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本日　２月８日㈬ 18：30  得月樓

　　　 　観　　梅　　夜　　間　　例　　会

次週　２月15日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「皆様の健康を守る先進医療」

菅沼　成文 氏

第2563回　例会報告／令和５年１月25日　天候　晴
◇ロータリーソング
  「どじょっこ　ふなっこ」
◇副会長挨拶

　皆さん、こんにちは。
本日の卓話は、黒鳥鍛造
工場六代目の梶原弘資氏
に、「受け継がれる伝統
と道具」というテーマで
お話していただきます。

　月曜日に浦田会長から電話があり、家族が
コロナに感染したと。ご本人は無症状だけれ
ども濃厚接触者になるので頼むということで、
本日は私が会長代理をさせていただきます。
　１月は職業奉仕月間です。先週の職場例会
は、すごく良かったと思うわけで、職業奉仕
委員会の皆さんにはお世話いただきありがと
うございました。岡﨑市長から直接行政の取
り組みのお話を聞き、感銘したこともありま
す。特に、私たちの気になる津波対策に関し
ては、防波堤の補強に力を入れて浸水対策を
行う。そして、地価を上げると言っていまし
た。
　弊社は、津波で浸かる北竹島町に事務所が
あります。25年前、市内に駐車場がなくて土
地を探していました。当時は、津波で浸かる
といったような話は全然ありませんでしたの
で、何も気にせず移りました。土地の坪単価
は40万円。２年前、隣の土地が売りに出たの
を見ると、何と20万円。25年間で半値になっ
たわけです。がっかりしましたが、土地の値

段が下がったのは、津波で浸水するという理
由だけではないと思います。25年前、市内中
心部は、空き地、空き家、空きテナントもな
く、町もほんとうに賑わっていました。しか
し、21年前にイオンができて、中心部が寂れ
てきました。イオンの中に東宝シネマもでき、
町中の映画館は全滅。職業＝商売は、先の見
えないものだなと、つくづく思うところです。
　今年は、牧野富太郎博士に朝ドラで頑張っ
ていただき、観光客が増えて高知の街が賑わ
うことを願っています。
◇職業奉仕委員会より
　先週の職場例会にご出席いただきありがと
うございました。市長から「水曜会へのお礼
を申し上げようと思っていたので、言いそび
れてしまいました。会員の皆さまにお伝えく
ださい」との伝言を預かりましたので、披露
させていただきます。
◇次年度国際奉仕委員会より
　ここ数年、コロナで中止されていた短期交
換事業が本年から再開されます。留学先はア
メリカニュージャージー州北部、2023年７月
27日～８月17日まで。募集人数16名。締切は
2023年３月10日。資格は地区内ロータリーか
ら推薦された高校生（応募時中学３年生を含
む）。希望者は連絡をお願いします。
◇幹　事　報　告
・中芸クラブの例会日が木曜日から月曜日に
変更
・坂出と坂出東ＲＣが共同でラジオ放送を始

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

　うちは四万十町の窪川にあり、店と併設の
工場とギャラリー、一般家庭用やプロ用の包
丁、狩猟用の剣鉈、林業用の鉈、農業用の鍬
や鎌を造っています。
　全国に刃物を造っている鍛冶屋は300軒ぐ
らいあります。高知は産地ですから50軒ほど。
その中で、うちは野鍛冶スタイルの鍛冶屋で
す。野鍛冶スタイルというのは、修理や製造
など、その地域の御用聞きとして営んでいる
鍛冶屋のことで、これは３軒ぐらいしかあり
ません。
　野鍛冶スタイルでは、製造から販売、直販
して修理もしているので、お客さんと直にや
り取りをします。クレームも直接来ますので、
クォリティーが上がっていきます。
（包丁の切れ味を実演）
　研ぐのも簡単で、切れ味が良くて長く切れ
るもの。その理由はまず、材料です。材料に
いい物を使う。熱処理のときに硬さを決める。
柔らか過ぎず、硬過ぎず。そして、研ぎの角

度、先端の磨き具合で切れ味が決まってきま
す。ですから、１本１本、職人さんの手でつ
くる包丁は大量生産や海外生産の物とは違い
ます。
　商品の販売は、店舗販売や道の駅、ＳＮＳ
やホームページです。卸もしていますが、今
後も続けていくためには、ちゃんとした経営
戦略を立てて、将来は拡大していきたいと考
えています。
　国の「伝統的工芸品」に指定されているの
は、高知県では「土佐和紙」と「土佐打刃
物」の２つです。これをずっと引き継いでい
く、伝統工芸を守っていくことが地域に貢献
することだと思っています。そのためには、
後継者を育成したり、これからはインバウン
ドも期待できますので、来てくれた方をきち
んとおもてなしできるような取り組みを進め
ることが大事です。また、今日のような場に
出て、皆さんにお話をすることも普及につな
がるのではないかと思っています。

•𠮷永光男　梶原様、卓話ありがとうござい
ました。ことわざ「創業は易く守成は難し」
伝統を守り頑張ってください。不慣れな会長
代理、ご無礼しました。
•鬼田知明　梶原さん、卓話ありがとうござ
いました。本日は大雪にもならず例会ができ
て何よりです。
•中平真理子　初仕事で先日、次期米山奨学
生の面接を行い、４月から４名、10月から１
名が決定いたしました。当クラブは次期カウ
ンセラーにはあたっていませんが、優秀な学
生ばかりですのでよろしくお願いいたします。
•前川美智子　ロータリー情報委員会の第１
回目の勉強会には６名の、入会３年未満の会
員さんと、浦田会長をはじめ多くの皆さま、
ご参加いただきありがとうございました。竹
村副委員長のロータリーの地区のことなど講
話をしてくださり、充実した勉強会、そして

懇親会が開催されました。ご協力に感謝いた
します。
•寺村　勉　入会記念日のお品を頂くと、改
めて何年経ったのかを思う機会になりますね。
先ほど、事務局さんに借りたクラブ計画書で
確認。1998年１月21日入会でしたので25年で
した。これからもよろしくお願いします。昨
日から寒いですネ。
•土居祐三　入会祝いのお礼です。入会して
15年か16年経ったと思います。まだまだペー
ペーですね。これからもよろしくお願いしま
す。
•永野正将　入会記念品ありがとうございま
す。13年目突入です！
•竹村克彦　先週木曜日のロータリー情報委
員会では、つたない話を我慢して聞いていた
だいた皆さまに感謝申し上げます。
•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　１件
◇早退　１件

　私が大切にしていることは、人の役に立つ
ことです。おじいちゃんが使っていたという
鉈やおばちゃんが使っていた包丁など、一生
物ではなく三世代が使ってきたものを修理し
てまた次の世代が使っていく。いい物を買う
と、何代も使っていくことができます。
　刃物というのは、どうしても切れなくなり
ます。それを修理してまた使えるようにする。
そうしていると、お客さんは途切れません。

うちで切れないのは「ご縁」です。それがぐ
るぐる回る、つまりロータリーです。
（研ぎ直し講座）
　四万十町の山間の集落、今では珍しい田舎
の鍛冶屋は、工場と店舗が併設されています。
お越しいただければ、作業風景、道具の使い
方や切れ味、土佐の文化に至るまで体験でき
ます。どうぞお気軽にお立ち寄りください。

めたということと、赤い羽根共同募金のお
礼をホワイトボードに掲示していますので
ご覧ください。

・東クラブの定款、細則をレターボックスに
入れていますので確認してください。
・本日例会終了後、役員会を行います。

高知大学医学部 教授
高知南ＲC会員
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the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

　うちは四万十町の窪川にあり、店と併設の
工場とギャラリー、一般家庭用やプロ用の包
丁、狩猟用の剣鉈、林業用の鉈、農業用の鍬
や鎌を造っています。
　全国に刃物を造っている鍛冶屋は300軒ぐ
らいあります。高知は産地ですから50軒ほど。
その中で、うちは野鍛冶スタイルの鍛冶屋で
す。野鍛冶スタイルというのは、修理や製造
など、その地域の御用聞きとして営んでいる
鍛冶屋のことで、これは３軒ぐらいしかあり
ません。
　野鍛冶スタイルでは、製造から販売、直販
して修理もしているので、お客さんと直にや
り取りをします。クレームも直接来ますので、
クォリティーが上がっていきます。
（包丁の切れ味を実演）
　研ぐのも簡単で、切れ味が良くて長く切れ
るもの。その理由はまず、材料です。材料に
いい物を使う。熱処理のときに硬さを決める。
柔らか過ぎず、硬過ぎず。そして、研ぎの角

度、先端の磨き具合で切れ味が決まってきま
す。ですから、１本１本、職人さんの手でつ
くる包丁は大量生産や海外生産の物とは違い
ます。
　商品の販売は、店舗販売や道の駅、ＳＮＳ
やホームページです。卸もしていますが、今
後も続けていくためには、ちゃんとした経営
戦略を立てて、将来は拡大していきたいと考
えています。
　国の「伝統的工芸品」に指定されているの
は、高知県では「土佐和紙」と「土佐打刃
物」の２つです。これをずっと引き継いでい
く、伝統工芸を守っていくことが地域に貢献
することだと思っています。そのためには、
後継者を育成したり、これからはインバウン
ドも期待できますので、来てくれた方をきち
んとおもてなしできるような取り組みを進め
ることが大事です。また、今日のような場に
出て、皆さんにお話をすることも普及につな
がるのではないかと思っています。

•𠮷永光男　梶原様、卓話ありがとうござい
ました。ことわざ「創業は易く守成は難し」
伝統を守り頑張ってください。不慣れな会長
代理、ご無礼しました。
•鬼田知明　梶原さん、卓話ありがとうござ
いました。本日は大雪にもならず例会ができ
て何よりです。
•中平真理子　初仕事で先日、次期米山奨学
生の面接を行い、４月から４名、10月から１
名が決定いたしました。当クラブは次期カウ
ンセラーにはあたっていませんが、優秀な学
生ばかりですのでよろしくお願いいたします。
•前川美智子　ロータリー情報委員会の第１
回目の勉強会には６名の、入会３年未満の会
員さんと、浦田会長をはじめ多くの皆さま、
ご参加いただきありがとうございました。竹
村副委員長のロータリーの地区のことなど講
話をしてくださり、充実した勉強会、そして

懇親会が開催されました。ご協力に感謝いた
します。
•寺村　勉　入会記念日のお品を頂くと、改
めて何年経ったのかを思う機会になりますね。
先ほど、事務局さんに借りたクラブ計画書で
確認。1998年１月21日入会でしたので25年で
した。これからもよろしくお願いします。昨
日から寒いですネ。
•土居祐三　入会祝いのお礼です。入会して
15年か16年経ったと思います。まだまだペー
ペーですね。これからもよろしくお願いしま
す。
•永野正将　入会記念品ありがとうございま
す。13年目突入です！
•竹村克彦　先週木曜日のロータリー情報委
員会では、つたない話を我慢して聞いていた
だいた皆さまに感謝申し上げます。
•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　１件
◇早退　１件

　私が大切にしていることは、人の役に立つ
ことです。おじいちゃんが使っていたという
鉈やおばちゃんが使っていた包丁など、一生
物ではなく三世代が使ってきたものを修理し
てまた次の世代が使っていく。いい物を買う
と、何代も使っていくことができます。
　刃物というのは、どうしても切れなくなり
ます。それを修理してまた使えるようにする。
そうしていると、お客さんは途切れません。

うちで切れないのは「ご縁」です。それがぐ
るぐる回る、つまりロータリーです。
（研ぎ直し講座）
　四万十町の山間の集落、今では珍しい田舎
の鍛冶屋は、工場と店舗が併設されています。
お越しいただければ、作業風景、道具の使い
方や切れ味、土佐の文化に至るまで体験でき
ます。どうぞお気軽にお立ち寄りください。

めたということと、赤い羽根共同募金のお
礼をホワイトボードに掲示していますので
ご覧ください。

・東クラブの定款、細則をレターボックスに
入れていますので確認してください。
・本日例会終了後、役員会を行います。



●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
796,730円
31,200円
827,930円

6,737円
0円

6,737円

803,467円
31,200円
834,667円

チビニコ 合　計

１月25日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
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㈬　ロータリー休日
３月29日㈬　役員会

４月５日㈬　例会変更
　　　　　　６日㈭　８ＲＣ合同夜間例会
　　　　　　　　　　（高知中央ＲＣ・城西館）
４月12日㈬　定例理事会
４月19日㈬　第５回クラブ協議会（次年度）
　　　　　　　　　　　　　　　（得月樓）
４月26日㈬　役員会

● 出席率報告 ●

１月25日
１月11日

総数
－8 54
－5 54

出席
38
46

欠席
4
0

メイク
アップ HC出席率

70.34％
85.19％

出席率
91.30％
100％

4
3

他クラブ変更事項

●高松グリーンロータリークラブ事務局移転のお知らせ
　•現住所：〒760－0066 高松市福岡町２丁目３－４　ホテルマリンパレスさぬき内
　　　⬇
　•新住所：〒761－0113 高松市屋島西町2492番22　ジムファイリングシステムズ㈱内
　•ＴＥＬ：０８７－８１３－８３７６
　•ＦＡＸ：０８７－８１３－８３７５
　※クラブのメールアドレスは変更ございません。
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