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本日　１月11日㈬ 18：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　時　　間　　変　　更　　例　　会

次週　１月18日㈬ 12：30 高知市役所・6F会議室
　　　職場例会
　　　 「共生と安心のまちづくり」

高知市長 岡﨑　誠也 氏

第2559回　例会報告／令和４年12月14日　天候　晴れ
◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
ちょっと調べてみました
がアメリカの大統領は、
ジョージ・ワシントンか
ら始まって、今のバイデ
ン大統領が第46代ですが、

ほとんどが実業家で、ロータリーで勉強して
実業家で成功して、最終大統領になったとい
う人が意外に多くいます。
　ロータリーが始まった1905年以降に大統領
になった第28代のウイルソン氏から現在まで
は19名、そのうちの13名がロータリーの会員
です。すごい確率だと思いますが、日本の政
治家はほとんどが、元サラリーマンをしてい
て、実は２代目、３代目ということですが、
アメリカの場合はほとんどが実業家、もしく
はその子息です。事業の成功はロータリーが
基礎になっているのではと想像しつつアメリ
カの資本主義の発展の歴史と大統領の歴史は
重なっているんだなと、非常に面白く思いま
した。
　ただ、最近のクリントン、オバマ、トラン
プ、バイデン大統領はロータリアンではない
ようです。
　ＲＩが発行している手続要覧の数年前のも
のを見ますと、ロータリークラブ標準定款の
「会員身分」の箇所で、いわゆる「公職につ

いている人」という項目で、選挙で通った政
治家はロータリーに入れないとはっきり定款
に定められていました。これは重要な項目だ
と以前に習ったことがあります。ただ、規定
審議会を反映して現在の定款にはその項目は
なくなっていていますので、選挙を経て公職
についている人も入会できるようです。つま
り、知事や首相なども、その気になったらロ
ータリーの会員になり得るということです。
　ただ、先ほどの歴代大統領の話で冒頭に話
した通り、大統領だから例外的にロータリー
に入れたのではなくて、ロータリーに入る時
には実業家等の職業に就いていて、まだ政治
家になる前にロータリークラブに入っていた
のでその身分で政治家になっても大統領在任
期間中もそのままロータリーの会員でいたと
いうことなのです。
　蛇足になりますが、以前の定款で、なぜ公
職についている人がロータリークラブに入れ
ない決まりが長くあったかを考えますと、恐
らく先人は、選挙で選ばれる政治家がロータ
リークラブに入ってくると、いくらその方が
素晴らしい方であっても、クラブ全体として
は害があるという考えできたのでしょう。
　このように今のロータリーの傾向として、
身分とか出席とか、決まりごとの制限は徐々
に取り払われてオープンかつ自由になって
いっているように感じます。オープンで自由
というのは一見聞こえはいいのですが、開か
れた窓から良い空気も入ってくる反面、取り
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返しのつかない大事なものも逃げていく危う
さを感じます。
　雑多な話で失礼しました。
◇長期交換運営委員会より
　昨日会合が開かれましたので、ご報告しま
す。
　来年度に向けての受け入れ、送り出しは着
々と準備が進められていますが、その後、こ
の長期交換事業の持続可能性に関して、話し
合いが行われました。まず、ホストファミリ
ーが大変である事。特に、会員の配偶者で
「お母さん」と言われる方が大変で、大きな
ストレスがかかってくる。また、カウンセラ
ーも非常に多くの業務があり、今後もこの事
業を続けていくには、一旦、ホストファミリ
ーやカウンセラーの作業を見える化して、整
理をして一覧表などにした上で、役割分担が
できるところはしていく。あるいはサブファ
ミリーを構える等々といったことを、今後
ちゃんとしていかないと、事業の存続が非常
に厳しくなってくるのではないかということ
でした。
　当クラブも次々年度に、ホストファミリー
を担当することになりますので、その際に、

一つの家族が全部の負担を負うといったこと
がないように、分担する方法を理事会等でご
相談していきたいと思います。
◇国際奉仕委員会より
　恒例の書き損じはがきの回収にご協力をお
願いします。書き損じ、あるいは未使用のは
がき、未投稿の往復はがき、未使用の切手等、
ご協力お願いします。締切は来年２月10日で
す。
◇会　長　報　告
•2023－2024年度、高知第Ⅰ分区ガバナー補
佐について、当クラブの石川会員にお願い
し、準備を進めていましたが、ご本人が健
康上の理由により辞退されました。2670地
区にその報告の後、協議を重ねて中平真理
子会員が指名され、受諾していただきまし
たので、ご報告します。
◇幹　事　報　告
•メルボルン国際大会の登録料割引期間が明
日、12月15日となっています。早めの登録
をお願いします。
•次週は忘年夜間例会です。２次会も予定し
ていますので、ご参加ください。

　現在の私の商いは、トーヨータイヤ高知県
総発売元です。私どもの会社を通らないと、
高知県にはトーヨータイヤは供給できません。
こちらでトーヨータイヤをご利用いただいて
いる方には、お礼を申し上げます。それ以外
に、四国化成という会社を経営しています。
プールや温浴施設で使われる塩素剤など医薬
品を扱うため薬剤師さんが必要で、当クラブ
にいらっしゃる薬剤師さんとお医者さんにお
世話になっており、私がこちらに入会するき
っかけにもなった方々です。現在、高知県で

80％。愛媛県で30％ぐらいのシェアを持って
おり、愛媛県のシェアを60～70％に上げてい
こうとしています。あと、温浴施設のサウナ
やホテル、民間に、ヨーロッパの暖炉を輸入
して販売もしています。こんなことで、私が
一体何をしているのか、社員もよく分かって
いないようです。
　私は昭和21年11月３日、宿毛市の橋上町で
生まれました。この年の12月21日、南海大地
震が起こりました。一生に２回も大地震に遭
う人はいないと思いますので、私が生きてい

る間は地震は来ないだろうと思っています。
当時は、どこも貧しい生活で、橋上にいても
山で木を切って炭を焼くぐらいしかありませ
ん。そこで、母の里が高知市中秦泉寺で、そ
こそこのお百姓をしていましたので、食べる
物はあるだろうと引っ越してきて、地元の小
学校に通いました。その頃、高知市内に住む
人達が、野菜や卵、こんにゃくなどと物々交
換をするために、いろんな宝物を持ってきま
した。
　私は小学校５年のときから、高知市の日曜
市におばあさんに付いて野菜を売りに来てい
ました。僕の今の商売の仕方は、当時の祖母
の考え方の影響が大きいと思います。周りの
人達が野菜の値段を下げるのは、大体３時か
４時ごろからでしたが、おばあさんは、昼に
なると半値に下げます。これを持って帰って
も仕方ないだろう。うちに帰ればいっぱいあ
ると。
　当時の高知県では、中学から高校へ受験な
しで行ける６年生の学校は、土佐中高と高知
中高の２校しかありませんでした。私は、高
知中学校の試験を受けて入りました。高知中
学校は350人くらいの中で60～70番以内だと
Ａクラスというようにクラス分けがありまし
た。何を間違ったか、私はＡクラスでした。
「土佐に追いつけ、追い越せ」が目標で、１
学期のテストが60番以内の成績は廊下に貼り
出します。貼り出してもらうことに生きがい
を感じている人たちは優秀で、私立の名だた
る大学や国立大学に多く進学しています。
　高校３年になると麻雀を覚えて、勉強せず
に朝から晩まで麻雀をしていて親に見つか
り、随分と説教をされました。当然、大学を
受けましたが受かりませんでした。一番勉強
をしなければいけない夏休みに、麻雀ばかり
をしていたわけですから。高校卒業後、京都
に行って１年間浪人生活を送りましたが、初
めて親元を離れた嬉しさに本来の勉強は全く
せず、ちょっと言いたくない勉強をしていま
した。しかし、それも途中で挫折。そこから
もう１年勉強して、私立のトップクラスを目
指しましたが、そこには入れず、ちょっと下
の大学に入学、卒業。
　大学卒業後に熊谷組に入社して１年半後に
友人たちから、高知に帰って一緒に商売をし

ようと言われて帰ってきたのが、今から50年
前です。父と杉本さんという方と２人で創っ
た会社が土佐トーヨータイヤ販売株式会社で、
社員はわずか３人。これは大学出てまでする
仕事じゃないと、自分は別の会社をしようと
思っていました。しかし、駄目だということ
で、仕方なしにやったんですが、その中で私
は仕事の社会的地位を上げるべきだと考えま
した。そのためには、中島悟や鈴木亜久里や
岩城滉一なんかとレースをすることだと。た
またま岩城滉一と私は友人だったことから、
高知からたくさんの若い連中を連れて行って、
岡山の中山サーキットでレースをしながら、
自分とこの会社やメーカーの社会的地位を上
げる努力をしました。そのころ、レースをし
ていたのはグッドイヤーとブリジストン、ミ
シュランだけでした。とても面白かったです。
レーサーやレースクイーンなどたくさんの友
達もいました。
　こういったことができたのは、私の親父が
死んだ後、親代わりをしてくれたお医者さん
がいたからです。僕は、そのお医者さんの鞄
持ちをしながら日本中の芸能界やテレビ業界、
政治家のところを回りました。そこで、たく
さんの人、政治家、官僚、芸能人等々を教え
ていただきました。
　私はこの５月２日に社長を退任して会長に
なりました。息子が社長ですので、本来なら
息子が入会するはずでしたが忙しいからと断
られ、それではお世話になった方たちに顔向
けができないからと、私でいいですかという
ことでご了解をいただきました。いろいろと
ご迷惑をおかけしました。人と人との出会い
によって、自分自身の幅も広がっていくこと
と思います。本当に感謝しています。至らな
いことも多々あると思いますが、今後は私な
りの努力をさせていただきます。よろしくお
願いいたします。

•浦田健治　有田さんの卓話、楽しみにして
いました。楽しいお話ありがとうございまし
た。
•鬼田知明　有田さん、本日は卓話いただき
ありがとうございました。皆さまのご協力で
先週は年次総会を終えることができました。
ありがとうございました。
•𠮷永光男　ホタル会、猿田さん優勝おめで
とうございます。私は何もなく、手ぶらで帰
りました。
•佐野博三　この度、次々期会長を引き受け
ることになりました。何かといたらぬ点が多
々あるかと思いますが、どうか会員の皆さま
のご指導、ご協力のほどよろしくお願いいた
します。
•須賀昌彦　本日は皆さまの前で初めて指揮
者をつとめさせていただきました。うまくま
とめることができたと思います。初仕事で少
しだけ緊張しましたが、楽しかったです。
•猿田隆夫　先日の第６回ホタル会ゴルフコ

ンペで、思いもかけずハンディキャップとパ
ートナーに恵まれ優勝させていただきました。
浦田会長から優勝賞金より名誉が大事と言わ
れました。今後優勝することはないと思いま
すので、名誉を選択し、優勝賞金の全額をニ
コニコさせていただきます。幹事の岡﨑さん、
武吉さん！　大変お世話になりました。
•髙橋卓弥　入会記念祝いありがとうござい
ます！
•早瀬源慶　12月１日、眼瞼下垂症の手術を
受け、右目の目つきが少し変わったので、報
告を兼ねニコニコへ。なお、左目は12月22日
に手術を受けます。入会44年記念お祝いお礼。
•前川美智子　お誕生日のお祝いありがとう
ございます。
•西山忠利　皆さま、お久しぶりです。夫婦
２人の誕生日祝いありがとうございました。
今月８日、運転免許証返納しました。不自由
です。
•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・早退　１件
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しで行ける６年生の学校は、土佐中高と高知
中高の２校しかありませんでした。私は、高
知中学校の試験を受けて入りました。高知中
学校は350人くらいの中で60～70番以内だと
Ａクラスというようにクラス分けがありまし
た。何を間違ったか、私はＡクラスでした。
「土佐に追いつけ、追い越せ」が目標で、１
学期のテストが60番以内の成績は廊下に貼り
出します。貼り出してもらうことに生きがい
を感じている人たちは優秀で、私立の名だた
る大学や国立大学に多く進学しています。
　高校３年になると麻雀を覚えて、勉強せず
に朝から晩まで麻雀をしていて親に見つか
り、随分と説教をされました。当然、大学を
受けましたが受かりませんでした。一番勉強
をしなければいけない夏休みに、麻雀ばかり
をしていたわけですから。高校卒業後、京都
に行って１年間浪人生活を送りましたが、初
めて親元を離れた嬉しさに本来の勉強は全く
せず、ちょっと言いたくない勉強をしていま
した。しかし、それも途中で挫折。そこから
もう１年勉強して、私立のトップクラスを目
指しましたが、そこには入れず、ちょっと下
の大学に入学、卒業。
　大学卒業後に熊谷組に入社して１年半後に
友人たちから、高知に帰って一緒に商売をし

ようと言われて帰ってきたのが、今から50年
前です。父と杉本さんという方と２人で創っ
た会社が土佐トーヨータイヤ販売株式会社で、
社員はわずか３人。これは大学出てまでする
仕事じゃないと、自分は別の会社をしようと
思っていました。しかし、駄目だということ
で、仕方なしにやったんですが、その中で私
は仕事の社会的地位を上げるべきだと考えま
した。そのためには、中島悟や鈴木亜久里や
岩城滉一なんかとレースをすることだと。た
またま岩城滉一と私は友人だったことから、
高知からたくさんの若い連中を連れて行って、
岡山の中山サーキットでレースをしながら、
自分とこの会社やメーカーの社会的地位を上
げる努力をしました。そのころ、レースをし
ていたのはグッドイヤーとブリジストン、ミ
シュランだけでした。とても面白かったです。
レーサーやレースクイーンなどたくさんの友
達もいました。
　こういったことができたのは、私の親父が
死んだ後、親代わりをしてくれたお医者さん
がいたからです。僕は、そのお医者さんの鞄
持ちをしながら日本中の芸能界やテレビ業界、
政治家のところを回りました。そこで、たく
さんの人、政治家、官僚、芸能人等々を教え
ていただきました。
　私はこの５月２日に社長を退任して会長に
なりました。息子が社長ですので、本来なら
息子が入会するはずでしたが忙しいからと断
られ、それではお世話になった方たちに顔向
けができないからと、私でいいですかという
ことでご了解をいただきました。いろいろと
ご迷惑をおかけしました。人と人との出会い
によって、自分自身の幅も広がっていくこと
と思います。本当に感謝しています。至らな
いことも多々あると思いますが、今後は私な
りの努力をさせていただきます。よろしくお
願いいたします。

•浦田健治　有田さんの卓話、楽しみにして
いました。楽しいお話ありがとうございまし
た。
•鬼田知明　有田さん、本日は卓話いただき
ありがとうございました。皆さまのご協力で
先週は年次総会を終えることができました。
ありがとうございました。
•𠮷永光男　ホタル会、猿田さん優勝おめで
とうございます。私は何もなく、手ぶらで帰
りました。
•佐野博三　この度、次々期会長を引き受け
ることになりました。何かといたらぬ点が多
々あるかと思いますが、どうか会員の皆さま
のご指導、ご協力のほどよろしくお願いいた
します。
•須賀昌彦　本日は皆さまの前で初めて指揮
者をつとめさせていただきました。うまくま
とめることができたと思います。初仕事で少
しだけ緊張しましたが、楽しかったです。
•猿田隆夫　先日の第６回ホタル会ゴルフコ

ンペで、思いもかけずハンディキャップとパ
ートナーに恵まれ優勝させていただきました。
浦田会長から優勝賞金より名誉が大事と言わ
れました。今後優勝することはないと思いま
すので、名誉を選択し、優勝賞金の全額をニ
コニコさせていただきます。幹事の岡﨑さん、
武吉さん！　大変お世話になりました。
•髙橋卓弥　入会記念祝いありがとうござい
ます！
•早瀬源慶　12月１日、眼瞼下垂症の手術を
受け、右目の目つきが少し変わったので、報
告を兼ねニコニコへ。なお、左目は12月22日
に手術を受けます。入会44年記念お祝いお礼。
•前川美智子　お誕生日のお祝いありがとう
ございます。
•西山忠利　皆さま、お久しぶりです。夫婦
２人の誕生日祝いありがとうございました。
今月８日、運転免許証返納しました。不自由
です。
•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・早退　１件

「私の履歴書」

◇会員スピーチ 有田　憲一 会員



◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
ちょっと調べてみました
がアメリカの大統領は、
ジョージ・ワシントンか
ら始まって、今のバイデ
ン大統領が第46代ですが、

ほとんどが実業家で、ロータリーで勉強して
実業家で成功して、最終大統領になったとい
う人が意外に多くいます。
　ロータリーが始まった1905年以降に大統領
になった第28代のウイルソン氏から現在まで
は19名、そのうちの13名がロータリーの会員
です。すごい確率だと思いますが、日本の政
治家はほとんどが、元サラリーマンをしてい
て、実は２代目、３代目ということですが、
アメリカの場合はほとんどが実業家、もしく
はその子息です。事業の成功はロータリーが
基礎になっているのではと想像しつつアメリ
カの資本主義の発展の歴史と大統領の歴史は
重なっているんだなと、非常に面白く思いま
した。
　ただ、最近のクリントン、オバマ、トラン
プ、バイデン大統領はロータリアンではない
ようです。
　ＲＩが発行している手続要覧の数年前のも
のを見ますと、ロータリークラブ標準定款の
「会員身分」の箇所で、いわゆる「公職につ

いている人」という項目で、選挙で通った政
治家はロータリーに入れないとはっきり定款
に定められていました。これは重要な項目だ
と以前に習ったことがあります。ただ、規定
審議会を反映して現在の定款にはその項目は
なくなっていていますので、選挙を経て公職
についている人も入会できるようです。つま
り、知事や首相なども、その気になったらロ
ータリーの会員になり得るということです。
　ただ、先ほどの歴代大統領の話で冒頭に話
した通り、大統領だから例外的にロータリー
に入れたのではなくて、ロータリーに入る時
には実業家等の職業に就いていて、まだ政治
家になる前にロータリークラブに入っていた
のでその身分で政治家になっても大統領在任
期間中もそのままロータリーの会員でいたと
いうことなのです。
　蛇足になりますが、以前の定款で、なぜ公
職についている人がロータリークラブに入れ
ない決まりが長くあったかを考えますと、恐
らく先人は、選挙で選ばれる政治家がロータ
リークラブに入ってくると、いくらその方が
素晴らしい方であっても、クラブ全体として
は害があるという考えできたのでしょう。
　このように今のロータリーの傾向として、
身分とか出席とか、決まりごとの制限は徐々
に取り払われてオープンかつ自由になって
いっているように感じます。オープンで自由
というのは一見聞こえはいいのですが、開か
れた窓から良い空気も入ってくる反面、取り
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返しのつかない大事なものも逃げていく危う
さを感じます。
　雑多な話で失礼しました。
◇長期交換運営委員会より
　昨日会合が開かれましたので、ご報告しま
す。
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の長期交換事業の持続可能性に関して、話し
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ーが大変である事。特に、会員の配偶者で
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す。
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日、12月15日となっています。早めの登録
をお願いします。
•次週は忘年夜間例会です。２次会も予定し
ていますので、ご参加ください。
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に入れたのではなくて、ロータリーに入る時
には実業家等の職業に就いていて、まだ政治
家になる前にロータリークラブに入っていた
のでその身分で政治家になっても大統領在任
期間中もそのままロータリーの会員でいたと
いうことなのです。
　蛇足になりますが、以前の定款で、なぜ公
職についている人がロータリークラブに入れ
ない決まりが長くあったかを考えますと、恐
らく先人は、選挙で選ばれる政治家がロータ
リークラブに入ってくると、いくらその方が
素晴らしい方であっても、クラブ全体として
は害があるという考えできたのでしょう。
　このように今のロータリーの傾向として、
身分とか出席とか、決まりごとの制限は徐々
に取り払われてオープンかつ自由になって
いっているように感じます。オープンで自由
というのは一見聞こえはいいのですが、開か
れた窓から良い空気も入ってくる反面、取り
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返しのつかない大事なものも逃げていく危う
さを感じます。
　雑多な話で失礼しました。
◇長期交換運営委員会より
　昨日会合が開かれましたので、ご報告しま
す。
　来年度に向けての受け入れ、送り出しは着
々と準備が進められていますが、その後、こ
の長期交換事業の持続可能性に関して、話し
合いが行われました。まず、ホストファミリ
ーが大変である事。特に、会員の配偶者で
「お母さん」と言われる方が大変で、大きな
ストレスがかかってくる。また、カウンセラ
ーも非常に多くの業務があり、今後もこの事
業を続けていくには、一旦、ホストファミリ
ーやカウンセラーの作業を見える化して、整
理をして一覧表などにした上で、役割分担が
できるところはしていく。あるいはサブファ
ミリーを構える等々といったことを、今後
ちゃんとしていかないと、事業の存続が非常
に厳しくなってくるのではないかということ
でした。
　当クラブも次々年度に、ホストファミリー
を担当することになりますので、その際に、

一つの家族が全部の負担を負うといったこと
がないように、分担する方法を理事会等でご
相談していきたいと思います。
◇国際奉仕委員会より
　恒例の書き損じはがきの回収にご協力をお
願いします。書き損じ、あるいは未使用のは
がき、未投稿の往復はがき、未使用の切手等、
ご協力お願いします。締切は来年２月10日で
す。
◇会　長　報　告
•2023－2024年度、高知第Ⅰ分区ガバナー補
佐について、当クラブの石川会員にお願い
し、準備を進めていましたが、ご本人が健
康上の理由により辞退されました。2670地
区にその報告の後、協議を重ねて中平真理
子会員が指名され、受諾していただきまし
たので、ご報告します。
◇幹　事　報　告
•メルボルン国際大会の登録料割引期間が明
日、12月15日となっています。早めの登録
をお願いします。
•次週は忘年夜間例会です。２次会も予定し
ていますので、ご参加ください。

　現在の私の商いは、トーヨータイヤ高知県
総発売元です。私どもの会社を通らないと、
高知県にはトーヨータイヤは供給できません。
こちらでトーヨータイヤをご利用いただいて
いる方には、お礼を申し上げます。それ以外
に、四国化成という会社を経営しています。
プールや温浴施設で使われる塩素剤など医薬
品を扱うため薬剤師さんが必要で、当クラブ
にいらっしゃる薬剤師さんとお医者さんにお
世話になっており、私がこちらに入会するき
っかけにもなった方々です。現在、高知県で

80％。愛媛県で30％ぐらいのシェアを持って
おり、愛媛県のシェアを60～70％に上げてい
こうとしています。あと、温浴施設のサウナ
やホテル、民間に、ヨーロッパの暖炉を輸入
して販売もしています。こんなことで、私が
一体何をしているのか、社員もよく分かって
いないようです。
　私は昭和21年11月３日、宿毛市の橋上町で
生まれました。この年の12月21日、南海大地
震が起こりました。一生に２回も大地震に遭
う人はいないと思いますので、私が生きてい

る間は地震は来ないだろうと思っています。
当時は、どこも貧しい生活で、橋上にいても
山で木を切って炭を焼くぐらいしかありませ
ん。そこで、母の里が高知市中秦泉寺で、そ
こそこのお百姓をしていましたので、食べる
物はあるだろうと引っ越してきて、地元の小
学校に通いました。その頃、高知市内に住む
人達が、野菜や卵、こんにゃくなどと物々交
換をするために、いろんな宝物を持ってきま
した。
　私は小学校５年のときから、高知市の日曜
市におばあさんに付いて野菜を売りに来てい
ました。僕の今の商売の仕方は、当時の祖母
の考え方の影響が大きいと思います。周りの
人達が野菜の値段を下げるのは、大体３時か
４時ごろからでしたが、おばあさんは、昼に
なると半値に下げます。これを持って帰って
も仕方ないだろう。うちに帰ればいっぱいあ
ると。
　当時の高知県では、中学から高校へ受験な
しで行ける６年生の学校は、土佐中高と高知
中高の２校しかありませんでした。私は、高
知中学校の試験を受けて入りました。高知中
学校は350人くらいの中で60～70番以内だと
Ａクラスというようにクラス分けがありまし
た。何を間違ったか、私はＡクラスでした。
「土佐に追いつけ、追い越せ」が目標で、１
学期のテストが60番以内の成績は廊下に貼り
出します。貼り出してもらうことに生きがい
を感じている人たちは優秀で、私立の名だた
る大学や国立大学に多く進学しています。
　高校３年になると麻雀を覚えて、勉強せず
に朝から晩まで麻雀をしていて親に見つか
り、随分と説教をされました。当然、大学を
受けましたが受かりませんでした。一番勉強
をしなければいけない夏休みに、麻雀ばかり
をしていたわけですから。高校卒業後、京都
に行って１年間浪人生活を送りましたが、初
めて親元を離れた嬉しさに本来の勉強は全く
せず、ちょっと言いたくない勉強をしていま
した。しかし、それも途中で挫折。そこから
もう１年勉強して、私立のトップクラスを目
指しましたが、そこには入れず、ちょっと下
の大学に入学、卒業。
　大学卒業後に熊谷組に入社して１年半後に
友人たちから、高知に帰って一緒に商売をし

ようと言われて帰ってきたのが、今から50年
前です。父と杉本さんという方と２人で創っ
た会社が土佐トーヨータイヤ販売株式会社で、
社員はわずか３人。これは大学出てまでする
仕事じゃないと、自分は別の会社をしようと
思っていました。しかし、駄目だということ
で、仕方なしにやったんですが、その中で私
は仕事の社会的地位を上げるべきだと考えま
した。そのためには、中島悟や鈴木亜久里や
岩城滉一なんかとレースをすることだと。た
またま岩城滉一と私は友人だったことから、
高知からたくさんの若い連中を連れて行って、
岡山の中山サーキットでレースをしながら、
自分とこの会社やメーカーの社会的地位を上
げる努力をしました。そのころ、レースをし
ていたのはグッドイヤーとブリジストン、ミ
シュランだけでした。とても面白かったです。
レーサーやレースクイーンなどたくさんの友
達もいました。
　こういったことができたのは、私の親父が
死んだ後、親代わりをしてくれたお医者さん
がいたからです。僕は、そのお医者さんの鞄
持ちをしながら日本中の芸能界やテレビ業界、
政治家のところを回りました。そこで、たく
さんの人、政治家、官僚、芸能人等々を教え
ていただきました。
　私はこの５月２日に社長を退任して会長に
なりました。息子が社長ですので、本来なら
息子が入会するはずでしたが忙しいからと断
られ、それではお世話になった方たちに顔向
けができないからと、私でいいですかという
ことでご了解をいただきました。いろいろと
ご迷惑をおかけしました。人と人との出会い
によって、自分自身の幅も広がっていくこと
と思います。本当に感謝しています。至らな
いことも多々あると思いますが、今後は私な
りの努力をさせていただきます。よろしくお
願いいたします。

•浦田健治　有田さんの卓話、楽しみにして
いました。楽しいお話ありがとうございまし
た。
•鬼田知明　有田さん、本日は卓話いただき
ありがとうございました。皆さまのご協力で
先週は年次総会を終えることができました。
ありがとうございました。
•𠮷永光男　ホタル会、猿田さん優勝おめで
とうございます。私は何もなく、手ぶらで帰
りました。
•佐野博三　この度、次々期会長を引き受け
ることになりました。何かといたらぬ点が多
々あるかと思いますが、どうか会員の皆さま
のご指導、ご協力のほどよろしくお願いいた
します。
•須賀昌彦　本日は皆さまの前で初めて指揮
者をつとめさせていただきました。うまくま
とめることができたと思います。初仕事で少
しだけ緊張しましたが、楽しかったです。
•猿田隆夫　先日の第６回ホタル会ゴルフコ

ンペで、思いもかけずハンディキャップとパ
ートナーに恵まれ優勝させていただきました。
浦田会長から優勝賞金より名誉が大事と言わ
れました。今後優勝することはないと思いま
すので、名誉を選択し、優勝賞金の全額をニ
コニコさせていただきます。幹事の岡﨑さん、
武吉さん！　大変お世話になりました。
•髙橋卓弥　入会記念祝いありがとうござい
ます！
•早瀬源慶　12月１日、眼瞼下垂症の手術を
受け、右目の目つきが少し変わったので、報
告を兼ねニコニコへ。なお、左目は12月22日
に手術を受けます。入会44年記念お祝いお礼。
•前川美智子　お誕生日のお祝いありがとう
ございます。
•西山忠利　皆さま、お久しぶりです。夫婦
２人の誕生日祝いありがとうございました。
今月８日、運転免許証返納しました。不自由
です。
•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・早退　１件



◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
ちょっと調べてみました
がアメリカの大統領は、
ジョージ・ワシントンか
ら始まって、今のバイデ
ン大統領が第46代ですが、

ほとんどが実業家で、ロータリーで勉強して
実業家で成功して、最終大統領になったとい
う人が意外に多くいます。
　ロータリーが始まった1905年以降に大統領
になった第28代のウイルソン氏から現在まで
は19名、そのうちの13名がロータリーの会員
です。すごい確率だと思いますが、日本の政
治家はほとんどが、元サラリーマンをしてい
て、実は２代目、３代目ということですが、
アメリカの場合はほとんどが実業家、もしく
はその子息です。事業の成功はロータリーが
基礎になっているのではと想像しつつアメリ
カの資本主義の発展の歴史と大統領の歴史は
重なっているんだなと、非常に面白く思いま
した。
　ただ、最近のクリントン、オバマ、トラン
プ、バイデン大統領はロータリアンではない
ようです。
　ＲＩが発行している手続要覧の数年前のも
のを見ますと、ロータリークラブ標準定款の
「会員身分」の箇所で、いわゆる「公職につ

いている人」という項目で、選挙で通った政
治家はロータリーに入れないとはっきり定款
に定められていました。これは重要な項目だ
と以前に習ったことがあります。ただ、規定
審議会を反映して現在の定款にはその項目は
なくなっていていますので、選挙を経て公職
についている人も入会できるようです。つま
り、知事や首相なども、その気になったらロ
ータリーの会員になり得るということです。
　ただ、先ほどの歴代大統領の話で冒頭に話
した通り、大統領だから例外的にロータリー
に入れたのではなくて、ロータリーに入る時
には実業家等の職業に就いていて、まだ政治
家になる前にロータリークラブに入っていた
のでその身分で政治家になっても大統領在任
期間中もそのままロータリーの会員でいたと
いうことなのです。
　蛇足になりますが、以前の定款で、なぜ公
職についている人がロータリークラブに入れ
ない決まりが長くあったかを考えますと、恐
らく先人は、選挙で選ばれる政治家がロータ
リークラブに入ってくると、いくらその方が
素晴らしい方であっても、クラブ全体として
は害があるという考えできたのでしょう。
　このように今のロータリーの傾向として、
身分とか出席とか、決まりごとの制限は徐々
に取り払われてオープンかつ自由になって
いっているように感じます。オープンで自由
というのは一見聞こえはいいのですが、開か
れた窓から良い空気も入ってくる反面、取り
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返しのつかない大事なものも逃げていく危う
さを感じます。
　雑多な話で失礼しました。
◇長期交換運営委員会より
　昨日会合が開かれましたので、ご報告しま
す。
　来年度に向けての受け入れ、送り出しは着
々と準備が進められていますが、その後、こ
の長期交換事業の持続可能性に関して、話し
合いが行われました。まず、ホストファミリ
ーが大変である事。特に、会員の配偶者で
「お母さん」と言われる方が大変で、大きな
ストレスがかかってくる。また、カウンセラ
ーも非常に多くの業務があり、今後もこの事
業を続けていくには、一旦、ホストファミリ
ーやカウンセラーの作業を見える化して、整
理をして一覧表などにした上で、役割分担が
できるところはしていく。あるいはサブファ
ミリーを構える等々といったことを、今後
ちゃんとしていかないと、事業の存続が非常
に厳しくなってくるのではないかということ
でした。
　当クラブも次々年度に、ホストファミリー
を担当することになりますので、その際に、

一つの家族が全部の負担を負うといったこと
がないように、分担する方法を理事会等でご
相談していきたいと思います。
◇国際奉仕委員会より
　恒例の書き損じはがきの回収にご協力をお
願いします。書き損じ、あるいは未使用のは
がき、未投稿の往復はがき、未使用の切手等、
ご協力お願いします。締切は来年２月10日で
す。
◇会　長　報　告
•2023－2024年度、高知第Ⅰ分区ガバナー補
佐について、当クラブの石川会員にお願い
し、準備を進めていましたが、ご本人が健
康上の理由により辞退されました。2670地
区にその報告の後、協議を重ねて中平真理
子会員が指名され、受諾していただきまし
たので、ご報告します。
◇幹　事　報　告
•メルボルン国際大会の登録料割引期間が明
日、12月15日となっています。早めの登録
をお願いします。
•次週は忘年夜間例会です。２次会も予定し
ていますので、ご参加ください。

　現在の私の商いは、トーヨータイヤ高知県
総発売元です。私どもの会社を通らないと、
高知県にはトーヨータイヤは供給できません。
こちらでトーヨータイヤをご利用いただいて
いる方には、お礼を申し上げます。それ以外
に、四国化成という会社を経営しています。
プールや温浴施設で使われる塩素剤など医薬
品を扱うため薬剤師さんが必要で、当クラブ
にいらっしゃる薬剤師さんとお医者さんにお
世話になっており、私がこちらに入会するき
っかけにもなった方々です。現在、高知県で

80％。愛媛県で30％ぐらいのシェアを持って
おり、愛媛県のシェアを60～70％に上げてい
こうとしています。あと、温浴施設のサウナ
やホテル、民間に、ヨーロッパの暖炉を輸入
して販売もしています。こんなことで、私が
一体何をしているのか、社員もよく分かって
いないようです。
　私は昭和21年11月３日、宿毛市の橋上町で
生まれました。この年の12月21日、南海大地
震が起こりました。一生に２回も大地震に遭
う人はいないと思いますので、私が生きてい

る間は地震は来ないだろうと思っています。
当時は、どこも貧しい生活で、橋上にいても
山で木を切って炭を焼くぐらいしかありませ
ん。そこで、母の里が高知市中秦泉寺で、そ
こそこのお百姓をしていましたので、食べる
物はあるだろうと引っ越してきて、地元の小
学校に通いました。その頃、高知市内に住む
人達が、野菜や卵、こんにゃくなどと物々交
換をするために、いろんな宝物を持ってきま
した。
　私は小学校５年のときから、高知市の日曜
市におばあさんに付いて野菜を売りに来てい
ました。僕の今の商売の仕方は、当時の祖母
の考え方の影響が大きいと思います。周りの
人達が野菜の値段を下げるのは、大体３時か
４時ごろからでしたが、おばあさんは、昼に
なると半値に下げます。これを持って帰って
も仕方ないだろう。うちに帰ればいっぱいあ
ると。
　当時の高知県では、中学から高校へ受験な
しで行ける６年生の学校は、土佐中高と高知
中高の２校しかありませんでした。私は、高
知中学校の試験を受けて入りました。高知中
学校は350人くらいの中で60～70番以内だと
Ａクラスというようにクラス分けがありまし
た。何を間違ったか、私はＡクラスでした。
「土佐に追いつけ、追い越せ」が目標で、１
学期のテストが60番以内の成績は廊下に貼り
出します。貼り出してもらうことに生きがい
を感じている人たちは優秀で、私立の名だた
る大学や国立大学に多く進学しています。
　高校３年になると麻雀を覚えて、勉強せず
に朝から晩まで麻雀をしていて親に見つか
り、随分と説教をされました。当然、大学を
受けましたが受かりませんでした。一番勉強
をしなければいけない夏休みに、麻雀ばかり
をしていたわけですから。高校卒業後、京都
に行って１年間浪人生活を送りましたが、初
めて親元を離れた嬉しさに本来の勉強は全く
せず、ちょっと言いたくない勉強をしていま
した。しかし、それも途中で挫折。そこから
もう１年勉強して、私立のトップクラスを目
指しましたが、そこには入れず、ちょっと下
の大学に入学、卒業。
　大学卒業後に熊谷組に入社して１年半後に
友人たちから、高知に帰って一緒に商売をし

ようと言われて帰ってきたのが、今から50年
前です。父と杉本さんという方と２人で創っ
た会社が土佐トーヨータイヤ販売株式会社で、
社員はわずか３人。これは大学出てまでする
仕事じゃないと、自分は別の会社をしようと
思っていました。しかし、駄目だということ
で、仕方なしにやったんですが、その中で私
は仕事の社会的地位を上げるべきだと考えま
した。そのためには、中島悟や鈴木亜久里や
岩城滉一なんかとレースをすることだと。た
またま岩城滉一と私は友人だったことから、
高知からたくさんの若い連中を連れて行って、
岡山の中山サーキットでレースをしながら、
自分とこの会社やメーカーの社会的地位を上
げる努力をしました。そのころ、レースをし
ていたのはグッドイヤーとブリジストン、ミ
シュランだけでした。とても面白かったです。
レーサーやレースクイーンなどたくさんの友
達もいました。
　こういったことができたのは、私の親父が
死んだ後、親代わりをしてくれたお医者さん
がいたからです。僕は、そのお医者さんの鞄
持ちをしながら日本中の芸能界やテレビ業界、
政治家のところを回りました。そこで、たく
さんの人、政治家、官僚、芸能人等々を教え
ていただきました。
　私はこの５月２日に社長を退任して会長に
なりました。息子が社長ですので、本来なら
息子が入会するはずでしたが忙しいからと断
られ、それではお世話になった方たちに顔向
けができないからと、私でいいですかという
ことでご了解をいただきました。いろいろと
ご迷惑をおかけしました。人と人との出会い
によって、自分自身の幅も広がっていくこと
と思います。本当に感謝しています。至らな
いことも多々あると思いますが、今後は私な
りの努力をさせていただきます。よろしくお
願いいたします。

•浦田健治　有田さんの卓話、楽しみにして
いました。楽しいお話ありがとうございまし
た。
•鬼田知明　有田さん、本日は卓話いただき
ありがとうございました。皆さまのご協力で
先週は年次総会を終えることができました。
ありがとうございました。
•𠮷永光男　ホタル会、猿田さん優勝おめで
とうございます。私は何もなく、手ぶらで帰
りました。
•佐野博三　この度、次々期会長を引き受け
ることになりました。何かといたらぬ点が多
々あるかと思いますが、どうか会員の皆さま
のご指導、ご協力のほどよろしくお願いいた
します。
•須賀昌彦　本日は皆さまの前で初めて指揮
者をつとめさせていただきました。うまくま
とめることができたと思います。初仕事で少
しだけ緊張しましたが、楽しかったです。
•猿田隆夫　先日の第６回ホタル会ゴルフコ

ンペで、思いもかけずハンディキャップとパ
ートナーに恵まれ優勝させていただきました。
浦田会長から優勝賞金より名誉が大事と言わ
れました。今後優勝することはないと思いま
すので、名誉を選択し、優勝賞金の全額をニ
コニコさせていただきます。幹事の岡﨑さん、
武吉さん！　大変お世話になりました。
•髙橋卓弥　入会記念祝いありがとうござい
ます！
•早瀬源慶　12月１日、眼瞼下垂症の手術を
受け、右目の目つきが少し変わったので、報
告を兼ねニコニコへ。なお、左目は12月22日
に手術を受けます。入会44年記念お祝いお礼。
•前川美智子　お誕生日のお祝いありがとう
ございます。
•西山忠利　皆さま、お久しぶりです。夫婦
２人の誕生日祝いありがとうございました。
今月８日、運転免許証返納しました。不自由
です。
•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・早退　１件

第６回ホタル会ゴルフコンペ
2022年12月11日㈰　於：高知ゴルフ倶楽部

第６回日本酒同好会
2022年12月13日㈫　於：得月樓
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● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
671,080円
46,650円
717,730円

6,737円
0円

6,737円

677,817円
46,650円
724,467円

チビニコ 合　計

12月14日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
１月18日㈬　職場例会
　　　　　　（高知市役所６Ｆ会議室）
１月25日㈬　役員会
２月１日㈬　定例理事会
２月８日㈬　観梅夜間例会（得月樓）
２月22日㈬　役員会

３月１日㈬　定例理事会
・情報集会
　３月14日㈫～16日㈭　18：30～（得月樓）
　３月15日㈬　12：30～（ザ クラウンパレス）
３月15日㈬　ロータリー休日
３月29日㈬　役員会

● 出席率報告 ●

12月14日
11月30日

総数
－3 54
－7 55

出席
39
41

欠席
3
0

メイク
アップ HC出席率

72.22％
74.55％

出席率
94.12％
100％

9
7
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