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◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
今日は、職業奉仕の中越
委員長はじめ職業奉仕委
員会の委員の皆様に準備
していただきまして、こ
ちら、市役所にお邪魔し

て職場例会を開催し、岡﨑市長からお話を伺
えることになりました。
　さて、今月は職業奉仕月間です。ロータリ
ークラブとはどういうクラブか、一般的には、
世界で有数のボランティア団体であるという
以上は、あまり知られていないと思いますが、
我々ロータリー会員は、ロータリーの最も大
事な概念、ロータリーの根幹はボランティア
ではなく職業奉仕であるということは共有で
きていると思います。ただ、我々は、英語で
いう「service」を日本語で「奉仕」と訳し
ていますので、会員自体も少し混乱している
人もあろうかと思います。
　1905年にロータリークラブがアメリカのシ
カゴで立ち上がった後、ロータリーに職業奉
仕という背骨を入れたのは、1908年に入会し
たアーサー・Ｆ・シェルドンであるというの
はご承知されていると思います。彼の唱えた
「He profits most who serves best 」は、優
れた内容の職業を全うすることによってこそ
大きな対価が得られるということですね。つ
まり実業家や専門家は対価を得続けるという
ことが重要で、それを積み重ねることによっ

て結果としてその行為が社会に貢献できると
いうことがシェルドンの教えのそもそもの始
まりであって、その理念に若き職業人が賛同
してロータリークラブや会員が全米中で増え
ていったということを知ることが重要だと思
います。
　現在、ＲＩが出している職業奉仕の概念は、
当初シェルドンが伝えようとした内容と徐々
に変わってきています。特に1927年でしたか、
それまでserviceすなわち奉仕といえば職業
奉仕であったのがクラブ奉仕、職業奉仕、社
会奉仕、国際奉仕という４大奉仕に置き換わ
った時点から大きく変わっていったように思
います。クラブ計画書、ＲＩの定款、クラブ
定款でも真っ先に［object of rotary］ （ロータ
リーの目的）の記載がありますが、ここに書
いてある日本語の「奉仕」というのは、まさ
に職業奉仕の意味合いです。文中の職業を指
す言葉は英語で「business、profession、
occupation」の３つ使われていますが、1927
年に４大奉仕が制定されたときは、職業奉仕
をvocational serviceと呼ぶことになり、それ
までに使われなかったvocationという言葉が
使われました。これは宗教色の強い「天職」
という意味で、そこから職業奉仕の意味合い
が倫理優先みたいなことになり、今に至って
いると聞き、納得したことを覚えています。
　実際、我々ロータリアンとしては、当初の
service＝職業を全うし結果として利益を得
続けることを善とする奉仕という理解で行く
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　今日はようこそ市役所にお越しいただきあ
りがとうございます。皆さま方の日頃から市
政や県政に対する様々なご支援に対して、改
めて感謝申し上げます。また、私は宿毛の出
身で、宿毛会というのがあり、その点でも大
変お世話になっています。
　現在はグローバルな時代に入っており、ロ
シア・ウクライナ戦争でこれだけ資源が逼迫
するとは思っていませんでしたが、石油だけ
でなく石炭の値段も４倍になっています。石
炭の値上げはあまり報道されませんが、いろ
んなところに影響が及んでいます。電力もそ
うですが、セメントも石炭で石灰を焼いて造
っています。四国電力も27％の値上げを申請
しており、いずれ認可されると思います。政
府はそれに備えて、各電力会社に直接補助金
を入れて、石油と同じ様に抑制するために３
兆円を構えています。家庭の電力を試算する
と１kWh当たり７円ぐらい上がると言われ
ていますが、３兆円を使って６円を抑制して、
実質１円程度の値上がりに留めるとしていま
す。それでも、家庭用で２割ぐらいの値上が
りだと思います。もっと深刻なのは企業で、
特に高圧電力を使っているところは、かなり
上がりますので、政府としてはそれを半分ぐ
らいに抑制して、産業への影響を抑えていこ
うとしています。
　現在、高知市が姉妹都市・友好都市として
提携を結んでいるのは、アメリカのフレスノ
市、中国の蕪湖市、北海道の北見市、インド
ネシアの第２の都市と言われるスラバヤ市、

そして、まだ提携は結んでいませんが、田内
千鶴子さんのゆかりの木浦市。特にスラバヤ
は人口約297万人、経済成長率50％と注目す
べき都市としてお付き合いをしています。
　人口というのは、今後のビジネスや社会保
障で、非常に大きな要素になります。今、団
塊の世代の人口が最大です。男性と女性の平
均年齢の違いは約６歳、ご主人が亡くなって、
女性１人というのが、特に高知は多くなって
います。団塊ジュニアも多く、今40代の働き
盛りです。本当は、ジュニアの子どもさんも
多いはずですが、高知県の場合、どうしても
大学や専門学校で県外に出て行くので、ここ
を注意深く、動かしていかなければなりませ
ん。さらに、コロナの影響で令和２、３、４
年、特に令和３年の４年の婚姻届が大幅に落
ち込んでいます。恐らく、令和４年は過去最
少の婚姻届数だと思います。これは少子化に
響きますので、何とか回復させなければいけ
ないと思います。
　高知市の人口は、現在何とか30万台をキー
プしていますが、厚生労働省によると2060年
に20万人、高知県は69万人から40万人を切っ
てしまうという推計が出ています。この急激
に落ち込むのをなだらかにして、高知市は
2060年28万人を何とかキープしたいと、様々
な政策を戦略的に構えています。
　高知県も高知市も出生率1.8を目指してい
ます。平成の後半は1.6までいったので、1.8
まではと思ったのですが、今は1.4を切って
います。高松などは1.8ですので、できない

•浦田健治　岡﨑市長の貴重なお話、ありが
とうございました。先日、あるお茶会の初釜
で、四海波（しかいなみ）を謡わせていただ
きましたのでニコニコへ。
•鬼田知明　中越職業奉仕委員長のおかげ様
で、有意義な例会ができました。また、秘書

課担当者様にもお世話になりありがとうござ
いました。
•𠮷永光男　岡﨑市長、共生と安心のまちづ
くり、ご苦労様です。市民としてお礼申し上
げます。
•中越貴宣　岡﨑市長、本日はお忙しい中、
卓話をお引き受けいただきありがとうござい
ました。また、職場例会に多くの会員の皆さ
まにご出席いただきありがとうございました。

ことはないと思いますが、コロナの影響を色
濃く受けている状態です。それと、県外へ20
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実してきましたが、県外の、高知県にない専
門学校、特に岡山、広島へ専門学校を求めて
いくパターンが多い。龍馬学園さんにしろ、
それぞれ高知の専門学校は頑張っていただい
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止めることができるのではないか。これは、
県市の政策の中で、ある意味、可能ですので
考えていきたいと思います。
　気になるコロナですが、第８波に入ってオ
ミクロン株が中心です。愛媛県の感染者が
5,000人近くなったときに、ちょっと恐怖を
覚えました。１月の段階で高知も最大2,000
人近くなりましたが、今はとりあえず1,000
人前後で動いています。東京ではXBB1.5と
いう新しい株の感染者が３割程度ということ
ですが、地方にはあまり入っていないので爆
発的にはなっていない。いずれ、順番に置き
換わっていくと思われますが、気になるのは
中国が春節の休みで、大勢が動くとどうなる
かというところです。ただ、中国には団体の
ビザをおろしていませんので、どっと日本に
入ってくるという状況ではないと思います。
ワクチンは、重症化予防には効果があります。
60歳以上の４回接種はもう70％を超えている
と思います。今、毎日10人前後の死者が出て
いますが、基本的には80代、90代で入院中、
高齢者施設に入所中、何か病気を持っている
という方です。あまり重くない持病を持って
いる方には、ワクチンの効果はあるようです
ので、ワクチン接種はお勧めします。
　経済もいつまでも落ち込んでいるわけには
いきませんので、高知市もいろんなイベント
を打ちながら経済を回しています。
　先週の日曜日、中央公園でTSUNAGUマー
ケットを開催。非常に盛況で、すべての店舗
が30分待ちの状態で、女性に人気の商品など
は早々と売り切れだったようです。
　予算が残っているものが２つあります。１
つは１億4,000万円ほどの補助金で、ハイブ
リッドとか燃費のかからない車に買い換える

ための支援事業。国の補助金は中古車は認め
ていませんが、高知市は５年以内の中古車は
可能です。この予算はかなり残っています
し、申請期限も来ていませんので、ご相談し
ていただいたらと思います。高知市の商工で
受け付けています。
　もう１つは、設備を省エネ化したいとか、
生産性向上のソフトウェアを追加したいと
いったものに対しての補助金です。現在３割
ぐらいが残っています。補助の上限は400万
円でシステムを買う場合も対象になります。
一人暮らしが増えていますので、地域の中で
相互に助け合う社会を、できるだけ重層型に
構えるように、いろいろな団体と協力しなが
ら整えています。困りごとを気軽に相談でき
るように、薬局を中心に福祉関係の地域にあ
る施設にご協力いただいて「ほおっちょけ
ん」という犬が窓口のシンボルで、現時点で
100カ所以上できています。ちょっとした困
り事がここで相談できて、専門分野につなげ
ていきます。
　高知県の人口減少に対応するため、34市町
村で「れんけいこうち」という枠組みをつ
くっています。その中で、観光と食を中心と
して、いろいろ動かしていこうとネットのサ
イトを活用しています。
　移住・定住に関しては、高知県は都市から
離れている割には人気は高いです。年間、高
知市で400件、県全体では1,000件を超えまし
たので、目標を1,300件に上げています。私
たちが思っていた以上に若い方が多くて、20
代が４割で単身の男性が多いです。30代が３
割、20～30代で約７割を占めています。農業
や漁業をやりたいと言う方も多く、積極的な
支援をしています。恐らく、県全体では
1,500件ぐらいはいけるのではないかと思い
ます。
　中心市街地の活性化も行っています。西敷
地は採択にならなかったのですが、丸ノ内緑
地が整備できており、今年の３月中にはオー
プンできます。藤並公園も令和５年度に着
手、１年間で整備の予定です。
　南海トラフ地震対策について、まず揺れか
ら命を守る。15～30分後にくる津波から命を
守る、を大きなテーマにしています。沿岸部
では20分前後で８～10ｍの津波が来ます。花

海道の堤防は全て耐震化を終えて、今、高知
新港の裏手をやっているところです。三重防
護をしています。外側と浦戸湾内から津波を
入れないということが高知市の命題です。長
浜川の河口に水門をつくってシャットアウト
する。県工事は潮江をしていますが順次南部
に来る予定です。全体で1,000億円かかりま
すが、順調に進んで、令和13年度に完成予
定。昭和南海地震のようなＬ１の地震では津
波は入らないようになると国土交通省は言っ
ています。これで一定ブロックはできると思
います。南海トラフの関係で、潮江・高須
等、土地の価格が下がっていますが、こうい

うのができると大丈夫だというアナウンスを
していきたいと思っています。
　今日は、かいつまんでの話になりました
が、資料をお渡ししていますので、全体とし
て総合的に県市、あと国の力を借りて取り組
んでいるところです。今後とも、皆さま方と
共に取り組んでいきたと思っています。
　先ほど、会長からロータリアンとは何かと
いうお話を聞きました。最後の出口は社会貢
献というところにつながると思います。どう
かよろしくお願いいたします。ありがとうご
ざいました。

のか、ＲＩのいう職業奉仕論でいくのか、そ
の辺は、今後どちらを取るかということでは
ないのですが、勉強していきたいところでは
あります。

◇幹　事　報　告
•車で来られた方は、駐車券を発行しますの
で声をかけてください。
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まではと思ったのですが、今は1.4を切って
います。高松などは1.8ですので、できない

•浦田健治　岡﨑市長の貴重なお話、ありが
とうございました。先日、あるお茶会の初釜
で、四海波（しかいなみ）を謡わせていただ
きましたのでニコニコへ。
•鬼田知明　中越職業奉仕委員長のおかげ様
で、有意義な例会ができました。また、秘書

課担当者様にもお世話になりありがとうござ
いました。
•𠮷永光男　岡﨑市長、共生と安心のまちづ
くり、ご苦労様です。市民としてお礼申し上
げます。
•中越貴宣　岡﨑市長、本日はお忙しい中、
卓話をお引き受けいただきありがとうござい
ました。また、職場例会に多くの会員の皆さ
まにご出席いただきありがとうございました。

「共生と安心のまちづくり」

◇職場例会 高知市長  岡﨑　誠也 氏

ことはないと思いますが、コロナの影響を色
濃く受けている状態です。それと、県外へ20
代前半の女性の転出率が高く、転入とプラス
マイナスすると700人前後減っています。
　では、ここをどう抑えるか。大学は一定充
実してきましたが、県外の、高知県にない専
門学校、特に岡山、広島へ専門学校を求めて
いくパターンが多い。龍馬学園さんにしろ、
それぞれ高知の専門学校は頑張っていただい
ていますが、特に高知県で抜けている専門学
校を意識的に県内に創れば、何百人かは食い
止めることができるのではないか。これは、
県市の政策の中で、ある意味、可能ですので
考えていきたいと思います。
　気になるコロナですが、第８波に入ってオ
ミクロン株が中心です。愛媛県の感染者が
5,000人近くなったときに、ちょっと恐怖を
覚えました。１月の段階で高知も最大2,000
人近くなりましたが、今はとりあえず1,000
人前後で動いています。東京ではXBB1.5と
いう新しい株の感染者が３割程度ということ
ですが、地方にはあまり入っていないので爆
発的にはなっていない。いずれ、順番に置き
換わっていくと思われますが、気になるのは
中国が春節の休みで、大勢が動くとどうなる
かというところです。ただ、中国には団体の
ビザをおろしていませんので、どっと日本に
入ってくるという状況ではないと思います。
ワクチンは、重症化予防には効果があります。
60歳以上の４回接種はもう70％を超えている
と思います。今、毎日10人前後の死者が出て
いますが、基本的には80代、90代で入院中、
高齢者施設に入所中、何か病気を持っている
という方です。あまり重くない持病を持って
いる方には、ワクチンの効果はあるようです
ので、ワクチン接種はお勧めします。
　経済もいつまでも落ち込んでいるわけには
いきませんので、高知市もいろんなイベント
を打ちながら経済を回しています。
　先週の日曜日、中央公園でTSUNAGUマー
ケットを開催。非常に盛況で、すべての店舗
が30分待ちの状態で、女性に人気の商品など
は早々と売り切れだったようです。
　予算が残っているものが２つあります。１
つは１億4,000万円ほどの補助金で、ハイブ
リッドとか燃費のかからない車に買い換える

ための支援事業。国の補助金は中古車は認め
ていませんが、高知市は５年以内の中古車は
可能です。この予算はかなり残っています
し、申請期限も来ていませんので、ご相談し
ていただいたらと思います。高知市の商工で
受け付けています。
　もう１つは、設備を省エネ化したいとか、
生産性向上のソフトウェアを追加したいと
いったものに対しての補助金です。現在３割
ぐらいが残っています。補助の上限は400万
円でシステムを買う場合も対象になります。
一人暮らしが増えていますので、地域の中で
相互に助け合う社会を、できるだけ重層型に
構えるように、いろいろな団体と協力しなが
ら整えています。困りごとを気軽に相談でき
るように、薬局を中心に福祉関係の地域にあ
る施設にご協力いただいて「ほおっちょけ
ん」という犬が窓口のシンボルで、現時点で
100カ所以上できています。ちょっとした困
り事がここで相談できて、専門分野につなげ
ていきます。
　高知県の人口減少に対応するため、34市町
村で「れんけいこうち」という枠組みをつ
くっています。その中で、観光と食を中心と
して、いろいろ動かしていこうとネットのサ
イトを活用しています。
　移住・定住に関しては、高知県は都市から
離れている割には人気は高いです。年間、高
知市で400件、県全体では1,000件を超えまし
たので、目標を1,300件に上げています。私
たちが思っていた以上に若い方が多くて、20
代が４割で単身の男性が多いです。30代が３
割、20～30代で約７割を占めています。農業
や漁業をやりたいと言う方も多く、積極的な
支援をしています。恐らく、県全体では
1,500件ぐらいはいけるのではないかと思い
ます。
　中心市街地の活性化も行っています。西敷
地は採択にならなかったのですが、丸ノ内緑
地が整備できており、今年の３月中にはオー
プンできます。藤並公園も令和５年度に着
手、１年間で整備の予定です。
　南海トラフ地震対策について、まず揺れか
ら命を守る。15～30分後にくる津波から命を
守る、を大きなテーマにしています。沿岸部
では20分前後で８～10ｍの津波が来ます。花

海道の堤防は全て耐震化を終えて、今、高知
新港の裏手をやっているところです。三重防
護をしています。外側と浦戸湾内から津波を
入れないということが高知市の命題です。長
浜川の河口に水門をつくってシャットアウト
する。県工事は潮江をしていますが順次南部
に来る予定です。全体で1,000億円かかりま
すが、順調に進んで、令和13年度に完成予
定。昭和南海地震のようなＬ１の地震では津
波は入らないようになると国土交通省は言っ
ています。これで一定ブロックはできると思
います。南海トラフの関係で、潮江・高須
等、土地の価格が下がっていますが、こうい

うのができると大丈夫だというアナウンスを
していきたいと思っています。
　今日は、かいつまんでの話になりました
が、資料をお渡ししていますので、全体とし
て総合的に県市、あと国の力を借りて取り組
んでいるところです。今後とも、皆さま方と
共に取り組んでいきたと思っています。
　先ほど、会長からロータリアンとは何かと
いうお話を聞きました。最後の出口は社会貢
献というところにつながると思います。どう
かよろしくお願いいたします。ありがとうご
ざいました。

のか、ＲＩのいう職業奉仕論でいくのか、そ
の辺は、今後どちらを取るかということでは
ないのですが、勉強していきたいところでは
あります。

◇幹　事　報　告
•車で来られた方は、駐車券を発行しますの
で声をかけてください。



◇会　長　挨　拶
　皆さん、こんにちは。
今日は、職業奉仕の中越
委員長はじめ職業奉仕委
員会の委員の皆様に準備
していただきまして、こ
ちら、市役所にお邪魔し

て職場例会を開催し、岡﨑市長からお話を伺
えることになりました。
　さて、今月は職業奉仕月間です。ロータリ
ークラブとはどういうクラブか、一般的には、
世界で有数のボランティア団体であるという
以上は、あまり知られていないと思いますが、
我々ロータリー会員は、ロータリーの最も大
事な概念、ロータリーの根幹はボランティア
ではなく職業奉仕であるということは共有で
きていると思います。ただ、我々は、英語で
いう「service」を日本語で「奉仕」と訳し
ていますので、会員自体も少し混乱している
人もあろうかと思います。
　1905年にロータリークラブがアメリカのシ
カゴで立ち上がった後、ロータリーに職業奉
仕という背骨を入れたのは、1908年に入会し
たアーサー・Ｆ・シェルドンであるというの
はご承知されていると思います。彼の唱えた
「He profits most who serves best 」は、優
れた内容の職業を全うすることによってこそ
大きな対価が得られるということですね。つ
まり実業家や専門家は対価を得続けるという
ことが重要で、それを積み重ねることによっ

て結果としてその行為が社会に貢献できると
いうことがシェルドンの教えのそもそもの始
まりであって、その理念に若き職業人が賛同
してロータリークラブや会員が全米中で増え
ていったということを知ることが重要だと思
います。
　現在、ＲＩが出している職業奉仕の概念は、
当初シェルドンが伝えようとした内容と徐々
に変わってきています。特に1927年でしたか、
それまでserviceすなわち奉仕といえば職業
奉仕であったのがクラブ奉仕、職業奉仕、社
会奉仕、国際奉仕という４大奉仕に置き換わ
った時点から大きく変わっていったように思
います。クラブ計画書、ＲＩの定款、クラブ
定款でも真っ先に［object of rotary］ （ロータ
リーの目的）の記載がありますが、ここに書
いてある日本語の「奉仕」というのは、まさ
に職業奉仕の意味合いです。文中の職業を指
す言葉は英語で「business、profession、
occupation」の３つ使われていますが、1927
年に４大奉仕が制定されたときは、職業奉仕
をvocational serviceと呼ぶことになり、それ
までに使われなかったvocationという言葉が
使われました。これは宗教色の強い「天職」
という意味で、そこから職業奉仕の意味合い
が倫理優先みたいなことになり、今に至って
いると聞き、納得したことを覚えています。
　実際、我々ロータリアンとしては、当初の
service＝職業を全うし結果として利益を得
続けることを善とする奉仕という理解で行く
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　今日はようこそ市役所にお越しいただきあ
りがとうございます。皆さま方の日頃から市
政や県政に対する様々なご支援に対して、改
めて感謝申し上げます。また、私は宿毛の出
身で、宿毛会というのがあり、その点でも大
変お世話になっています。
　現在はグローバルな時代に入っており、ロ
シア・ウクライナ戦争でこれだけ資源が逼迫
するとは思っていませんでしたが、石油だけ
でなく石炭の値段も４倍になっています。石
炭の値上げはあまり報道されませんが、いろ
んなところに影響が及んでいます。電力もそ
うですが、セメントも石炭で石灰を焼いて造
っています。四国電力も27％の値上げを申請
しており、いずれ認可されると思います。政
府はそれに備えて、各電力会社に直接補助金
を入れて、石油と同じ様に抑制するために３
兆円を構えています。家庭の電力を試算する
と１kWh当たり７円ぐらい上がると言われ
ていますが、３兆円を使って６円を抑制して、
実質１円程度の値上がりに留めるとしていま
す。それでも、家庭用で２割ぐらいの値上が
りだと思います。もっと深刻なのは企業で、
特に高圧電力を使っているところは、かなり
上がりますので、政府としてはそれを半分ぐ
らいに抑制して、産業への影響を抑えていこ
うとしています。
　現在、高知市が姉妹都市・友好都市として
提携を結んでいるのは、アメリカのフレスノ
市、中国の蕪湖市、北海道の北見市、インド
ネシアの第２の都市と言われるスラバヤ市、

そして、まだ提携は結んでいませんが、田内
千鶴子さんのゆかりの木浦市。特にスラバヤ
は人口約297万人、経済成長率50％と注目す
べき都市としてお付き合いをしています。
　人口というのは、今後のビジネスや社会保
障で、非常に大きな要素になります。今、団
塊の世代の人口が最大です。男性と女性の平
均年齢の違いは約６歳、ご主人が亡くなって、
女性１人というのが、特に高知は多くなって
います。団塊ジュニアも多く、今40代の働き
盛りです。本当は、ジュニアの子どもさんも
多いはずですが、高知県の場合、どうしても
大学や専門学校で県外に出て行くので、ここ
を注意深く、動かしていかなければなりませ
ん。さらに、コロナの影響で令和２、３、４
年、特に令和３年の４年の婚姻届が大幅に落
ち込んでいます。恐らく、令和４年は過去最
少の婚姻届数だと思います。これは少子化に
響きますので、何とか回復させなければいけ
ないと思います。
　高知市の人口は、現在何とか30万台をキー
プしていますが、厚生労働省によると2060年
に20万人、高知県は69万人から40万人を切っ
てしまうという推計が出ています。この急激
に落ち込むのをなだらかにして、高知市は
2060年28万人を何とかキープしたいと、様々
な政策を戦略的に構えています。
　高知県も高知市も出生率1.8を目指してい
ます。平成の後半は1.6までいったので、1.8
まではと思ったのですが、今は1.4を切って
います。高松などは1.8ですので、できない

•浦田健治　岡﨑市長の貴重なお話、ありが
とうございました。先日、あるお茶会の初釜
で、四海波（しかいなみ）を謡わせていただ
きましたのでニコニコへ。
•鬼田知明　中越職業奉仕委員長のおかげ様
で、有意義な例会ができました。また、秘書

課担当者様にもお世話になりありがとうござ
いました。
•𠮷永光男　岡﨑市長、共生と安心のまちづ
くり、ご苦労様です。市民としてお礼申し上
げます。
•中越貴宣　岡﨑市長、本日はお忙しい中、
卓話をお引き受けいただきありがとうござい
ました。また、職場例会に多くの会員の皆さ
まにご出席いただきありがとうございました。

ことはないと思いますが、コロナの影響を色
濃く受けている状態です。それと、県外へ20
代前半の女性の転出率が高く、転入とプラス
マイナスすると700人前後減っています。
　では、ここをどう抑えるか。大学は一定充
実してきましたが、県外の、高知県にない専
門学校、特に岡山、広島へ専門学校を求めて
いくパターンが多い。龍馬学園さんにしろ、
それぞれ高知の専門学校は頑張っていただい
ていますが、特に高知県で抜けている専門学
校を意識的に県内に創れば、何百人かは食い
止めることができるのではないか。これは、
県市の政策の中で、ある意味、可能ですので
考えていきたいと思います。
　気になるコロナですが、第８波に入ってオ
ミクロン株が中心です。愛媛県の感染者が
5,000人近くなったときに、ちょっと恐怖を
覚えました。１月の段階で高知も最大2,000
人近くなりましたが、今はとりあえず1,000
人前後で動いています。東京ではXBB1.5と
いう新しい株の感染者が３割程度ということ
ですが、地方にはあまり入っていないので爆
発的にはなっていない。いずれ、順番に置き
換わっていくと思われますが、気になるのは
中国が春節の休みで、大勢が動くとどうなる
かというところです。ただ、中国には団体の
ビザをおろしていませんので、どっと日本に
入ってくるという状況ではないと思います。
ワクチンは、重症化予防には効果があります。
60歳以上の４回接種はもう70％を超えている
と思います。今、毎日10人前後の死者が出て
いますが、基本的には80代、90代で入院中、
高齢者施設に入所中、何か病気を持っている
という方です。あまり重くない持病を持って
いる方には、ワクチンの効果はあるようです
ので、ワクチン接種はお勧めします。
　経済もいつまでも落ち込んでいるわけには
いきませんので、高知市もいろんなイベント
を打ちながら経済を回しています。
　先週の日曜日、中央公園でTSUNAGUマー
ケットを開催。非常に盛況で、すべての店舗
が30分待ちの状態で、女性に人気の商品など
は早々と売り切れだったようです。
　予算が残っているものが２つあります。１
つは１億4,000万円ほどの補助金で、ハイブ
リッドとか燃費のかからない車に買い換える

ための支援事業。国の補助金は中古車は認め
ていませんが、高知市は５年以内の中古車は
可能です。この予算はかなり残っています
し、申請期限も来ていませんので、ご相談し
ていただいたらと思います。高知市の商工で
受け付けています。
　もう１つは、設備を省エネ化したいとか、
生産性向上のソフトウェアを追加したいと
いったものに対しての補助金です。現在３割
ぐらいが残っています。補助の上限は400万
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る施設にご協力いただいて「ほおっちょけ
ん」という犬が窓口のシンボルで、現時点で
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離れている割には人気は高いです。年間、高
知市で400件、県全体では1,000件を超えまし
たので、目標を1,300件に上げています。私
たちが思っていた以上に若い方が多くて、20
代が４割で単身の男性が多いです。30代が３
割、20～30代で約７割を占めています。農業
や漁業をやりたいと言う方も多く、積極的な
支援をしています。恐らく、県全体では
1,500件ぐらいはいけるのではないかと思い
ます。
　中心市街地の活性化も行っています。西敷
地は採択にならなかったのですが、丸ノ内緑
地が整備できており、今年の３月中にはオー
プンできます。藤並公園も令和５年度に着
手、１年間で整備の予定です。
　南海トラフ地震対策について、まず揺れか
ら命を守る。15～30分後にくる津波から命を
守る、を大きなテーマにしています。沿岸部
では20分前後で８～10ｍの津波が来ます。花

海道の堤防は全て耐震化を終えて、今、高知
新港の裏手をやっているところです。三重防
護をしています。外側と浦戸湾内から津波を
入れないということが高知市の命題です。長
浜川の河口に水門をつくってシャットアウト
する。県工事は潮江をしていますが順次南部
に来る予定です。全体で1,000億円かかりま
すが、順調に進んで、令和13年度に完成予
定。昭和南海地震のようなＬ１の地震では津
波は入らないようになると国土交通省は言っ
ています。これで一定ブロックはできると思
います。南海トラフの関係で、潮江・高須
等、土地の価格が下がっていますが、こうい

うのができると大丈夫だというアナウンスを
していきたいと思っています。
　今日は、かいつまんでの話になりました
が、資料をお渡ししていますので、全体とし
て総合的に県市、あと国の力を借りて取り組
んでいるところです。今後とも、皆さま方と
共に取り組んでいきたと思っています。
　先ほど、会長からロータリアンとは何かと
いうお話を聞きました。最後の出口は社会貢
献というところにつながると思います。どう
かよろしくお願いいたします。ありがとうご
ざいました。

のか、ＲＩのいう職業奉仕論でいくのか、そ
の辺は、今後どちらを取るかということでは
ないのですが、勉強していきたいところでは
あります。

◇幹　事　報　告
•車で来られた方は、駐車券を発行しますの
で声をかけてください。



◇会　長　挨　拶
　皆さん、こんにちは。
今日は、職業奉仕の中越
委員長はじめ職業奉仕委
員会の委員の皆様に準備
していただきまして、こ
ちら、市役所にお邪魔し

て職場例会を開催し、岡﨑市長からお話を伺
えることになりました。
　さて、今月は職業奉仕月間です。ロータリ
ークラブとはどういうクラブか、一般的には、
世界で有数のボランティア団体であるという
以上は、あまり知られていないと思いますが、
我々ロータリー会員は、ロータリーの最も大
事な概念、ロータリーの根幹はボランティア
ではなく職業奉仕であるということは共有で
きていると思います。ただ、我々は、英語で
いう「service」を日本語で「奉仕」と訳し
ていますので、会員自体も少し混乱している
人もあろうかと思います。
　1905年にロータリークラブがアメリカのシ
カゴで立ち上がった後、ロータリーに職業奉
仕という背骨を入れたのは、1908年に入会し
たアーサー・Ｆ・シェルドンであるというの
はご承知されていると思います。彼の唱えた
「He profits most who serves best 」は、優
れた内容の職業を全うすることによってこそ
大きな対価が得られるということですね。つ
まり実業家や専門家は対価を得続けるという
ことが重要で、それを積み重ねることによっ

て結果としてその行為が社会に貢献できると
いうことがシェルドンの教えのそもそもの始
まりであって、その理念に若き職業人が賛同
してロータリークラブや会員が全米中で増え
ていったということを知ることが重要だと思
います。
　現在、ＲＩが出している職業奉仕の概念は、
当初シェルドンが伝えようとした内容と徐々
に変わってきています。特に1927年でしたか、
それまでserviceすなわち奉仕といえば職業
奉仕であったのがクラブ奉仕、職業奉仕、社
会奉仕、国際奉仕という４大奉仕に置き換わ
った時点から大きく変わっていったように思
います。クラブ計画書、ＲＩの定款、クラブ
定款でも真っ先に［object of rotary］ （ロータ
リーの目的）の記載がありますが、ここに書
いてある日本語の「奉仕」というのは、まさ
に職業奉仕の意味合いです。文中の職業を指
す言葉は英語で「business、profession、
occupation」の３つ使われていますが、1927
年に４大奉仕が制定されたときは、職業奉仕
をvocational serviceと呼ぶことになり、それ
までに使われなかったvocationという言葉が
使われました。これは宗教色の強い「天職」
という意味で、そこから職業奉仕の意味合い
が倫理優先みたいなことになり、今に至って
いると聞き、納得したことを覚えています。
　実際、我々ロータリアンとしては、当初の
service＝職業を全うし結果として利益を得
続けることを善とする奉仕という理解で行く

　今日はようこそ市役所にお越しいただきあ
りがとうございます。皆さま方の日頃から市
政や県政に対する様々なご支援に対して、改
めて感謝申し上げます。また、私は宿毛の出
身で、宿毛会というのがあり、その点でも大
変お世話になっています。
　現在はグローバルな時代に入っており、ロ
シア・ウクライナ戦争でこれだけ資源が逼迫
するとは思っていませんでしたが、石油だけ
でなく石炭の値段も４倍になっています。石
炭の値上げはあまり報道されませんが、いろ
んなところに影響が及んでいます。電力もそ
うですが、セメントも石炭で石灰を焼いて造
っています。四国電力も27％の値上げを申請
しており、いずれ認可されると思います。政
府はそれに備えて、各電力会社に直接補助金
を入れて、石油と同じ様に抑制するために３
兆円を構えています。家庭の電力を試算する
と１kWh当たり７円ぐらい上がると言われ
ていますが、３兆円を使って６円を抑制して、
実質１円程度の値上がりに留めるとしていま
す。それでも、家庭用で２割ぐらいの値上が
りだと思います。もっと深刻なのは企業で、
特に高圧電力を使っているところは、かなり
上がりますので、政府としてはそれを半分ぐ
らいに抑制して、産業への影響を抑えていこ
うとしています。
　現在、高知市が姉妹都市・友好都市として
提携を結んでいるのは、アメリカのフレスノ
市、中国の蕪湖市、北海道の北見市、インド
ネシアの第２の都市と言われるスラバヤ市、

そして、まだ提携は結んでいませんが、田内
千鶴子さんのゆかりの木浦市。特にスラバヤ
は人口約297万人、経済成長率50％と注目す
べき都市としてお付き合いをしています。
　人口というのは、今後のビジネスや社会保
障で、非常に大きな要素になります。今、団
塊の世代の人口が最大です。男性と女性の平
均年齢の違いは約６歳、ご主人が亡くなって、
女性１人というのが、特に高知は多くなって
います。団塊ジュニアも多く、今40代の働き
盛りです。本当は、ジュニアの子どもさんも
多いはずですが、高知県の場合、どうしても
大学や専門学校で県外に出て行くので、ここ
を注意深く、動かしていかなければなりませ
ん。さらに、コロナの影響で令和２、３、４
年、特に令和３年の４年の婚姻届が大幅に落
ち込んでいます。恐らく、令和４年は過去最
少の婚姻届数だと思います。これは少子化に
響きますので、何とか回復させなければいけ
ないと思います。
　高知市の人口は、現在何とか30万台をキー
プしていますが、厚生労働省によると2060年
に20万人、高知県は69万人から40万人を切っ
てしまうという推計が出ています。この急激
に落ち込むのをなだらかにして、高知市は
2060年28万人を何とかキープしたいと、様々
な政策を戦略的に構えています。
　高知県も高知市も出生率1.8を目指してい
ます。平成の後半は1.6までいったので、1.8
まではと思ったのですが、今は1.4を切って
います。高松などは1.8ですので、できない
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とうございました。先日、あるお茶会の初釜
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まにご出席いただきありがとうございました。
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ん。さらに、コロナの影響で令和２、３、４
年、特に令和３年の４年の婚姻届が大幅に落
ち込んでいます。恐らく、令和４年は過去最
少の婚姻届数だと思います。これは少子化に
響きますので、何とか回復させなければいけ
ないと思います。
　高知市の人口は、現在何とか30万台をキー
プしていますが、厚生労働省によると2060年
に20万人、高知県は69万人から40万人を切っ
てしまうという推計が出ています。この急激
に落ち込むのをなだらかにして、高知市は
2060年28万人を何とかキープしたいと、様々
な政策を戦略的に構えています。
　高知県も高知市も出生率1.8を目指してい
ます。平成の後半は1.6までいったので、1.8
まではと思ったのですが、今は1.4を切って
います。高松などは1.8ですので、できない

•浦田健治　岡﨑市長の貴重なお話、ありが
とうございました。先日、あるお茶会の初釜
で、四海波（しかいなみ）を謡わせていただ
きましたのでニコニコへ。
•鬼田知明　中越職業奉仕委員長のおかげ様
で、有意義な例会ができました。また、秘書

課担当者様にもお世話になりありがとうござ
いました。
•𠮷永光男　岡﨑市長、共生と安心のまちづ
くり、ご苦労様です。市民としてお礼申し上
げます。
•中越貴宣　岡﨑市長、本日はお忙しい中、
卓話をお引き受けいただきありがとうござい
ました。また、職場例会に多くの会員の皆さ
まにご出席いただきありがとうございました。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

ことはないと思いますが、コロナの影響を色
濃く受けている状態です。それと、県外へ20
代前半の女性の転出率が高く、転入とプラス
マイナスすると700人前後減っています。
　では、ここをどう抑えるか。大学は一定充
実してきましたが、県外の、高知県にない専
門学校、特に岡山、広島へ専門学校を求めて
いくパターンが多い。龍馬学園さんにしろ、
それぞれ高知の専門学校は頑張っていただい
ていますが、特に高知県で抜けている専門学
校を意識的に県内に創れば、何百人かは食い
止めることができるのではないか。これは、
県市の政策の中で、ある意味、可能ですので
考えていきたいと思います。
　気になるコロナですが、第８波に入ってオ
ミクロン株が中心です。愛媛県の感染者が
5,000人近くなったときに、ちょっと恐怖を
覚えました。１月の段階で高知も最大2,000
人近くなりましたが、今はとりあえず1,000
人前後で動いています。東京ではXBB1.5と
いう新しい株の感染者が３割程度ということ
ですが、地方にはあまり入っていないので爆
発的にはなっていない。いずれ、順番に置き
換わっていくと思われますが、気になるのは
中国が春節の休みで、大勢が動くとどうなる
かというところです。ただ、中国には団体の
ビザをおろしていませんので、どっと日本に
入ってくるという状況ではないと思います。
ワクチンは、重症化予防には効果があります。
60歳以上の４回接種はもう70％を超えている
と思います。今、毎日10人前後の死者が出て
いますが、基本的には80代、90代で入院中、
高齢者施設に入所中、何か病気を持っている
という方です。あまり重くない持病を持って
いる方には、ワクチンの効果はあるようです
ので、ワクチン接種はお勧めします。
　経済もいつまでも落ち込んでいるわけには
いきませんので、高知市もいろんなイベント
を打ちながら経済を回しています。
　先週の日曜日、中央公園でTSUNAGUマー
ケットを開催。非常に盛況で、すべての店舗
が30分待ちの状態で、女性に人気の商品など
は早々と売り切れだったようです。
　予算が残っているものが２つあります。１
つは１億4,000万円ほどの補助金で、ハイブ
リッドとか燃費のかからない車に買い換える

ための支援事業。国の補助金は中古車は認め
ていませんが、高知市は５年以内の中古車は
可能です。この予算はかなり残っています
し、申請期限も来ていませんので、ご相談し
ていただいたらと思います。高知市の商工で
受け付けています。
　もう１つは、設備を省エネ化したいとか、
生産性向上のソフトウェアを追加したいと
いったものに対しての補助金です。現在３割
ぐらいが残っています。補助の上限は400万
円でシステムを買う場合も対象になります。
一人暮らしが増えていますので、地域の中で
相互に助け合う社会を、できるだけ重層型に
構えるように、いろいろな団体と協力しなが
ら整えています。困りごとを気軽に相談でき
るように、薬局を中心に福祉関係の地域にあ
る施設にご協力いただいて「ほおっちょけ
ん」という犬が窓口のシンボルで、現時点で
100カ所以上できています。ちょっとした困
り事がここで相談できて、専門分野につなげ
ていきます。
　高知県の人口減少に対応するため、34市町
村で「れんけいこうち」という枠組みをつ
くっています。その中で、観光と食を中心と
して、いろいろ動かしていこうとネットのサ
イトを活用しています。
　移住・定住に関しては、高知県は都市から
離れている割には人気は高いです。年間、高
知市で400件、県全体では1,000件を超えまし
たので、目標を1,300件に上げています。私
たちが思っていた以上に若い方が多くて、20
代が４割で単身の男性が多いです。30代が３
割、20～30代で約７割を占めています。農業
や漁業をやりたいと言う方も多く、積極的な
支援をしています。恐らく、県全体では
1,500件ぐらいはいけるのではないかと思い
ます。
　中心市街地の活性化も行っています。西敷
地は採択にならなかったのですが、丸ノ内緑
地が整備できており、今年の３月中にはオー
プンできます。藤並公園も令和５年度に着
手、１年間で整備の予定です。
　南海トラフ地震対策について、まず揺れか
ら命を守る。15～30分後にくる津波から命を
守る、を大きなテーマにしています。沿岸部
では20分前後で８～10ｍの津波が来ます。花

海道の堤防は全て耐震化を終えて、今、高知
新港の裏手をやっているところです。三重防
護をしています。外側と浦戸湾内から津波を
入れないということが高知市の命題です。長
浜川の河口に水門をつくってシャットアウト
する。県工事は潮江をしていますが順次南部
に来る予定です。全体で1,000億円かかりま
すが、順調に進んで、令和13年度に完成予
定。昭和南海地震のようなＬ１の地震では津
波は入らないようになると国土交通省は言っ
ています。これで一定ブロックはできると思
います。南海トラフの関係で、潮江・高須
等、土地の価格が下がっていますが、こうい

うのができると大丈夫だというアナウンスを
していきたいと思っています。
　今日は、かいつまんでの話になりました
が、資料をお渡ししていますので、全体とし
て総合的に県市、あと国の力を借りて取り組
んでいるところです。今後とも、皆さま方と
共に取り組んでいきたと思っています。
　先ほど、会長からロータリアンとは何かと
いうお話を聞きました。最後の出口は社会貢
献というところにつながると思います。どう
かよろしくお願いいたします。ありがとうご
ざいました。

　昨年の11月、新幹線で静岡市に入り、駅から10分余り歩いて家康が住んだ駿府城を訪れ
た。静岡市は大空襲の被害を受けたところで、今では駅は新しく街も広い。そして、駿府城
も城郭は無いが入口の城門・城の廻りの水いっぱいの壕、そして池を囲む広い庭園などは復
元され、当時の威容を偲ばせる。
　家康は大阪の役で豊臣家を滅ぼして江戸幕府を開き、秀忠を征夷大将軍にして自分は大御
所として駿府城に引きこもった。墓地は久能山にあり、日本平に上がりロープウェイで降り
たところにある。高い石段を登り、途中東照宮を通って頂上にある。高い樹木に囲まれた静
かな所だった。
　そして、家康が使っていた甲冑など身の回りの物が陳列されている徳川美術館にも入っ
た。入ってすぐ、赤い線の入ったよれよれの古い甲冑が目に入る。関ヶ原の戦いに身に着け
ていたものだった。
　織田信長・豊臣秀吉と比べ目立たない存在だったが、家康はよく戦法を学び、努力家であ
ると私は今ではそう思っている。今年のＮＨＫの日曜日のテレビは「どうする家康」という
テレビが放映される。今年は家康の人気が上がるだろう。

日本平ホテル
　予約の難しいホテルだったが、富士山を真正面に眺められる部屋をやっと取れた。ここか
ら眺める富士山は頂上は雲に覆われていたが、朝起きて見た時は雲がなく、雄大な眺めだっ
た。
　家康も眺めながら天下統一を考えただろう。夜は和食でゆっくり食事した。記念写真を何
枚か撮ったが、ホテルが用意した素晴らしい写真を頂くことにした。　　　　　（つづく）

日本平の富士山（その１）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関　淑公

日本平ホテル　客室からの眺め日本平ホテル　客室からの眺め

のか、ＲＩのいう職業奉仕論でいくのか、そ
の辺は、今後どちらを取るかということでは
ないのですが、勉強していきたいところでは
あります。

◇幹　事　報　告
•車で来られた方は、駐車券を発行しますの
で声をかけてください。



●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
789,730円
7,000円
796,730円

6,737円
0円

6,737円

796,467円
7,000円
803,467円

チビニコ 合　計

１月18日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
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 ●

１月18日
１月４日

総数
－5 54

出席
43

欠席
4
ロータリー休日

メイク
アップ HC出席率

79.63％
出席率
83.33％2
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