
高知東ロータリークラブ週報
第2505号

10月26日.2022

本日　10月26日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「グランピングの魅力」

㈱喜びフーヅ 統括マネージャー 溝渕　美和 氏

次週　11月２日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「電子帳簿保存法について」

市川　哲司 会員

第2551回　例会報告／令和４年10月12日　天候　曇り　　創立記念夜間例会
◇ロータリーソング
  「もみじ」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんばんは。
ご家族の方もようこそい
らっしゃいました。先ほ
どの歌にもありましたよ
うに、とても、恐らく１
年で一番快適な季節がや

ってまいっておりますけれども、世の中では
世界中、日本中、そして我々皆さん、一番頭
を抱えておることだと思います。コロナはよ
うやくにして終焉を迎えつつあるような希望
的観測なんですけれども、ロシアとウクライ
ナの問題から発生しまして、それでいろんな
説はありますけれども、世界中のちょっとイ
ンフレが忍び寄るどころか、場合によっては、
不況のインフレといいますか、スタグフレー
ションと言いますが、そういったものも現実
的になってるような気もいたしますので、と
ても気が重いと思いますが、ただ、ロータリ
ーは1905年にできてから、いろいろ第一次世
界大戦、第二次世界大戦、その他いろいろな
経済危機というのを、世界中乗り切ってきて
いるわけです。
　特にこの資本主義の発展、それから修正、
それから反省、その他いろいろ混ぜながら、
民間の企業のパワーといったものというのは、
とても私も職業柄、そういう仕事に携わって
おりますけれども、非常に人間ってすごいな

というふうに思っています。
　とりわけ、今日の新聞に出てますけども、
アメリカの連邦の議長がノーベル賞というこ
とで、実務家としては初めてのノーベル経済
学賞ということなんですけれども、ほんとに
私の仕事の上で非常に印象的だったのは、リ
ーマンショックを乗り切るときの辣腕といい
ますかね、それまで、学者ではなかなかでき
ないような、ある意味、バラマキという、パ
ラシュートその他いろんな悪い評価もありま
したけれども、結果的には世界的な危機を乗
り切って、今現在、多少副作用が出ているな
んていう説もありますけれども、りっぱな仕
事をされたなというふうに思ってましたら、
まさかああ言う方がノーベル賞をもらうとは
思いませんでして、私も個人的にはとても楽
しく思っています。
　ロータリーも当然、我々職業人の集まりで
すから、今後悲観することなく、皆さんそれ
ぞれのお仕事に頑張っていかれたらいいので
はないかというふうに、自分自身は言い聞か
せております。　
 今日は創立記念夜間例会ですので、少し我
がクラブの歴史を振り返ってみましたら、54
周年ということで、出る前にクラブ計画書を
見てましたら、今までに在籍していた方の延
べの数が270名。長い、短いという在籍期間
はあるでしょうけども、それぞれ在籍した会
員がつくりあげてくれた54周年だと思います。
 我がクラブは、先だってガバナーとの面談

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

でお褒めにあずかりましたけども、いろいろ
な面で、いわゆる何といいますか、色という
かカラーといいますか、それとか、いろんな
勉強会などをやっているというのは、どうも
総体的にはかなりりっぱだと言われて、その
とおりに受け止めておりますが、それぞれの
諸先輩の、今までの積み重ねの賜物だという
ふうに思っております。
　出席率100％なんていうのも、無理矢理
100％やってるわけではなくて、自然と達成
しているという、非常に優れた文化をつくっ
てきていただいたなというふうに思います。
これで60周年といわず、80周年、100周年と

ますます発展していくように、我が会員、ロ
ータリアン頑張っていきたいなと思いますの
で、どうぞ皆さまも今後ともよろしくお願い
いたします。どうもありがとうございました。
◇お客様紹介（敬称略）
•水曜会
　浦田比奈子　　岡本　千春　　猿田　静子
　寺村みゆき　　西森　美和　　西内　恵子
　別役　佳代　　前田　　紀　　松野　壽子
•米山記念奨学生　　田　甘霖
◇米山記念奨学生の田　甘霖さんに奨学金を
お渡ししました。

たのがサロン・イーストです。売上の一部は
ニコニコに入っていますので、皆さんには、
ぜひサロン・イーストをご利用いただきたい
と思います。
　その他、富士登山同好会、野球観戦同好会
なども現在、計画されているようです。
　私は、今日のために東ＲＣ40周年記念誌と
50周年記念誌をさっと見てみると、その中に
「ロータリーの友」に載った西森やよいさん
の書いた文章がありました。「私は若くして
ロータリークラブに入って本当に良かった。
こういう素晴らしい社会があるのを知って良
かった。どんどんこれを世間に勧めたい」と
いうものです。東ＲＣにも若い方がおられま

すが、ロータリーの勉強とともに、親睦を深
めながらロータリーライフを楽しんでいただ
きたいと思います。
　最後に、高知県にコロナの第１号が出る直
前、一昨年の２月26日、私の叙勲受章の祝賀
会を前川会長、岡本幹事、岡﨑親睦委員長を
中心に、皆さんで開催していただきました。
そのとき、騎馬戦の騎馬武者になって得月を
一周したことは、特に印象的で大感激でした。
この場をお借りして、厚く御礼を申し上げた
いと思います。
　つたない話でしたが、ご清聴ありがとうご
ざいました。

　今年、東ＲＣ創立54年ということで、先日
の記念ゴルフコンペでは岡崎会員が優勝され
ました。
　今、東ＲＣは本当にいい雰囲気にあると、
私は思っています。それは、昨年の中平会長、
西内幹事が同好会を創って、親睦を広めよう
ということをされました。これは本当に良か
ったと思います。実はその１年前、竹村会長
と西森やよい幹事のときに、私は増強委員長
を仰せつかってスピーチをしたのですが、そ
のとき、「ロータリーの友」から、全国のク
ラブの同好会を拾い出してご披露しました。
　どういうものがあるかというと、野球同好
会、ワイン同好会、ジャズバンド同好会、サ
イクリング同好会、モーターサイクル同好会、
アウトドア同好会、コーラス同好会、邦楽・
お琴同好会、和太鼓同好会、料理同好会、美
術品鑑賞同好会、京文化同好会、スキー同好
会、ランニング同好会、女子部会、敬老会。
中にはユニークなものがあって、名古屋北Ｒ
Ｃの痛風同好会。これは痛風の方たちが集ま
って、お酒と美食と病気のことを話し合う会

です。
　高知東ＲＣは、関　淑公代表のゴルフ同好
会のホタル会。ワイン同好会は、中西代表と
鬼田副代表、日本酒同好会は松﨑さんが代表。
つい最近できたのがハイキング同好会で石川
さんが代表となっています。それから、私が
一応代表となっている、聞きっ放し英語教室。
これはかなり長い歴史があります。いきさつ
は、私が国際奉仕委員長のとき、徳島での会
で樋口ガバナーから、自分のクラブに帰った
ら英会話教室を創ってくださいという要請が
あって、創ったものです。英会話教室といっ
ても、日本語教室と同じで私たちはみんな日
本語で喋っています。英語を喋っているのは
先生だけ。それで長続きしているんじゃない
かと思っています。
　その他には、東酔会があります。サロンイ
ーストというのは、私が会長、石川さんが幹
事のとき、くろしお鉄道の社長をされていた
岡村さんが、よそのクラブでは例会前に親睦
を深めるために、お酒を飲みながら例会をす
る、それをやったらどうかということで始め

•浦田健治　楽しくも重みのある創立記念夜
間例会となりました。皆さま、ありがとうご
ざいます。
•鬼田知明　高知東ＲＣ創立54周年おめでと
うございます。この場に同席させていただけ
ることに感謝いたします。猿田さん、貴重な
記念講話をいただきましてありがとうござい
ました。
•𠮷永光男　日曜日のホタル会、雨も降らず
楽しかったです。広瀬さん、テレビに映るだ
けあって上手。正蓮寺カップ頑張ってくださ

い。応援します。
•広瀬雅彦　ホタル会コンペお疲れ様でした。
ベスグロ賞他いろいろ頂きました。楽しかっ
たです。
•岡﨑勇樹　先日のホタル会のコンペで優勝
しました。自己ベスト更新して良いスコアで
した。竹村さん、今西さん、高橋典ちゃん、
素晴らしいメンバーと回らせてもらい、本当
にありがとうございました！　それと、誕生
日祝いもありがとうございます。
•竹村克彦　先日のホタル会、メンバーに恵
まれ楽しかった。岡﨑さん、優勝おめでとう
ございます。
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私の仕事の上で非常に印象的だったのは、リ
ーマンショックを乗り切るときの辣腕といい
ますかね、それまで、学者ではなかなかでき
ないような、ある意味、バラマキという、パ
ラシュートその他いろんな悪い評価もありま
したけれども、結果的には世界的な危機を乗
り切って、今現在、多少副作用が出ているな
んていう説もありますけれども、りっぱな仕
事をされたなというふうに思ってましたら、
まさかああ言う方がノーベル賞をもらうとは
思いませんでして、私も個人的にはとても楽
しく思っています。
　ロータリーも当然、我々職業人の集まりで
すから、今後悲観することなく、皆さんそれ
ぞれのお仕事に頑張っていかれたらいいので
はないかというふうに、自分自身は言い聞か
せております。　
 今日は創立記念夜間例会ですので、少し我
がクラブの歴史を振り返ってみましたら、54
周年ということで、出る前にクラブ計画書を
見てましたら、今までに在籍していた方の延
べの数が270名。長い、短いという在籍期間
はあるでしょうけども、それぞれ在籍した会
員がつくりあげてくれた54周年だと思います。
 我がクラブは、先だってガバナーとの面談

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

でお褒めにあずかりましたけども、いろいろ
な面で、いわゆる何といいますか、色という
かカラーといいますか、それとか、いろんな
勉強会などをやっているというのは、どうも
総体的にはかなりりっぱだと言われて、その
とおりに受け止めておりますが、それぞれの
諸先輩の、今までの積み重ねの賜物だという
ふうに思っております。
　出席率100％なんていうのも、無理矢理
100％やってるわけではなくて、自然と達成
しているという、非常に優れた文化をつくっ
てきていただいたなというふうに思います。
これで60周年といわず、80周年、100周年と

ますます発展していくように、我が会員、ロ
ータリアン頑張っていきたいなと思いますの
で、どうぞ皆さまも今後ともよろしくお願い
いたします。どうもありがとうございました。
◇お客様紹介（敬称略）
•水曜会
　浦田比奈子　　岡本　千春　　猿田　静子
　寺村みゆき　　西森　美和　　西内　恵子
　別役　佳代　　前田　　紀　　松野　壽子
•米山記念奨学生　　田　甘霖
◇米山記念奨学生の田　甘霖さんに奨学金を
お渡ししました。

たのがサロン・イーストです。売上の一部は
ニコニコに入っていますので、皆さんには、
ぜひサロン・イーストをご利用いただきたい
と思います。
　その他、富士登山同好会、野球観戦同好会
なども現在、計画されているようです。
　私は、今日のために東ＲＣ40周年記念誌と
50周年記念誌をさっと見てみると、その中に
「ロータリーの友」に載った西森やよいさん
の書いた文章がありました。「私は若くして
ロータリークラブに入って本当に良かった。
こういう素晴らしい社会があるのを知って良
かった。どんどんこれを世間に勧めたい」と
いうものです。東ＲＣにも若い方がおられま

すが、ロータリーの勉強とともに、親睦を深
めながらロータリーライフを楽しんでいただ
きたいと思います。
　最後に、高知県にコロナの第１号が出る直
前、一昨年の２月26日、私の叙勲受章の祝賀
会を前川会長、岡本幹事、岡﨑親睦委員長を
中心に、皆さんで開催していただきました。
そのとき、騎馬戦の騎馬武者になって得月を
一周したことは、特に印象的で大感激でした。
この場をお借りして、厚く御礼を申し上げた
いと思います。
　つたない話でしたが、ご清聴ありがとうご
ざいました。

　今年、東ＲＣ創立54年ということで、先日
の記念ゴルフコンペでは岡崎会員が優勝され
ました。
　今、東ＲＣは本当にいい雰囲気にあると、
私は思っています。それは、昨年の中平会長、
西内幹事が同好会を創って、親睦を広めよう
ということをされました。これは本当に良か
ったと思います。実はその１年前、竹村会長
と西森やよい幹事のときに、私は増強委員長
を仰せつかってスピーチをしたのですが、そ
のとき、「ロータリーの友」から、全国のク
ラブの同好会を拾い出してご披露しました。
　どういうものがあるかというと、野球同好
会、ワイン同好会、ジャズバンド同好会、サ
イクリング同好会、モーターサイクル同好会、
アウトドア同好会、コーラス同好会、邦楽・
お琴同好会、和太鼓同好会、料理同好会、美
術品鑑賞同好会、京文化同好会、スキー同好
会、ランニング同好会、女子部会、敬老会。
中にはユニークなものがあって、名古屋北Ｒ
Ｃの痛風同好会。これは痛風の方たちが集ま
って、お酒と美食と病気のことを話し合う会

です。
　高知東ＲＣは、関　淑公代表のゴルフ同好
会のホタル会。ワイン同好会は、中西代表と
鬼田副代表、日本酒同好会は松﨑さんが代表。
つい最近できたのがハイキング同好会で石川
さんが代表となっています。それから、私が
一応代表となっている、聞きっ放し英語教室。
これはかなり長い歴史があります。いきさつ
は、私が国際奉仕委員長のとき、徳島での会
で樋口ガバナーから、自分のクラブに帰った
ら英会話教室を創ってくださいという要請が
あって、創ったものです。英会話教室といっ
ても、日本語教室と同じで私たちはみんな日
本語で喋っています。英語を喋っているのは
先生だけ。それで長続きしているんじゃない
かと思っています。
　その他には、東酔会があります。サロンイ
ーストというのは、私が会長、石川さんが幹
事のとき、くろしお鉄道の社長をされていた
岡村さんが、よそのクラブでは例会前に親睦
を深めるために、お酒を飲みながら例会をす
る、それをやったらどうかということで始め

•浦田健治　楽しくも重みのある創立記念夜
間例会となりました。皆さま、ありがとうご
ざいます。
•鬼田知明　高知東ＲＣ創立54周年おめでと
うございます。この場に同席させていただけ
ることに感謝いたします。猿田さん、貴重な
記念講話をいただきましてありがとうござい
ました。
•𠮷永光男　日曜日のホタル会、雨も降らず
楽しかったです。広瀬さん、テレビに映るだ
けあって上手。正蓮寺カップ頑張ってくださ

い。応援します。
•広瀬雅彦　ホタル会コンペお疲れ様でした。
ベスグロ賞他いろいろ頂きました。楽しかっ
たです。
•岡﨑勇樹　先日のホタル会のコンペで優勝
しました。自己ベスト更新して良いスコアで
した。竹村さん、今西さん、高橋典ちゃん、
素晴らしいメンバーと回らせてもらい、本当
にありがとうございました！　それと、誕生
日祝いもありがとうございます。
•竹村克彦　先日のホタル会、メンバーに恵
まれ楽しかった。岡﨑さん、優勝おめでとう
ございます。



●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
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● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
358,630円
51,100円
409,730円

4,125円
500円
4,625円

362,755円
51,600円
414,355円

チビニコ 合　計

10月５日
今期の累計

● 出席率報告 ●

10月12日
９月28日

総数
－5 55
 55

出席
43
42

欠席
5
0

メイク
アップ HC出席率

78.18％
76.36％

出席率
90％
100％

2
13

■高知東ＲＣ当面の日程
11月２日㈬　定例理事会
11月16日㈬　第４回クラブ協議会
　　　　　　　　　　　　　（例会終了後）
11月23日㈬　休会（国民の祝日）
11月30日㈬　役員会
12月７日㈬　五大奉仕中間発表・年次総会
　　　　　　定例理事会

12月21日㈬　忘年夜間例会
　　　　　　　　　（ザ クラウンパレス）
　　　　　　役員会
12月28日㈬　休会（年末年始の休み）

■例会変更のお知らせ

ホタル会 創立記念ゴルフコンペ
2022年10月９日㈰　於：土佐カントリークラブ


	週報2505-1
	週報2505-2
	週報2505-3
	週報2505-4

