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第 525 回 2015 年４月２１日（火）例会報告

今週のお花

・国旗儀礼、本日の歌
「我らの生業」
2003 年 4 月 27 日
火曜日
・ ビジター紹介
12:30～13:30
西原 靖子様（高知中央 RC）
ホテル日航高知旭ロイヤル ・幹事報告
高知本町３－2－15
・本日のプログラム
高知新聞放送会館１階
卓話 久保 博道 様
TEL 088-824-8660
「私の生きる道」

今後の予定
５月５日（火）
休会

◎カラー
「乙女の清らかさ」
◎マトリカリア
「集う喜び」

会長挨拶

西川副会長

５月１２日（火）
１４日（木）８RC 合同例会のため
皆さんこんにちは。只今ご紹介いただ
振り替え休会
５月１４日（木）８RC 合同例会
その後の予定は
わかり次第お知らせします。

今週のスイーツ

きました西川でございます。初めての
代行挨拶となります。よろしくお願い
します。
本日は卓話のために久保 博通様よ
うこそお越しくださいました。ありが
とうございます。輝ける県庁の星から
議会の星へということで増々ご活躍
されております。
ヒロミチさんというと、体操のヒロミチお兄さんというイメージがあって、お名前を
良く覚えていました。何となくお顔立ちも似ているように思いますし、シャキッとし
た印象もあり、期待も物凄くかかると思います。ご活躍をお祈り申し上げております。
以前お話させていただきました通り、既に次年度が始まっております。少しづつで
はありますが新しいことも始めていきたいと思います。次年度からは委員長が常任委
員長という形になります。常任委員長の皆様にはクラブ委員会年次計画等も作成して
いただかなければなりませんのでよろしくお願いします。
話が前後しますが、皆さまは先週の金曜日、土曜日、日曜日と松山で楽しまれてき
た様子。私は行けなくて誠に残念だと LINE をみて思いました。その時私は幡多の
方に居まして、足摺岬で温泉に入っておりました・・・
「仕事です！」
。何故かと申し
ますと、ある中学校入学のオリエンテーションということで、本日欠席されている寺
尾会長のお嬢様とご一緒しておりました。まだ小学生が抜け切れていない、非常に可
愛らしいお子様。もう既に大人びているお嬢様。いろいろな方がいらっしゃいました。
皆さんこれから思い思いの道に進まれると思いますが、期待しても大丈夫な素晴らし
い子供達ばかりでした。
本日はよろしくお願いいたします。
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卓話

久保

博道様

「私の生きる道」

【野村会員 久保博道様ご紹介】
皆さんこんにちは。本日はちょうど今旬の人、先日の県議選の投開
票で、高知市から出馬をし、見事に１５名中 7 位６３９８票を集めら
れて当選されました久保博道君です。私と彼は中学校１年から高校３
年まで 6 年間同じ所で学びました。二人を比べてもらうとよく分かり
ますように、学年で１、2 を争う好青年、男前でありました。高校を出
てからは、それぞれ違う方向に進みましたけれども。その後、随分と
生活環境が違った為に、彼はますます男前に磨きをかけて、私は・・・
皆様がご存知のように呑兵衛ののんちゃん、ということで今に至って
おります。
彼は県庁に入りまして、土木、建築関係で手腕を発揮され、この数
年間は観光振興部長として活躍されました。２０１０年には皆様ご存
知の「龍馬伝」が放映され、それを高知に招聘しまして４００万人以
上の観光客を高知に呼びました。その後も「県庁おもてなし課」では
錦戸亮君、堀北真希ちゃんのもとで、４００万人以上の観光客を呼び
込みました。そういう彼が去年の 10 月末に県庁を勇退され、退路を断
って県議会に立候補をされるという事でした。それだけを聞いても本当に素晴らしい方だと思っております。ここにおられるメン
バーの方も久保博道を随分多くのご支援を頂いたと思っております。
それでは私がしゃべるよりは彼が話した方が良いと思います。
「高知が大好きやき」という男でございます。どうぞご静聴下さい。
【卓話 久保 博道様】
皆様こんにちは。改めまして、久保博道と申します。本日はロータリークラブ様の貴重なお時間の中でお話をさせて頂く機会を
与えて頂きましてありがとうございます。そしてまた、先週の日曜日にありました県議会選挙では、お蔭さまで何とか当選をさせ
て頂きました。本日お集りの皆様方のご支援ご協力の賜物であると思います。重ねてお礼を申し上げます。本当にありがとうござ
いました。
私は、先ほど野村君から少しご紹介を頂きましたように、昨年の 10 月まで県庁の方で仕事をしておりました。
プロフィールを申しあげますと、元々は土佐市の生まれでして、その後土木の技術者として県庁に入りました。と言いますのも、
高知県の遅れている社会資本整備、特に道路・都市計画・町づくりをやりたいという思いがありまして、大学も工学部の土木工学
科の方に進み、県庁に入りました。
私の土木の方での仕事について話します。皆様は「いのちの道」という言葉を新聞などでご覧になる事があるかと思いますが、
この「いのちの道」はという言葉は、どのようにすれば高知県の道の整備を PR 出来るかという事を考えた時に、私が都会のマス
コミ向けによく使っていた言葉でした。それを国交省の方でも使い始めた経緯があり、私がこの言葉を使ってもよくなったという
次第があります。道作りにこだわりました。それから、土木部の時は、高知駅の再開発・連続立体交差事業なども担当しており、
お蔭さまで制度が通り、特に高知駅の北口の再開発に寄与できたかと思います。
その後平成２１年道路課長の時に、今でも忘れられないのですが、知事に第一応接室に呼ばれて参りました。知事と人事課長が
居まして、
「この 4 月に観光の方に行ってもらいたい」という話でした。本当に驚きました。先ほど申しましたように、
“道路いの
ち”のつもりで、遅れている高知県の道路整備に力を注いでおりましたので、何故自分が観光の方に行かなくてはならないのか？
と。もっともっと土木部で社会資本整備をやりたいのだという思いが強くあったのです。おそらくその時にその怪訝さが顔に出た
のだと思われますが、そのあと知事が「久保さん、これは決して左遷では無いですよ。
」と、真面目な顔で仰いました。そして、自
分としてはそんなつもりはなかったのですが、観光振興部に移る事になりました。
その直後、二階のその第一応接室を出て、私の部署があります六階に上がる階段を上がりながら、家内に電話を入れました。
「実
は 4 月から移動だ。観光振興部になった。
『龍馬伝』が来年あるので、自分が観光振興部の方に移ることになった」と言いました。
私としましては事の成り行きに驚くばかりの状況でありましたが、家内は、非常に喜び、
「お父さん良いじゃない！！福山雅治に会
えるじゃないの！！」と、自分とは全然違う部分で喜んでくれました。その事がついこの間の事のように脳裏に残っております。
そして、観光振興部の方に移りました。それまで高知県の観光は、どちらかと言いますと、マイナーな方でした。年間３００万
人位の県外・外国の方が訪れる県でした。
（と言いましても、殆ど外国からはお出でになりませんでした。
）知事がその時に産業振
興計画に力を入れ始めまして、その中でも観光をその「リーディングプロジェクト」として据え、観光に力を入れる事になりまし
た。先ほど野村君からもご紹介いただきましたように、お蔭さまで龍馬伝の時は４３５万人、一挙に１３５万人程増えました。１
３５万人というのは一日に割り戻すと、約３０００人増えたという事になります。そして、知事にはその後も何とか４００万人を
割りたくないという思いがあり、一時的に数字が割れた事はありましたが、去年も含めてなんとか高知県の４００万人観光という
ことに助力させていただきました。
同時に力を注ぎましたのが国際観光であります。これからは、国内は元より国際観光にも力を入れなければならないということ
で、特に取り組みましたのが外国からの定期便の誘致であります。これに本当に力を入れたのですが、今私の結論と致しましては、
現在の高知県の産業集積・人口集積ではなかなか定期航路としての誘致は難しいという事です。台湾も韓国も結構動きましたけれ
ども、結局今の時点ではハブ空港の関西空港・成田空港などを上手い具合に活用して、LCC、ローコストキャリアを呼んでくる事
だ、と思います。昨年 10 月までは「ピーチアビエイション」を呼んでくるべく動いておりました。おそらく近〃のうちに、関空経
由で高知の方に就航してくるのではないかと思っております。それに関しましては、来月から議会もありますので、そういったこ
とも含めてどんどん進めて行きたいと思っております。
さて、本日の卓話の題名であります「私の生きる道」についてでありますが、私に取ってこれは重く深いテーマであります。そ
の観光振興部の部長として勤めておりました昨年の今頃、自分の定年退職まであと一年となっておりました。定年退職後に自分と
してはどういう風に生きて行けば良いのかと、考えました。実はいろいろなお話も頂いておりました。この度の県会議員選挙もそ
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うですし、プロフィールでも話しましたように私は土佐市の出身ですので、土佐市の市長のお話なども頂いておりましたが、いろ
いろ考えまして、この度の県会議員選挙に挑戦させて頂く事に決めたのです。
この度の選挙戦を戦いまして、冒頭に申しましたように皆様のご支援ご協力の賜物で当選した訳なのですが、自分自身本当に自
分の人生に於いて、大きな節目になりました。諸先輩方がいらっしゃる中で恐縮ですが、ある時にはリスクを取っても前進しなけ
ればならないという事を強く感じました。と同時に、一度決めたら粘り強くやり遂げる。たとえば気持ちが高揚した時ですとか沈
んだ時ですとか、当然あるわけですが、粘り強く「どんな事が有ってもやり遂げるのだ」という継続が何よりも大切だと深く感じ
ました。
自分の思いは「自分が何になりたい」
というのではなくて、
「何をしたいの
だ」という意思が一番大事ですし、そ
れがなければリスクも取れないし継
続も出来ないと思います。
「何になりた
い」ではなく「何をしたいか」という
思いが、自分自身今回県庁を退職して、
ずっと今まで念頭にありました。
時には沈む気持、落胆した時もあり
ましたし、不安な時ももちろんありま
したし、実は絶望した時もありました。
そう言った時に、自分自身元に戻って、
自分は「何をしたいのか」何がしたく
て敢えてリスクをとってでもこの道
を選んだのかと、自問しながら戦って
来ました。
マイクを置いた 11 日のマイク納め
の時に、私が支援者の方に言わせて頂
いたのが、
「選挙というのはあくまでも
プロローグであり、私の本番はこれか
らであります。
」ということです。今回
幸運にも当選させて頂いて、これから
が本番、これから私が頑張らなくては
いけない時だと、強く認識しておりま
す。ぜひ皆様も、私がどういう仕事を
するか、厳しく見ていていただきたい
と思います。私がここでこういう風にお話をさせて頂く以上は、覚悟をしております。ですので、厳しい眼差しを持って見ていて
下さい。
この度の選挙でも、自分はもともと公僕ですので、知名度は低かったです。その時に知名度が低い私は一日に三回、朝は春野近
辺、昼は県庁前、夕方ははりまや橋近くで辻立ちをして、顔を一日に３回皆さんに晒していました。晒す事によって皆様に顔を覚
えて頂いた。晒す以上は半端な事は出来ません。
ですからこれからの 4 年間、皆様にきっちりと見て頂きながら、自分自身は日々高知県の為に、高知県が良くなる為には何をし
なければいけないかを、常に自分に問いかけて一生懸命生きたいと思っております。
本日はこのようにお話をさせて頂く時間を頂戴し、誠にありがとうございました。今後も大好きな高知の為に目一杯頑張って参
りますので、どうかご支援ご協力を頂けたら幸いでございます。どうかよろしくお願い致します。本日は本当にありがとうござい
ました。

ニコニコ箱
【清水 敏博会員】久保ひろみち様 当選おめ
でとうございます。今日のお話、とても参考に
なりました。高知県を良くする活動 頑張って
下さい。次の選挙の時は投票します。
【岡﨑 秀仁会員】久保ひろみちさん、今日は
ありがとうございました。春野の星、高知の星
として頑張って下さい。
【片岡 孝元会員】久保様、おめでとうござい
ました。又、本日はすばらしい卓話をありがと
うございました。健康に気をつけていただき、益々のご活躍を
お祈りしています。
【山下 等会員】久保ひろみち様、おめでとうございます。高
知県の浮揚を目指して即戦力になると思います。皆で応援して
おります。
【小林 津月会員】久保様お話ありがとうございました。熱い
思いが十分に伝わってきました。応援させて頂きますので、高
知を今以上にすばらしいところにして下さい。ハンサムなので
少しくやしいです。
【國澤 忠司会員】久保さん、情熱と知見で県議会に新風を吹
き込んで下さい。後援会に入会します。

【二宮 邦江会員】本日は、久保様卓話を
ありがとうございました。4 月１８日１９
日と地区大会にご参加の皆様ありがとうご
ざいました。当初は 4 名の登録でしたが、
１２名にしていただき本当に感謝致します。
九重小学校にヘルメットを贈呈の事業は大
変喜ばれました。お世話を下さった上田さ
ん、國澤さんありがとうございました。今
日はとても爽やかなよい天気ですね。卓話
を下さった久保様の用に晴れやかです。ありがとうございまし
た。
【野村 和男会員】久保博道県議様、今日は忙しい中、ロイヤ
ル RC で高知県の浮揚の為の施策等を発表して頂き、ありがと
うございました。とっても期待しております。お互いにイケメ
ンなので女難等気を付けていきましょう！！押忍
【西原 靖子様 高知中央 RC】美味しいランチごちそう様で
した。ありがとうございました。久保先生ご活躍お祈り致しま
す。
【久保 博道様】お車代をにこにこへ
さんの卓話聞けなくて残念です。

ニコニコ箱金額と累計
4/21

累計

16,000 円

503,855 円

出席率報告
総数

出席

欠席

Ｍ.Ｕ

出席率

4 月 21 日

23

13

4

6

82,61

4月7日

23

14

2

7

91,30
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第５２６回

創立記念夜間例会２０１５年４月２８日

【会長挨拶】
皆さんこんばんは。今日は創立１２周年記念夜間例会です。お祝いの
席に皆さんこんなにお集まりいただきましてありがとうございます。
先週は急な仕事でお休みをさせていただきご迷惑をお掛けいたしまし
た。
お墓の仕事の話ですが、我社のお墓の仕事は“紅白”の仕事。決し
て“白黒”ではないと明確に認識をいたしております。ホテルと同じ
ように“サービス”を提供する仕事です。ですからホテルで例会を開
催し、ホテルの提供するサービスに触れることは我社にとって勉強に
なることもあります。全てのお客様相手の仕事に共通して言えること
だと思います。
皆さんお集まりのご様子ですので、今日の挨拶はこの辺にさせていた
だきます。今日もよろしくお願いいたします。
【乾杯のご発生 山下直前会長】
「皆さんこんばんは。今日は創立１２周年ということで、私
は白のワイシャツでキメてまいりました。これもある方から
の言いつけでございまして・・・。このあいだお葬式に出て、
この白いワイシャツを３０分しか着ておりませんでしたので、
そのある方が“もったいない”と言うものですから、その時
のワイシャツを着てまいりました。最近はその方の言う事を
良く聞くよ にしております。ハイ。
それではこれより“○○なんかに負けないぞ！！”で、威
勢よく乾杯しましょう！
それでは！ 『○○なんかに負けないぞ~！！（負けないぞ
~！）』 『言う事なんて聞かないぞ~！！（聞かないぞ~！）
』
ハ～イみんなでカンパ～イ！

