で、三
菱グループの支店長クラスが毎年お墓参りを
しています。
　キリンビール高知支店の奇跡。全国に数あ
る支店の中で営業成績最下位クラスの高知支

店の意識改革に努めた田村　潤さん。彼の著
書「高知支店の奇跡」で触れているのは、ま
ずビジョンです。理念や使命をメンバーに植
え付けて、メンバー自ら考え行動する自立心
を育てた。リーダーのミッションは５つ。ビ
ジョンを明確に描く。自分が実現すると決め
る。戦略・戦術、勝利へのシナリオを考え抜
く。自分がやり切る。最後は結果のコミュニ
ケーションと徹底した活動の継続。
　ラガーを生化したときのことです。各種デ
ータを取ってみると、ラガービールの売上が
減っているのは、やはり苦味に問題があるの
ではないか。そういったところは改善すべき
だということで、製法も変えて大幅なリニュ
ーアルをした。そしたら、高知の方にめちゃ
めちゃ怒られた。高知のメンバーは非常にフ
ットワークが軽くて、得意先やお客さんのと
ころをよく回っていて、小さい時にこっそり
舐めたビールの苦味。いつもお父さんが飲ん
でいたキリンビールの苦味。弱点だと思って
いた苦味が本当は強みなのだと。高知のメン
バーが何度も何度も本社に掛け合って、結果、
クラシックラガーの発売で復活します。高知
の皆さんは、１回は裏切ったキリンビールが
自分たちの声を聞いて、また元に戻したんだ。
そういう心意気みたいなところに、非常に評
価をいただいたんじゃないかと、私は思いま
す。
　高知県の飲食街にいくと、「たっすいがは、
いかん」というポスターが貼ってあって、ブ
ランディングをすごくよくやっているなと思
います。これだけ貼ってあると、キリンが強
いんじゃないかなと、お客さんは錯覚しそう
です。「たっすいがは、いかん」の前は「高
知が一番」というコミュニケーションメッセ
ージを使っていました。ラガーの飲酒量がナ
ンバー１というところから採用されたもので

すが、龍馬会では、キリンビールのことを龍
馬ビールと呼んでいますし、来年の「らんま
ん」が楽しみですが、広末涼子さんにも出て
いただいたりしています。
　キリンビールはもう130年を過ぎた商品で
す。高知とのご縁を大切にこれからも頑張っ
ていきたいと思いますが、今キリンが取り組
んでいるＣＳＶ経営の話をさせていただきま
す。キリンのいうＣＳＶというのは、マイケ
ル・ポーターの唱えている共有価値の創造で
す。
　要は、ＣＳＲのように、社会貢献だけすれ
ばいいのではなくて、やはり企業が持続して
いくためには、利益も出して、しっかりと儲
けて、次のステップに進みましょうというも
のです。この話は、今すごく流行っている
SDGsと少し似ているのかなと思います。近
江商人の経営哲学、売り手良し、買い手良し、
世間良しの三方良しがSDGsにいくと、地球
良し、未来良しが入ってきて、空間軸と時間
軸が広がってきます。こういったことを取り
組むことによって、企業も持続可能な経営が
成り立っていくのだと思います。
　キリンは土佐文旦の氷結を、今まで３回出
しています。毎回、非常に好評でよく売れて
います。高知は非常に地元愛が強く、地域密
着の商品を取り扱うことによって、お客様の
満足にもつながります。高知ブランドが発信
される地域産業振興と地産地消・地産外商。

キリンビールの価値にもなり、ここがやはり、
しっかり利益が出ないと絵に描いただけでは
持続可能な取り組みにはなりません。２回目
に比べて３回目は1700ケースぐらい増えてい
ます。量販店の店頭でも、限定品にもかかわ
らずいい売り場を提供いただいています。缶
ですが、ひろめ市場などでも取り扱っていた
だいています。
　もう一つ、一昨年、コロナが始まって飲食
業界が大きな打撃を受けました。外食産業が
厳しい中で、高知県がおいしい食材を食べて
応援しようというキャンペーンに、うちがし
っかり参加する飲食店を探しますというとこ
ろでコラボしました。コロナ禍で外に出るの
も怖い中で、キャンペーンを打つことによっ
て、地域の活性化の課題解決につながるので
はないかというところです。あとは、自社の
経済価値です。これは実数に直につながって
くることはないのですが、２年、３年と継続
できて、何より、社員が高知を元気にせない
かんと言って、地元を応援するキャンペーン
に取り組みができたことで、生き生きと働け
たということが大きなプラスではないかと思
います。
　ビジョン経営みたいな形で、地道な活動で
高知に根ざしてやってきましたが、今もお客
さんを一番大事にして、高知のお客さんに一
番近いメーカーだと自負して活動をしていま
すので、今後ともよろしくお願いいたします。

•大石恭三（高知南ＲＣ）　お車代をニコニコ
へ。
•野村美尋（高知南ＲＣ）　スピーカー、大石
氏の随行員のようですが、偶然です。大石さ
んとの縁を感じました。皆さま、キリンビー
ルをいっぱーいお飲みくださいね。寺村さん
と週末イベント、えびす昭和横丁の打ち合わ
せにきましたので、メイキャップさせていた
だきました。ありがとうございました。
•浦田健治　須賀さん、入会おめでとうござ
います。大石さん、本日の卓話ありがとうご
ざいました。
•鬼田知明　須賀さん、本日はご入会ありが
とうございました。今後ともよろしくお願い
します。大石さん、本日は卓話いただきあり
がとうございました。高知がますます元気に
なる応援をお願いいたします。
•𠮷永光男　御礼　私のまわりにいる人たち
は、みんな良い人ばかりでありがとうござい
ます。
•土居祐三　入札くじが当たりましたので、
軽くにこにこします。
•小林秀人　自身の誕生日、妻の誕生日プレ
ゼントを頂きありがとうございました。
•西内俊介　家内の誕生祝いありがとうござ
いました。２人とも前期高齢者となりました。

多くの先輩方の生き様を参考に高齢者として
頑張っていきます。
•竹村克彦　妻の誕生日と結婚記念のお祝い
ありがとうございました。
•石川　健　昭和53年９月30日に結婚して45
年です。50年の金婚式までは夫婦健康であり
たいです。祝っていただきありがとうござい
ます。
•広瀬雅彦　入会記念品ありがとうございま
す。３年が経ちました。
•岡本淳一　入会祝いありがとうございます。
•寺村　勉　今日は、南ＲＣからもうお一人、
谷本美尋さん、来訪ありがとうございました。
この土日、３年振りの「えびす昭和横丁」開
催します。その打ち合わせにお越しいただき
ました。ありがとうございました。お誕生日
祝いとともに。
•中平真理子　須賀さん、ご入会おめでとう
ございます。今後ともよろしくお願いいたし
ます。
•前川美智子　須賀さん、皆さま今日からよ
ろしくお願いします。
•須賀昌彦　本日より入会いたします四国銀
行、須賀です。19年ぶりに高知に帰ってきま
した。よろしくお願いいたします。
•山村一正　家庭記念日、お祝いありがとう
ございます。
◇遅刻・早退　１件
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● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
264,630円
63,000円
327,630円

2,631円
0円

2,631円

267,261円
63,000円
330,261円

チビニコ 合　計

９月７日
今期の累計

● 出席率報告 ●

９月７日
８月24日

総数
 55
 54

出席
44
30

欠席
0
0

メイク
アップ HC出席率

80.00％
55.56％

出席率
100％
100％

11
24

■高知東ＲＣ当面の日程
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
高知中央ＲＣ　９月22日㈭　休会

第４回日本酒同好会 ～秋酒を楽しむ～
2022年９月９日㈮　於：得月樓
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