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本日　３月22日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「高知の就職事情」

吉門　文惠 氏㈱ケンジン 代表取締役社長
高知ＲC会員

次週　３月29日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「これまでの奨学生生活と日本留学の成果」

米山記念奨学生 田　甘霖 さん

第2568回　例会報告／令和５年３月１日　天候　晴
◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
２月は逃げるとはよく言
ったもので、何をしてい
たかと思うぐらいあっと
いう間に通り過ぎました。
春の気配が深まる中で、

これからも元気を出して活動をしていきたい
と思います。
　５月19日と20日、高松で地区大会が開催さ
れます。コロナの関係で随分と遠ざかってい
ましたので、今回はプログラムに相当の変更
があります。東クラブがもしバスの乗り合い
で行くとすると３月８日が締め切りです。会
員の皆さんには、今回の地区大会がイレギュ
ラーになっている部分などが誤解されるとよ
くないと思いますので、会長挨拶と幹事挨拶
を繰り上げて、説明の時間に充てたいと思い
ます。
◇幹　事　報　告
・３月のロータリーレートは１ドル136円です。
・情報集会には多くの参加をお願いします。
・本日例会終了後、定例理事会を行います。
◇地区大会の説明
　通常の地区大会は、ゴルフ大会、晩餐会、
翌日は本大会、懇親会、その翌日、外部講師
の講演で、昼頃解散というスケジュールです

が、今回は、５月19日、ゴルフ大会はありま
す。諮問委員会は普通の会員には関係ありま
せんが、その日に懇親会とＲＩ会長代理ご夫
妻を迎えての歓迎晩餐会をまとめて行われま
す。特に今までと違うのは、クラブの表彰が、
本会議場ではなく懇親会の会場で15分間の間
に画面上で行われることです。
　５月20日は、一般会員は11時45分から17時
まで。個人の表彰はここで行われる。記念講
演の講師はいつもはロータリーの経験者が多
いのですが、今回は外部の学者の方。
　懇親会に出る方は前日に行って１泊して、
翌日はお昼から本会議。ここが今までと大き
な違いです。内容も、積極的に地区から出て
きませんでしたので、今日に備えて鬼田幹事
の尽力で皆さんのお手元に届いたということ
です。
　皆さんに案内を送った後、いくつかの質問
がありました。
・登録料（懇親会費を含む）、懇親会に参加
しなくても１万円。
・交通手段について、人数によってジャンボ
ハイヤーかマイクロバスか。金曜日に出る方、
または日帰りの方、参加者の状態で決めます。
・交通費は人数により大きく異なりますが、
半額はクラブが負担します。大まかには個人
負担が5,000円～7,000円程度。
・同じ会場で、晩餐会は座った形、懇親会は
立った形で行われます。
・宿泊はこちらで手配しますので、希望者は

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

申し出てください。
・締切は３月８日
◇副幹事より
　レターボックスに次年度の役員・理事及び
委員会構成の書類を入れていますので、ご確
認ください。また、委員長さんには６月まで
の予定を入れています。高知分区関係で長期
運営委員会委員が髙橋さんの名前になってい
ますが、西森やよいさんに訂正をお願いしま
す。４月16日、次年度の地区研修への出欠の
返事をお願いします。

◇３月の会員祝日（敬称略）
•会員誕生日
　岡本　淳一
　増田　伝郎
　西森やよい
　早瀬　源慶
　柳澤　光秋
•配偶者誕生日
　西森　泰子　　石川　博子　　別役　佳代
•家庭記念日
　山下　龍祐　　小林　秀人　　松本　隆之
　今西　　博　　猿田　隆夫
•入会記念日
　柳澤　光秋　　増田　伝郎

　私は、1962（昭和37）年に高知市で生まれ、
昨年還暦を迎えました。住まいは南はりまや
町（旧・朝倉町）。家族は、妻、看護師の資
格を有し、現在も高知市内の介護施設で看護
師としてパート勤務。長女は東京の大手の金
融機関勤務、既に結婚していて、昨年５月、
初孫が誕生しました。長男は今月、大学を卒
業、東京本社の商社に就職が決まっています。
　父方の先祖が太平洋戦争以前まで、堺町で
造り酒屋を営んでいたようです。酒の名前は
「雪の朝」。南国土佐でできた日本酒の名前
としては、随分、的外れのような気がします。
先祖がどういう思いで命名したかは定かでは
ありません。今、私の手元に「雪の朝」の商
標と会社の住所、電話番号が焼き付けられた
白い燗筒２本と、おちょこ２個が残っており、
毎年元旦にこれらで日本酒の熱燗を飲むのが
我が家の恒例行事です。大正時代には商売も
隆盛を誇っていたようで、本宅にはうぐいす
張りの廊下があったという話も聞きました。
その後、太平洋戦争で酒造工場も自宅も空襲

に遭い消失し、唯一残ったのが今私が住んで
いる南はりまや町の土地です。
　母方も酒に縁のある家系で、高知市秦泉寺
で酒と煙草の小売商売をしていました。両親
ともにアルコールに関係する家庭に育ち、そ
の２人の間に私が生まれました。血統から考
えれば酒が飲めるのは当然です。小学校は３
校に通い、卒業したのは新堀小学校（現・は
りまや橋小学校）、中学校は城東中学校、高
校は高知学芸高校、22期生として卒業。中学、
高校の６年間はサッカー部に所属。当時は、
日本代表チームがワールドカップに出るなど、
夢のまた夢。ドイツに勝った昨年のワールド
カップを見ながら、こんな日が来るとはと感
慨に浸りました。
　１年の浪人生活の後、同志社大学に入学。
当時の同志社は、ラグビーで名を馳せており、
前人未到の大学日本一３連覇を成し遂げてい
ました。私は、ボールゲームと格闘技の要素
があり、大学生から始められるスポーツとし
て魅力を感じ、アメフト同好会に所属。酒、

パチンコ、バイト、バイクとツーリング、合
コン、アメフトの練習、勉強以外が優先で出
席を取る授業だけに行くという、古き良き昭
和の時代の大学生活を謳歌しました。
　大学４年間を暮らした寮、京都土佐塾は、
３畳１間の個室にベッドと机が備え付け、風
呂・冷暖房なし、共同トイレ、定員40人に対
し公衆ピンク電話１台という脆弱な女人禁制
の男子寮で、上３年、下３年の７世代、多種
多様な人材がいました。この経験は、今でい
うダイバーシティ、多様性を受け入れる人格
形成に大きく役立ったと思っています。1985
年、４回生。阪神タイガースが20年ぶりにセ
・リーグ優勝。初の日本一になった年です。
大の阪神ファンだった私も、京都から甲子園
球場のナイターに通って熱烈に応援しました。
就職活動は夏休みが最盛期、暑い夏にリクル
ートスーツで会社訪問、考えただけで嫌にな
りました。結局、就職活動はまともにせず、
１社の内定もないまま９月を迎えました。
　当時の四国銀行は頑なに新卒採用のルール
を守っていた数少ない銀行で、就職活動解禁
日の10月１日の入行試験が行われ、私も受験
し、何とか拾ってもらったのが偽りのない事
実です。以来、今日まで37年間お世話になり、
今は常務取締役として銀行経営に携わってい
るのですから、人生というのは分からないも
のです。入行以来、勤務年数は高知で10年、
徳島７年、香川７年、東京６年、ほか岡山・
広島・神戸の合計で５年、イギリス統治時代
の香港で２年。引っ越し回数13回、今回の高
知勤務は19年振り。単身生活も17年間。
　印象に残っている勤務地は広島支店と唯一
の海外生活を経験した香港です。もう一度勤
務するならどこを希望するかと聞かれたら、
間違いなく広島と答えます。
　2012年、カープの監督が野村監督の時代の
２月、広島支店長として赴任。広島市は中四
国では最大の人口と経済力を持ち、マツダを
中心とする製造業が集積し、新幹線の通る大
都会です。しかし、地元の方は意外に素朴で
一途に広島カープを愛し、原爆被災で消失し
た街をゼロから再建し、地元愛に溢れた人が
多いという印象です。私は親戚、地縁、友人
もいない、観光で一度訪れただけの縁遠い街
で、赴任直後は非常に心細い気持ちでした。

但し、食べる物に関しては私の好きな物が目
白押しでカキ、つけ麺、お好み焼き。週３日
は酒を飲んだ後の「締めおこ」を実践。熱い
鉄板の上で、箸ではなくヘラを使ってお好み
焼きを食べられるようになると広島人になっ
た気分です。広島勤務の最後の夜、行きつけ
の店の親父から、店の名前の入ったヘラをも
らえるくらいでした。また、マツダスタジア
ムは球場というよりは、ボールパークと言え
るきれいでワクワクさせる球場です。広島支
店からはタクシーで15分、６時半から生ビー
ル片手にプロ野球観戦、そんなぜいたくなア
フターファイブができる広島生活を堪能しま
した。
　もう１カ所は香港。1994年10月から1996年
10月まで、妻と２歳の娘と居住。当時の地方
銀行は、お客様の海外進出や貿易取引を支援、
サポートする目的で海外に駐在員事務所を開
設。香港にも全国地銀20行近くの事務所があ
りました。しかし、四国銀行は自前の銀行の
看板を掲げるのではなく、既に進出している
都市銀行に行員を派遣し、組織に入り込み、
人脈をつくり、都市銀行の持つ情報やノウハ
ウを蓄積していくという戦略のもと、私は富
士銀行（現・みずほ銀行）香港支店に派遣さ
れました。
　中国返還直前の香港は、大規模インフラ工
事、返還後を見越した世界中の資本が集まり
活気に満ち溢れていました。私は富士銀行の
名刺を持ち、担当先は日系企業、融資案件に
取り組むのが仕事。時間管理も緩く、夜９時、
10時は当たり前。支店内の公用語、オフィシ
ャルな文書も英語。必要に迫られて何とか英
語を使っていました。休日はゴルフが定番。
香港の半額でプレーできる中国のゴルフ場に、
香港（イギリス）・マカオ（ポルトガル）・中
国と高速船を乗り継いで通っていました。ゴ
ルフバッグを肩に３カ国を股にかける日帰り
ゴルフ、そんな経験ができたことも忘れがた
い思い出です。転勤族は引っ越しや慣れない
土地での暮らしなど苦労することもあります
が、それぞれの土地で、そこしか経験できな
い体験ができる点は、メリットだと思います。
　単身赴任時代は通勤を兼ねて毎日30分程度
歩いていましたが、高知に帰ってからは運動
不足となり、一念発起して、昨年８月から毎

朝５時から１時間、約５キロ、鏡川べりを競
歩しています。今の時季は暗い、寒い、眠い、
今日はやめようという誘惑に負けそうになり
ますが、歩いた後の達成感、夜空の星の美し

さ、健康にいいことをしているという気持ち
を糧に何とか続いています。鏡川の四季の移
ろいを体感できる喜びを感じていますので、
この習慣は続けたいと決意しています。

•浦田健治　須賀さん、面白いお話ありがと
うございました。
•鬼田知明　須賀さん、本日は卓話いただき
ましてありがとうございました。
•𠮷永光男　クラブの皆さん、次年度委員会
構成、よろしくお願いします。
•須賀昌彦　つたない卓話で失礼しました。
これを終えるまでは何となしに肩が重く感じ
てましたので、気が楽になりました。皆さま
の前でお話させてもらいましたので、明日の
朝からも頑張って競歩を続けます。
•関　雅明　須賀さん、卓話お疲れさまでし
た。これからもよろしくお願いします。
•松野宏司　前週土曜日にライオンズとロッ
テのオープン戦を見て、春の足音を感じてき
ました。
•前川美智子　今日から３月、あちこちに早
咲の桜が満開になって「春らんまん」を感じ
ています。今日の午前中は保育園と幼稚園へ
絵本を贈呈し、楽しい時間をすごしました。
幸せです。
•森田倫光　日曜日に当社でスーツ仕立会を
催しました。多くの会員の方、友人に来場い
ただき大盛況でした。４月上旬の仕上がりに
なりますのでお楽しみに！ありがとうござい
ました。
•高橋　典子　父の逝去に伴い、あたたかい

お言葉をいただきましてありがとうございま
した。おかげ様で家族で無事に見送ることが
できました。
•早瀬源慶　誕生祝いお礼。87歳になりまし
た。今後ともよろしくお願い申します。
•柳澤光秋　誕生祝い、入会記念お礼。
•西森やよい　誕生祝いのお礼。もうすぐ大
台がきます。40代最後の年を楽しく過ごした
いです。
•増田伝郎　お祝いの品ありがとうございま
した。誰もお祝いをしてくれないので嬉しい
です。先日の宿毛会でもお世話になりまして
ありがとうございました。
•別役重具　妻の誕生日祝いお礼。遂に大台
に乗ったようです。
•今西　博　妻の誕生日祝いありがとうござ
います。
•西森　大　妻への誕生日のプレゼントあり
がとうございます。
•猿田隆夫　結婚記念日、何年になるのか分
かりません。
•松本隆之　結婚記念の祝いのお礼。結婚し
てから20年目に入ります。何とか持ちこたえ
ております。
•山下龍祐　家族記念ありがとうございます。
•竹村克彦　ちょっと良いことがありました。
•ザ クラウンパレス新阪急高知　サロンイース
トの売上です。いつもありがとうございます。
◇遅刻・早退　４名
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「私の履歴書」

◇会員スピーチ 須賀　昌彦 会員

　私は、1962（昭和37）年に高知市で生まれ、
昨年還暦を迎えました。住まいは南はりまや
町（旧・朝倉町）。家族は、妻、看護師の資
格を有し、現在も高知市内の介護施設で看護
師としてパート勤務。長女は東京の大手の金
融機関勤務、既に結婚していて、昨年５月、
初孫が誕生しました。長男は今月、大学を卒
業、東京本社の商社に就職が決まっています。
　父方の先祖が太平洋戦争以前まで、堺町で
造り酒屋を営んでいたようです。酒の名前は
「雪の朝」。南国土佐でできた日本酒の名前
としては、随分、的外れのような気がします。
先祖がどういう思いで命名したかは定かでは
ありません。今、私の手元に「雪の朝」の商
標と会社の住所、電話番号が焼き付けられた
白い燗筒２本と、おちょこ２個が残っており、
毎年元旦にこれらで日本酒の熱燗を飲むのが
我が家の恒例行事です。大正時代には商売も
隆盛を誇っていたようで、本宅にはうぐいす
張りの廊下があったという話も聞きました。
その後、太平洋戦争で酒造工場も自宅も空襲

に遭い消失し、唯一残ったのが今私が住んで
いる南はりまや町の土地です。
　母方も酒に縁のある家系で、高知市秦泉寺
で酒と煙草の小売商売をしていました。両親
ともにアルコールに関係する家庭に育ち、そ
の２人の間に私が生まれました。血統から考
えれば酒が飲めるのは当然です。小学校は３
校に通い、卒業したのは新堀小学校（現・は
りまや橋小学校）、中学校は城東中学校、高
校は高知学芸高校、22期生として卒業。中学、
高校の６年間はサッカー部に所属。当時は、
日本代表チームがワールドカップに出るなど、
夢のまた夢。ドイツに勝った昨年のワールド
カップを見ながら、こんな日が来るとはと感
慨に浸りました。
　１年の浪人生活の後、同志社大学に入学。
当時の同志社は、ラグビーで名を馳せており、
前人未到の大学日本一３連覇を成し遂げてい
ました。私は、ボールゲームと格闘技の要素
があり、大学生から始められるスポーツとし
て魅力を感じ、アメフト同好会に所属。酒、

パチンコ、バイト、バイクとツーリング、合
コン、アメフトの練習、勉強以外が優先で出
席を取る授業だけに行くという、古き良き昭
和の時代の大学生活を謳歌しました。
　大学４年間を暮らした寮、京都土佐塾は、
３畳１間の個室にベッドと机が備え付け、風
呂・冷暖房なし、共同トイレ、定員40人に対
し公衆ピンク電話１台という脆弱な女人禁制
の男子寮で、上３年、下３年の７世代、多種
多様な人材がいました。この経験は、今でい
うダイバーシティ、多様性を受け入れる人格
形成に大きく役立ったと思っています。1985
年、４回生。阪神タイガースが20年ぶりにセ
・リーグ優勝。初の日本一になった年です。
大の阪神ファンだった私も、京都から甲子園
球場のナイターに通って熱烈に応援しました。
就職活動は夏休みが最盛期、暑い夏にリクル
ートスーツで会社訪問、考えただけで嫌にな
りました。結局、就職活動はまともにせず、
１社の内定もないまま９月を迎えました。
　当時の四国銀行は頑なに新卒採用のルール
を守っていた数少ない銀行で、就職活動解禁
日の10月１日の入行試験が行われ、私も受験
し、何とか拾ってもらったのが偽りのない事
実です。以来、今日まで37年間お世話になり、
今は常務取締役として銀行経営に携わってい
るのですから、人生というのは分からないも
のです。入行以来、勤務年数は高知で10年、
徳島７年、香川７年、東京６年、ほか岡山・
広島・神戸の合計で５年、イギリス統治時代
の香港で２年。引っ越し回数13回、今回の高
知勤務は19年振り。単身生活も17年間。
　印象に残っている勤務地は広島支店と唯一
の海外生活を経験した香港です。もう一度勤
務するならどこを希望するかと聞かれたら、
間違いなく広島と答えます。
　2012年、カープの監督が野村監督の時代の
２月、広島支店長として赴任。広島市は中四
国では最大の人口と経済力を持ち、マツダを
中心とする製造業が集積し、新幹線の通る大
都会です。しかし、地元の方は意外に素朴で
一途に広島カープを愛し、原爆被災で消失し
た街をゼロから再建し、地元愛に溢れた人が
多いという印象です。私は親戚、地縁、友人
もいない、観光で一度訪れただけの縁遠い街
で、赴任直後は非常に心細い気持ちでした。

但し、食べる物に関しては私の好きな物が目
白押しでカキ、つけ麺、お好み焼き。週３日
は酒を飲んだ後の「締めおこ」を実践。熱い
鉄板の上で、箸ではなくヘラを使ってお好み
焼きを食べられるようになると広島人になっ
た気分です。広島勤務の最後の夜、行きつけ
の店の親父から、店の名前の入ったヘラをも
らえるくらいでした。また、マツダスタジア
ムは球場というよりは、ボールパークと言え
るきれいでワクワクさせる球場です。広島支
店からはタクシーで15分、６時半から生ビー
ル片手にプロ野球観戦、そんなぜいたくなア
フターファイブができる広島生活を堪能しま
した。
　もう１カ所は香港。1994年10月から1996年
10月まで、妻と２歳の娘と居住。当時の地方
銀行は、お客様の海外進出や貿易取引を支援、
サポートする目的で海外に駐在員事務所を開
設。香港にも全国地銀20行近くの事務所があ
りました。しかし、四国銀行は自前の銀行の
看板を掲げるのではなく、既に進出している
都市銀行に行員を派遣し、組織に入り込み、
人脈をつくり、都市銀行の持つ情報やノウハ
ウを蓄積していくという戦略のもと、私は富
士銀行（現・みずほ銀行）香港支店に派遣さ
れました。
　中国返還直前の香港は、大規模インフラ工
事、返還後を見越した世界中の資本が集まり
活気に満ち溢れていました。私は富士銀行の
名刺を持ち、担当先は日系企業、融資案件に
取り組むのが仕事。時間管理も緩く、夜９時、
10時は当たり前。支店内の公用語、オフィシ
ャルな文書も英語。必要に迫られて何とか英
語を使っていました。休日はゴルフが定番。
香港の半額でプレーできる中国のゴルフ場に、
香港（イギリス）・マカオ（ポルトガル）・中
国と高速船を乗り継いで通っていました。ゴ
ルフバッグを肩に３カ国を股にかける日帰り
ゴルフ、そんな経験ができたことも忘れがた
い思い出です。転勤族は引っ越しや慣れない
土地での暮らしなど苦労することもあります
が、それぞれの土地で、そこしか経験できな
い体験ができる点は、メリットだと思います。
　単身赴任時代は通勤を兼ねて毎日30分程度
歩いていましたが、高知に帰ってからは運動
不足となり、一念発起して、昨年８月から毎

朝５時から１時間、約５キロ、鏡川べりを競
歩しています。今の時季は暗い、寒い、眠い、
今日はやめようという誘惑に負けそうになり
ますが、歩いた後の達成感、夜空の星の美し

さ、健康にいいことをしているという気持ち
を糧に何とか続いています。鏡川の四季の移
ろいを体感できる喜びを感じていますので、
この習慣は続けたいと決意しています。

•浦田健治　須賀さん、面白いお話ありがと
うございました。
•鬼田知明　須賀さん、本日は卓話いただき
ましてありがとうございました。
•𠮷永光男　クラブの皆さん、次年度委員会
構成、よろしくお願いします。
•須賀昌彦　つたない卓話で失礼しました。
これを終えるまでは何となしに肩が重く感じ
てましたので、気が楽になりました。皆さま
の前でお話させてもらいましたので、明日の
朝からも頑張って競歩を続けます。
•関　雅明　須賀さん、卓話お疲れさまでし
た。これからもよろしくお願いします。
•松野宏司　前週土曜日にライオンズとロッ
テのオープン戦を見て、春の足音を感じてき
ました。
•前川美智子　今日から３月、あちこちに早
咲の桜が満開になって「春らんまん」を感じ
ています。今日の午前中は保育園と幼稚園へ
絵本を贈呈し、楽しい時間をすごしました。
幸せです。
•森田倫光　日曜日に当社でスーツ仕立会を
催しました。多くの会員の方、友人に来場い
ただき大盛況でした。４月上旬の仕上がりに
なりますのでお楽しみに！ありがとうござい
ました。
•高橋　典子　父の逝去に伴い、あたたかい

お言葉をいただきましてありがとうございま
した。おかげ様で家族で無事に見送ることが
できました。
•早瀬源慶　誕生祝いお礼。87歳になりまし
た。今後ともよろしくお願い申します。
•柳澤光秋　誕生祝い、入会記念お礼。
•西森やよい　誕生祝いのお礼。もうすぐ大
台がきます。40代最後の年を楽しく過ごした
いです。
•増田伝郎　お祝いの品ありがとうございま
した。誰もお祝いをしてくれないので嬉しい
です。先日の宿毛会でもお世話になりまして
ありがとうございました。
•別役重具　妻の誕生日祝いお礼。遂に大台
に乗ったようです。
•今西　博　妻の誕生日祝いありがとうござ
います。
•西森　大　妻への誕生日のプレゼントあり
がとうございます。
•猿田隆夫　結婚記念日、何年になるのか分
かりません。
•松本隆之　結婚記念の祝いのお礼。結婚し
てから20年目に入ります。何とか持ちこたえ
ております。
•山下龍祐　家族記念ありがとうございます。
•竹村克彦　ちょっと良いことがありました。
•ザ クラウンパレス新阪急高知　サロンイース
トの売上です。いつもありがとうございます。
◇遅刻・早退　４名



◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
２月は逃げるとはよく言
ったもので、何をしてい
たかと思うぐらいあっと
いう間に通り過ぎました。
春の気配が深まる中で、

これからも元気を出して活動をしていきたい
と思います。
　５月19日と20日、高松で地区大会が開催さ
れます。コロナの関係で随分と遠ざかってい
ましたので、今回はプログラムに相当の変更
があります。東クラブがもしバスの乗り合い
で行くとすると３月８日が締め切りです。会
員の皆さんには、今回の地区大会がイレギュ
ラーになっている部分などが誤解されるとよ
くないと思いますので、会長挨拶と幹事挨拶
を繰り上げて、説明の時間に充てたいと思い
ます。
◇幹　事　報　告
・３月のロータリーレートは１ドル136円です。
・情報集会には多くの参加をお願いします。
・本日例会終了後、定例理事会を行います。
◇地区大会の説明
　通常の地区大会は、ゴルフ大会、晩餐会、
翌日は本大会、懇親会、その翌日、外部講師
の講演で、昼頃解散というスケジュールです

が、今回は、５月19日、ゴルフ大会はありま
す。諮問委員会は普通の会員には関係ありま
せんが、その日に懇親会とＲＩ会長代理ご夫
妻を迎えての歓迎晩餐会をまとめて行われま
す。特に今までと違うのは、クラブの表彰が、
本会議場ではなく懇親会の会場で15分間の間
に画面上で行われることです。
　５月20日は、一般会員は11時45分から17時
まで。個人の表彰はここで行われる。記念講
演の講師はいつもはロータリーの経験者が多
いのですが、今回は外部の学者の方。
　懇親会に出る方は前日に行って１泊して、
翌日はお昼から本会議。ここが今までと大き
な違いです。内容も、積極的に地区から出て
きませんでしたので、今日に備えて鬼田幹事
の尽力で皆さんのお手元に届いたということ
です。
　皆さんに案内を送った後、いくつかの質問
がありました。
・登録料（懇親会費を含む）、懇親会に参加
しなくても１万円。
・交通手段について、人数によってジャンボ
ハイヤーかマイクロバスか。金曜日に出る方、
または日帰りの方、参加者の状態で決めます。
・交通費は人数により大きく異なりますが、
半額はクラブが負担します。大まかには個人
負担が5,000円～7,000円程度。
・同じ会場で、晩餐会は座った形、懇親会は
立った形で行われます。
・宿泊はこちらで手配しますので、希望者は
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申し出てください。
・締切は３月８日
◇副幹事より
　レターボックスに次年度の役員・理事及び
委員会構成の書類を入れていますので、ご確
認ください。また、委員長さんには６月まで
の予定を入れています。高知分区関係で長期
運営委員会委員が髙橋さんの名前になってい
ますが、西森やよいさんに訂正をお願いしま
す。４月16日、次年度の地区研修への出欠の
返事をお願いします。

◇３月の会員祝日（敬称略）
•会員誕生日
　岡本　淳一
　増田　伝郎
　西森やよい
　早瀬　源慶
　柳澤　光秋
•配偶者誕生日
　西森　泰子　　石川　博子　　別役　佳代
•家庭記念日
　山下　龍祐　　小林　秀人　　松本　隆之
　今西　　博　　猿田　隆夫
•入会記念日
　柳澤　光秋　　増田　伝郎
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都会です。しかし、地元の方は意外に素朴で
一途に広島カープを愛し、原爆被災で消失し
た街をゼロから再建し、地元愛に溢れた人が
多いという印象です。私は親戚、地縁、友人
もいない、観光で一度訪れただけの縁遠い街
で、赴任直後は非常に心細い気持ちでした。

但し、食べる物に関しては私の好きな物が目
白押しでカキ、つけ麺、お好み焼き。週３日
は酒を飲んだ後の「締めおこ」を実践。熱い
鉄板の上で、箸ではなくヘラを使ってお好み
焼きを食べられるようになると広島人になっ
た気分です。広島勤務の最後の夜、行きつけ
の店の親父から、店の名前の入ったヘラをも
らえるくらいでした。また、マツダスタジア
ムは球場というよりは、ボールパークと言え
るきれいでワクワクさせる球場です。広島支
店からはタクシーで15分、６時半から生ビー
ル片手にプロ野球観戦、そんなぜいたくなア
フターファイブができる広島生活を堪能しま
した。
　もう１カ所は香港。1994年10月から1996年
10月まで、妻と２歳の娘と居住。当時の地方
銀行は、お客様の海外進出や貿易取引を支援、
サポートする目的で海外に駐在員事務所を開
設。香港にも全国地銀20行近くの事務所があ
りました。しかし、四国銀行は自前の銀行の
看板を掲げるのではなく、既に進出している
都市銀行に行員を派遣し、組織に入り込み、
人脈をつくり、都市銀行の持つ情報やノウハ
ウを蓄積していくという戦略のもと、私は富
士銀行（現・みずほ銀行）香港支店に派遣さ
れました。
　中国返還直前の香港は、大規模インフラ工
事、返還後を見越した世界中の資本が集まり
活気に満ち溢れていました。私は富士銀行の
名刺を持ち、担当先は日系企業、融資案件に
取り組むのが仕事。時間管理も緩く、夜９時、
10時は当たり前。支店内の公用語、オフィシ
ャルな文書も英語。必要に迫られて何とか英
語を使っていました。休日はゴルフが定番。
香港の半額でプレーできる中国のゴルフ場に、
香港（イギリス）・マカオ（ポルトガル）・中
国と高速船を乗り継いで通っていました。ゴ
ルフバッグを肩に３カ国を股にかける日帰り
ゴルフ、そんな経験ができたことも忘れがた
い思い出です。転勤族は引っ越しや慣れない
土地での暮らしなど苦労することもあります
が、それぞれの土地で、そこしか経験できな
い体験ができる点は、メリットだと思います。
　単身赴任時代は通勤を兼ねて毎日30分程度
歩いていましたが、高知に帰ってからは運動
不足となり、一念発起して、昨年８月から毎

朝５時から１時間、約５キロ、鏡川べりを競
歩しています。今の時季は暗い、寒い、眠い、
今日はやめようという誘惑に負けそうになり
ますが、歩いた後の達成感、夜空の星の美し

さ、健康にいいことをしているという気持ち
を糧に何とか続いています。鏡川の四季の移
ろいを体感できる喜びを感じていますので、
この習慣は続けたいと決意しています。

•浦田健治　須賀さん、面白いお話ありがと
うございました。
•鬼田知明　須賀さん、本日は卓話いただき
ましてありがとうございました。
•𠮷永光男　クラブの皆さん、次年度委員会
構成、よろしくお願いします。
•須賀昌彦　つたない卓話で失礼しました。
これを終えるまでは何となしに肩が重く感じ
てましたので、気が楽になりました。皆さま
の前でお話させてもらいましたので、明日の
朝からも頑張って競歩を続けます。
•関　雅明　須賀さん、卓話お疲れさまでし
た。これからもよろしくお願いします。
•松野宏司　前週土曜日にライオンズとロッ
テのオープン戦を見て、春の足音を感じてき
ました。
•前川美智子　今日から３月、あちこちに早
咲の桜が満開になって「春らんまん」を感じ
ています。今日の午前中は保育園と幼稚園へ
絵本を贈呈し、楽しい時間をすごしました。
幸せです。
•森田倫光　日曜日に当社でスーツ仕立会を
催しました。多くの会員の方、友人に来場い
ただき大盛況でした。４月上旬の仕上がりに
なりますのでお楽しみに！ありがとうござい
ました。
•高橋　典子　父の逝去に伴い、あたたかい

お言葉をいただきましてありがとうございま
した。おかげ様で家族で無事に見送ることが
できました。
•早瀬源慶　誕生祝いお礼。87歳になりまし
た。今後ともよろしくお願い申します。
•柳澤光秋　誕生祝い、入会記念お礼。
•西森やよい　誕生祝いのお礼。もうすぐ大
台がきます。40代最後の年を楽しく過ごした
いです。
•増田伝郎　お祝いの品ありがとうございま
した。誰もお祝いをしてくれないので嬉しい
です。先日の宿毛会でもお世話になりまして
ありがとうございました。
•別役重具　妻の誕生日祝いお礼。遂に大台
に乗ったようです。
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◇遅刻・早退　４名



◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」
◇会　長　挨　拶
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ったもので、何をしてい
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申し出てください。
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催しました。多くの会員の方、友人に来場い
ただき大盛況でした。４月上旬の仕上がりに
なりますのでお楽しみに！ありがとうござい
ました。
•高橋　典子　父の逝去に伴い、あたたかい

お言葉をいただきましてありがとうございま
した。おかげ様で家族で無事に見送ることが
できました。
•早瀬源慶　誕生祝いお礼。87歳になりまし
た。今後ともよろしくお願い申します。
•柳澤光秋　誕生祝い、入会記念お礼。
•西森やよい　誕生祝いのお礼。もうすぐ大
台がきます。40代最後の年を楽しく過ごした
いです。
•増田伝郎　お祝いの品ありがとうございま
した。誰もお祝いをしてくれないので嬉しい
です。先日の宿毛会でもお世話になりまして
ありがとうございました。
•別役重具　妻の誕生日祝いお礼。遂に大台
に乗ったようです。
•今西　博　妻の誕生日祝いありがとうござ
います。
•西森　大　妻への誕生日のプレゼントあり
がとうございます。
•猿田隆夫　結婚記念日、何年になるのか分
かりません。
•松本隆之　結婚記念の祝いのお礼。結婚し
てから20年目に入ります。何とか持ちこたえ
ております。
•山下龍祐　家族記念ありがとうございます。
•竹村克彦　ちょっと良いことがありました。
•ザ クラウンパレス新阪急高知　サロンイース
トの売上です。いつもありがとうございます。
◇遅刻・早退　４名



◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
２月は逃げるとはよく言
ったもので、何をしてい
たかと思うぐらいあっと
いう間に通り過ぎました。
春の気配が深まる中で、

これからも元気を出して活動をしていきたい
と思います。
　５月19日と20日、高松で地区大会が開催さ
れます。コロナの関係で随分と遠ざかってい
ましたので、今回はプログラムに相当の変更
があります。東クラブがもしバスの乗り合い
で行くとすると３月８日が締め切りです。会
員の皆さんには、今回の地区大会がイレギュ
ラーになっている部分などが誤解されるとよ
くないと思いますので、会長挨拶と幹事挨拶
を繰り上げて、説明の時間に充てたいと思い
ます。
◇幹　事　報　告
・３月のロータリーレートは１ドル136円です。
・情報集会には多くの参加をお願いします。
・本日例会終了後、定例理事会を行います。
◇地区大会の説明
　通常の地区大会は、ゴルフ大会、晩餐会、
翌日は本大会、懇親会、その翌日、外部講師
の講演で、昼頃解散というスケジュールです

が、今回は、５月19日、ゴルフ大会はありま
す。諮問委員会は普通の会員には関係ありま
せんが、その日に懇親会とＲＩ会長代理ご夫
妻を迎えての歓迎晩餐会をまとめて行われま
す。特に今までと違うのは、クラブの表彰が、
本会議場ではなく懇親会の会場で15分間の間
に画面上で行われることです。
　５月20日は、一般会員は11時45分から17時
まで。個人の表彰はここで行われる。記念講
演の講師はいつもはロータリーの経験者が多
いのですが、今回は外部の学者の方。
　懇親会に出る方は前日に行って１泊して、
翌日はお昼から本会議。ここが今までと大き
な違いです。内容も、積極的に地区から出て
きませんでしたので、今日に備えて鬼田幹事
の尽力で皆さんのお手元に届いたということ
です。
　皆さんに案内を送った後、いくつかの質問
がありました。
・登録料（懇親会費を含む）、懇親会に参加
しなくても１万円。
・交通手段について、人数によってジャンボ
ハイヤーかマイクロバスか。金曜日に出る方、
または日帰りの方、参加者の状態で決めます。
・交通費は人数により大きく異なりますが、
半額はクラブが負担します。大まかには個人
負担が5,000円～7,000円程度。
・同じ会場で、晩餐会は座った形、懇親会は
立った形で行われます。
・宿泊はこちらで手配しますので、希望者は
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申し出てください。
・締切は３月８日
◇副幹事より
　レターボックスに次年度の役員・理事及び
委員会構成の書類を入れていますので、ご確
認ください。また、委員長さんには６月まで
の予定を入れています。高知分区関係で長期
運営委員会委員が髙橋さんの名前になってい
ますが、西森やよいさんに訂正をお願いしま
す。４月16日、次年度の地区研修への出欠の
返事をお願いします。

◇３月の会員祝日（敬称略）
•会員誕生日
　岡本　淳一
　増田　伝郎
　西森やよい
　早瀬　源慶
　柳澤　光秋
•配偶者誕生日
　西森　泰子　　石川　博子　　別役　佳代
•家庭記念日
　山下　龍祐　　小林　秀人　　松本　隆之
　今西　　博　　猿田　隆夫
•入会記念日
　柳澤　光秋　　増田　伝郎

　私は、1962（昭和37）年に高知市で生まれ、
昨年還暦を迎えました。住まいは南はりまや
町（旧・朝倉町）。家族は、妻、看護師の資
格を有し、現在も高知市内の介護施設で看護
師としてパート勤務。長女は東京の大手の金
融機関勤務、既に結婚していて、昨年５月、
初孫が誕生しました。長男は今月、大学を卒
業、東京本社の商社に就職が決まっています。
　父方の先祖が太平洋戦争以前まで、堺町で
造り酒屋を営んでいたようです。酒の名前は
「雪の朝」。南国土佐でできた日本酒の名前
としては、随分、的外れのような気がします。
先祖がどういう思いで命名したかは定かでは
ありません。今、私の手元に「雪の朝」の商
標と会社の住所、電話番号が焼き付けられた
白い燗筒２本と、おちょこ２個が残っており、
毎年元旦にこれらで日本酒の熱燗を飲むのが
我が家の恒例行事です。大正時代には商売も
隆盛を誇っていたようで、本宅にはうぐいす
張りの廊下があったという話も聞きました。
その後、太平洋戦争で酒造工場も自宅も空襲

に遭い消失し、唯一残ったのが今私が住んで
いる南はりまや町の土地です。
　母方も酒に縁のある家系で、高知市秦泉寺
で酒と煙草の小売商売をしていました。両親
ともにアルコールに関係する家庭に育ち、そ
の２人の間に私が生まれました。血統から考
えれば酒が飲めるのは当然です。小学校は３
校に通い、卒業したのは新堀小学校（現・は
りまや橋小学校）、中学校は城東中学校、高
校は高知学芸高校、22期生として卒業。中学、
高校の６年間はサッカー部に所属。当時は、
日本代表チームがワールドカップに出るなど、
夢のまた夢。ドイツに勝った昨年のワールド
カップを見ながら、こんな日が来るとはと感
慨に浸りました。
　１年の浪人生活の後、同志社大学に入学。
当時の同志社は、ラグビーで名を馳せており、
前人未到の大学日本一３連覇を成し遂げてい
ました。私は、ボールゲームと格闘技の要素
があり、大学生から始められるスポーツとし
て魅力を感じ、アメフト同好会に所属。酒、

パチンコ、バイト、バイクとツーリング、合
コン、アメフトの練習、勉強以外が優先で出
席を取る授業だけに行くという、古き良き昭
和の時代の大学生活を謳歌しました。
　大学４年間を暮らした寮、京都土佐塾は、
３畳１間の個室にベッドと机が備え付け、風
呂・冷暖房なし、共同トイレ、定員40人に対
し公衆ピンク電話１台という脆弱な女人禁制
の男子寮で、上３年、下３年の７世代、多種
多様な人材がいました。この経験は、今でい
うダイバーシティ、多様性を受け入れる人格
形成に大きく役立ったと思っています。1985
年、４回生。阪神タイガースが20年ぶりにセ
・リーグ優勝。初の日本一になった年です。
大の阪神ファンだった私も、京都から甲子園
球場のナイターに通って熱烈に応援しました。
就職活動は夏休みが最盛期、暑い夏にリクル
ートスーツで会社訪問、考えただけで嫌にな
りました。結局、就職活動はまともにせず、
１社の内定もないまま９月を迎えました。
　当時の四国銀行は頑なに新卒採用のルール
を守っていた数少ない銀行で、就職活動解禁
日の10月１日の入行試験が行われ、私も受験
し、何とか拾ってもらったのが偽りのない事
実です。以来、今日まで37年間お世話になり、
今は常務取締役として銀行経営に携わってい
るのですから、人生というのは分からないも
のです。入行以来、勤務年数は高知で10年、
徳島７年、香川７年、東京６年、ほか岡山・
広島・神戸の合計で５年、イギリス統治時代
の香港で２年。引っ越し回数13回、今回の高
知勤務は19年振り。単身生活も17年間。
　印象に残っている勤務地は広島支店と唯一
の海外生活を経験した香港です。もう一度勤
務するならどこを希望するかと聞かれたら、
間違いなく広島と答えます。
　2012年、カープの監督が野村監督の時代の
２月、広島支店長として赴任。広島市は中四
国では最大の人口と経済力を持ち、マツダを
中心とする製造業が集積し、新幹線の通る大
都会です。しかし、地元の方は意外に素朴で
一途に広島カープを愛し、原爆被災で消失し
た街をゼロから再建し、地元愛に溢れた人が
多いという印象です。私は親戚、地縁、友人
もいない、観光で一度訪れただけの縁遠い街
で、赴任直後は非常に心細い気持ちでした。

但し、食べる物に関しては私の好きな物が目
白押しでカキ、つけ麺、お好み焼き。週３日
は酒を飲んだ後の「締めおこ」を実践。熱い
鉄板の上で、箸ではなくヘラを使ってお好み
焼きを食べられるようになると広島人になっ
た気分です。広島勤務の最後の夜、行きつけ
の店の親父から、店の名前の入ったヘラをも
らえるくらいでした。また、マツダスタジア
ムは球場というよりは、ボールパークと言え
るきれいでワクワクさせる球場です。広島支
店からはタクシーで15分、６時半から生ビー
ル片手にプロ野球観戦、そんなぜいたくなア
フターファイブができる広島生活を堪能しま
した。
　もう１カ所は香港。1994年10月から1996年
10月まで、妻と２歳の娘と居住。当時の地方
銀行は、お客様の海外進出や貿易取引を支援、
サポートする目的で海外に駐在員事務所を開
設。香港にも全国地銀20行近くの事務所があ
りました。しかし、四国銀行は自前の銀行の
看板を掲げるのではなく、既に進出している
都市銀行に行員を派遣し、組織に入り込み、
人脈をつくり、都市銀行の持つ情報やノウハ
ウを蓄積していくという戦略のもと、私は富
士銀行（現・みずほ銀行）香港支店に派遣さ
れました。
　中国返還直前の香港は、大規模インフラ工
事、返還後を見越した世界中の資本が集まり
活気に満ち溢れていました。私は富士銀行の
名刺を持ち、担当先は日系企業、融資案件に
取り組むのが仕事。時間管理も緩く、夜９時、
10時は当たり前。支店内の公用語、オフィシ
ャルな文書も英語。必要に迫られて何とか英
語を使っていました。休日はゴルフが定番。
香港の半額でプレーできる中国のゴルフ場に、
香港（イギリス）・マカオ（ポルトガル）・中
国と高速船を乗り継いで通っていました。ゴ
ルフバッグを肩に３カ国を股にかける日帰り
ゴルフ、そんな経験ができたことも忘れがた
い思い出です。転勤族は引っ越しや慣れない
土地での暮らしなど苦労することもあります
が、それぞれの土地で、そこしか経験できな
い体験ができる点は、メリットだと思います。
　単身赴任時代は通勤を兼ねて毎日30分程度
歩いていましたが、高知に帰ってからは運動
不足となり、一念発起して、昨年８月から毎

朝５時から１時間、約５キロ、鏡川べりを競
歩しています。今の時季は暗い、寒い、眠い、
今日はやめようという誘惑に負けそうになり
ますが、歩いた後の達成感、夜空の星の美し

さ、健康にいいことをしているという気持ち
を糧に何とか続いています。鏡川の四季の移
ろいを体感できる喜びを感じていますので、
この習慣は続けたいと決意しています。

•浦田健治　須賀さん、面白いお話ありがと
うございました。
•鬼田知明　須賀さん、本日は卓話いただき
ましてありがとうございました。
•𠮷永光男　クラブの皆さん、次年度委員会
構成、よろしくお願いします。
•須賀昌彦　つたない卓話で失礼しました。
これを終えるまでは何となしに肩が重く感じ
てましたので、気が楽になりました。皆さま
の前でお話させてもらいましたので、明日の
朝からも頑張って競歩を続けます。
•関　雅明　須賀さん、卓話お疲れさまでし
た。これからもよろしくお願いします。
•松野宏司　前週土曜日にライオンズとロッ
テのオープン戦を見て、春の足音を感じてき
ました。
•前川美智子　今日から３月、あちこちに早
咲の桜が満開になって「春らんまん」を感じ
ています。今日の午前中は保育園と幼稚園へ
絵本を贈呈し、楽しい時間をすごしました。
幸せです。
•森田倫光　日曜日に当社でスーツ仕立会を
催しました。多くの会員の方、友人に来場い
ただき大盛況でした。４月上旬の仕上がりに
なりますのでお楽しみに！ありがとうござい
ました。
•高橋　典子　父の逝去に伴い、あたたかい

お言葉をいただきましてありがとうございま
した。おかげ様で家族で無事に見送ることが
できました。
•早瀬源慶　誕生祝いお礼。87歳になりまし
た。今後ともよろしくお願い申します。
•柳澤光秋　誕生祝い、入会記念お礼。
•西森やよい　誕生祝いのお礼。もうすぐ大
台がきます。40代最後の年を楽しく過ごした
いです。
•増田伝郎　お祝いの品ありがとうございま
した。誰もお祝いをしてくれないので嬉しい
です。先日の宿毛会でもお世話になりまして
ありがとうございました。
•別役重具　妻の誕生日祝いお礼。遂に大台
に乗ったようです。
•今西　博　妻の誕生日祝いありがとうござ
います。
•西森　大　妻への誕生日のプレゼントあり
がとうございます。
•猿田隆夫　結婚記念日、何年になるのか分
かりません。
•松本隆之　結婚記念の祝いのお礼。結婚し
てから20年目に入ります。何とか持ちこたえ
ております。
•山下龍祐　家族記念ありがとうございます。
•竹村克彦　ちょっと良いことがありました。
•ザ クラウンパレス新阪急高知　サロンイース
トの売上です。いつもありがとうございます。
◇遅刻・早退　４名

ワイン同好会
2023年２月10日㈮　於：マンダリンコート

ワイン同好会
2023年３月３日㈮　於：マンダリンコート



●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
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● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
1,081,306円
61,250円

1,142,556円

7,817円
0円

7,817円

1,089,123円
61,250円

1,150,373円

チビニコ 合　計

３月１日
今期の累計

● 出席率報告 ●

３月１日
２月15日

総数
－6 54
－5 54

出席
41
41

欠席
4
0

メイク
アップ HC出席率

75.93％
75.93％

出席率
91.67％
100％

3
8

■高知東ＲＣ当面の日程
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
５月３日㈬　休会（国民の祝日）
５月10日㈬　定例理事会
　　　　　　第６回クラブ協議会・現新合同
　　　　　　　　　  （ザ クラウンパレス）
５月17日㈬　ロータリー休日
５月24日㈬　役員会
５月31日㈬　ロータリー休日
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