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本日　５月16日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「青少年奉仕委員会よりの報告」

青少年奉仕委員会 別役　重具 会員

次週　５月23日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「私の履歴書」

西村　美香 会員

第2376回　例会報告／平成30年５月９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。
お久しぶりです。４月18
日以来の通常例会です。
４月24日は８クラブ合同
夜間例会で、我がクラブ
からは27名が出席しまし

た。クラブ対抗の隠し芸大会が行われ、我が
クラブは忘年会で披露したフラダンスをしま
した。優勝は高知南ＲＣのしばてん踊りでし
た。我がクラブは女性３名、男性４名でのダ
ンスで優勝を狙ったのですが、一人どうして
もテンポが合わない者（私なんですが）がい
て、“まずまずで賞”をいただきました。出
席をしていただいた皆さんにはお礼申し上げ
ます。
　４月18日に続いて情報集会の報告をさせて
いただきます。
・会社員のときは指示に従い、社長になって

からは指示を出す立場になった。ロータリ
　ーでは横並びの感じを学んで、部下への接

し方が変わった。
・会社を継いだときは大変な状態だった。

ロータリーはストレス解消と枠にとらわれ
ない団体と思っていた。以前は出席をしな
ければならないという義務感が強かったが、
今はそうではない。30分前に来て、毎回違

う人の横に座って勉強させていただいてい
る。卓話でも未知の分野の話が聞けて自身
の視野が広がった。仲間意識が湧いてきて、
気持ちが安らかになり余裕も出てきた。

・人との接し方を学んだ。ロータリーは人生
の道場。職場の上下関係と異なり、フラッ
トの会員同士の中で、自分の立つ位置を見
つけていく。ロータリーでの経験のお陰で
仕事のどんな場面でも物怖じすることがな
くなった。

・自分から積極的に与えていかないと与えら
れない。自分が積極的にロータリー活動を
することで、人脈が広がり、ひいては自分
の仕事にもつながっていく。

・言葉づかいを言い切る形から少し柔らかい
表現をするようになった。

・仕事をしていることが職業奉仕であると思
うことで、心に少し余裕ができた。イライ
ラや怒りが減って、人間が丸くなった。

　２週にわたって報告をしましたが、まだこ
の３倍ちかい意見があります。副会長、副幹
事にはお渡ししてありますので、次年度にも
生かして欲しいと思います。
　本日の卓話は、西森　大会員の「私の履歴
書」です。
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◇親睦委員会より
　野外レクレーションの日程変更とお詫びを
させていただきます。５月27日に予定してい
ましたが、参加人数が少ないため日程を変更
いたします。５月27日に出席のお返事をいた
だいていた会員、ご家族の皆さまにはお詫び
を申し上げます。新しい日程は６月10日㈰、
高知駅北口バスターミナル８時集合。行程は
同じです。できるだけ多くの方の参加をお願
いします。
　趣味の集いのゴルフについては、今年度２
回開催しましたが、今後の予定がつかないた
め、この２回で終わりにさせていただきます
のでよろしくお願いします。
◇会員増強・退会防止委員会より
　残るところあと50日です。現在、期首より
１名減ですが、宇津木さんの後任が６月に入
会されるとのことで、プラスマイナス０にな
ります。石川会長の目標は４名です。
　先日のアンケートでは、たくさんの方から
候補者が挙がっています。７月になっても構
いませんので、候補者にはぜひお話をして入
会を勧めていただきたいと思います。どうか
よろしくお願いいたします。
◇国際奉仕委員会より
・５月16日18時半から得月樓で、長期交換留

学生のレイチェルさんの歓迎会を行いま
す。現在15名の参加ですが、皆さん、でき
る限り参加をお願いします。

・2018－19年度の短期交換留学生ホストファ
ミリーの募集をしています。締切は６月１
日です。受け入れは７月10日から14日。当
クラブでは２家族に受け入れをお願いしま
す。

・５月30日18時半から城西館で、ロータリー
奉仕プロジェクト研究会を開催します。多
くの出席をお願いします。

◇５月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　髙橋　卓弥
　沖　　卓史
　別役　修平
　松野　宏司
　西村　美香
 ● 配偶者誕生日
　岡　　倫子　　髙橋　和加
 ● 家庭記念日
　別役　重具　　山村　一正　　中越　貴宣
　鬼田　知明
 ● 入会記念日
　沖　　卓史　　近森　範久　　別役　重具
◇会　長　報　告
・竹村会員のお父様が亡くなられ、お通夜が

５月10日18時から告別式は５月11日13時か
らです。謹んでお悔やみ申し上げます。

・４月30日から長期交換留学生のレイチェル
　・リントンさんが我が家に来ています。４

家族目ですので、日本語はぺらぺら。英語
の全く喋れない私と家内は助かっています。
６月24日に帰国予定です。

◇幹　事　報　告
・先日、ご栄転された第一生命の宇津木さん

からお礼状が来ています。
・今年度の事業報告書を今日までということ

で、各委員長さんにお願いしていますが、
まだ半分程度しか来ていません。クラブ計
画書に記載する都合もありますので、今週
中に私までメールのワード形式でお願いし
ます。

・本日例会終了後、定例理事会を行います。
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　私は1967年高知市で生まれ、現在50歳です。
西部中学校、小津高校と進み、本来は、関西
あるいは関東の大学に行きたかったのですが、
受験が嫌で、山口県の徳山市にある徳山大学
に入学。「海賊と呼ばれた男」の出光興産の
創業者、出光佐三が資本提供をして創った大
学です。大学卒業後、トーヨーサッシ（現
LIXILトステム）に入社。2003年に退社後、
株式会社タイヘイに入社。現在は城南タイヘ
イトーヨー住器の取締役をしています。
　家族は４人。子どもは２人で小学校２年生
と中学校１年生、２人ともサッカーをしてい
ます。上はゴールキーパー、下はストライ
カーで元気にやっています。
　中学時代は軟式テニス部、高校は器械体操
部。県立高校では器械体操部は１部と２部に
分かれており、１部は全種目、２部は部門。
私は床運動と跳馬。後方伸身宙返りやひねり
を加える、抱え込みなどはできませんが、
バック転を連続して最終的に伸身宙返りと
いったことはしていました。今でもバック転
ぐらいは人に教えることができます。
　大学ではヨット部。470級という４ｍ70cm
のもので、運転する人はスキッパー、操る人
はクルー。１年生で入ったときはクルーで、
ハーネスを付けて外に出てセールを左右動か
します。外に出るのは迫力があって勇気が要
ります。マストの高さは５ｍ70cm、海と海
の間を帆走しますが、怖かったので１年半で
辞めました。
　趣味は、家庭菜園。ナス、トマト、スナッ
プエンドウ、パッションフルーツなどを作っ
ています。トマトはアイスレモンという黄色
の実がなるものです。ナスはなかなか難しく
て、毎年１個ぐらいしかできません。今年は
スナップエンドウがたくさんできました。
パッションフルーツも肥料と水、土との関係

がよく分からなくて、うまく作れません。
　後は、メダカを飼っています。太陽光のポ
ンプを設置して、赤土と鏡川で取ってきた石
でビオトープを作って、何とかひと冬、越し
ました。今１匹お腹が大きいので卵が産める
ようにしています。まだ餌のやり方とか、大
きくなるのかどうかも分かりませんが、休み
の日にじっと見ているとメダカが動くのが楽
しいというか、心が癒やされます。
　本は、１ヵ月１冊は読もうと思っています。
織田信長、豊臣秀吉、徳川家康、上杉謙信、
武田信玄、黒田官兵衛など、軍師系の話が好
きです。マーケティングや経済の本なども
買ってきて、たくさんの本を読むようにして
います。
　祖母からは、いろんなことを教わりまし
た。祖母は「人の一生は重荷を負うて　遠き
道を行くが如し…」という徳川家康の遺訓を
書いて掛け軸にして、孫全員に渡したものを
私の家にも飾っています。調子に乗るなよ、
一歩一歩進んでいきなさいということだと思
います。「怒ったら負け」ということもよく
言われました。また、私が「困った」という
と、祖母は「困ったということはない。天と
地がくっついたときに初めて困ったと思いな
さい」と。今でもこれらの言葉は、身に染み
て戒めています。中国の言語録「貞観政要」
も祖母からもらいました。
　会社員になってからは、山本五十六の
「やって見せ　言って聞かせて　させてみて
　褒めてやらねば人は動かじ…」この言葉を
参考にして、会社の中で、まずはやって見
せ、そして褒めるように、そういう思いを常
に持つようにしていますし、困ったときに
は、トーヨーサッシの創業者、潮田健次郎の
著書「熱意力闘」を読んで、組織経営のあり
方や経営者の考え方を再認識しています。

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ

1,530,110円

63,100円

1,593,210円

16,385円

495円

16,880円

1,546,495円

63,595円

1,610,090円

チビニコ 合　計

５月９日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
５月16日㈬　長期交換留学生レイチェルさん
　　　　　　歓迎会（得月樓）
５月23日㈬　第６回クラブ協議会
　　　　　　　現新合同（城西館）
５月30日㈬　役員会
５月30日㈬　奉仕プロジェクト研究会
　　　　　　（城西館）
６月６日㈬　委員会活動実績報告、定例理事会
６月10日㈰　野外レクリエーション
　　　　　　（西条、新居浜）
６月13日㈬　委員会活動実績報告
６月20日㈬　ガバナー補佐訪問
６月27日㈬　最終夜間例会
　　　　　　（ザ クラウンパレス）

■例会変更のお知らせ
高知中央ＲＣ　５月17日㈭　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　５月21日㈪　例会場変更
高知ＲＣ　　　５月22日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　６月７日㈭　日時計例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　６月12日㈫　17日㈰職場例会に変更
高知西ＲＣ　　６月15日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　６月18日㈪　夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　６月19日㈫　夜間例会
高知中央ＲＣ　６月21日㈭　夜間例会
高知西ＲＣ　　６月22日㈮　最終夜間例会
高知北ＲＣ　　６月25日㈪　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　６月26日㈫　あじさい夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　６月26日㈫　ロータリー休日
香長ＲＣ　　　６月26日㈫　役員交代夜間例会
高知南ＲＣ　　６月28日㈭　年度末夜間例会
高知中央ＲＣ　６月28日㈭　ロータリー休日

「私の履歴書」

◇会員スピーチ 西森　　大 会員
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　トーヨーサッシでは岡山営業所、徳島営業
所、そして米子営業所では、営業所長を拝命
しました。ここは島根県、鳥取県の半分、倉
吉市辺りをカバーする営業所で、ショールー
ム併設でしたので従業員は30名ほど。このと
きに、経営の根幹、組織経営のあり方をたた
き込まれました。私が今あるのは、ここでの
十何年間があったからだと思います。
　2003年にタイヘイに入社。2005年、グルー
プである城南設備の社長が急死。私が経営を
する立場になり、以来13年間、勉強してきま
した。当社は株式会社タイヘイ、城南タイヘ
イ、城南設備の三つのグループで、現在私
は、城南タイヘイに所属しています。タイヘ
イは外壁施工・販売、浄化槽設備、太陽光の
施設・販売。株式会社城南タイヘイは、アル
ミサッシ、上下水道。城南株式会社は、住宅

ローンの取り次ぎを行っています。総従業員
数は34名。
　私がＵターンで帰ってきて入社した当時
は、社内は乱雑で発注書もないし方針管理も
していない、倉庫も溢れている。ＰＤＣＡや
クオリティコントロールなど理論的なことも
何もやっていないといった状態でした。その
後、城南タイヘイが大赤字を発生し、ここか
ら私は企業態勢を勉強しました。社名変更、
企業再生、業種・業態の変更等々13年間、試
行錯誤を繰り返してきました。現在も、時代
のニーズに合うようなシフトにチェンジしな
がらやっています。そして、今後はタイヘイ
グループとして「人づくり、ものづくり、人
をつくってくれる人づくり」の３本の矢でシ
ナジー効果を上げるように対応していこうと
考えています。

◇出席率報告

 ● 石川　健　８クラブ合同夜間例会にて、フ
ラダンスを女性３名、男性４名で出演しまし
た。私がどうも足をひっぱり“まずまずで
賞”でした。残念。賞金はニコニコへ。
 ● 土居祐三　例会、あと７回！
 ● 沖　卓史　誕生祝い並びに入会記念祝いあ
りがとうございました。しかし、今年は最悪
の誕生日となりました。４月30日、起立性低
血圧のため、一瞬気を失いコンクリート地面
に転倒し、頭部打撲。その後、肩から両肩に
鉛がのった感じで、ピリピリビリビリ痛く、
首が回りません。検査の結果、第５、６頸椎
の間の脊髄がかなり圧迫されており、今度頭
を打ったら脊髄損傷（四肢麻痺）の危険性が
あると言われました。併せて後縦靱帯骨化症
もみつかり、難病患者の仲間入りとなりまし
た。PS.５日の久会コンペに参加していただ
いた皆さま、どうもありがとうございまし
た。
 ● 西山忠利　会員増強委員会よりのお願い。
現在１名減、よろしく。
 ● 窪田満里子　久会コンペ主人が参加させて

いただき、またゴルフ仲間までいっしょに参
加させていただきありがとうございました。
先生のおけがは大変でしたね。大したことな
かって良かったです。
 ● 西森　大　本日はありがとうございます。
時間どおり終わりました。
 ● 別役修平　プレゼントありがとうございま
す。５月10日で満70歳になります。５月はど
ういうわけか８回もゴルフがあり、本日１回
プラスとなったので９回となりました。新記
録なので身体がもつか心配です。
 ● 髙橋卓弥　妻ともども誕生日祝いありがと
うございました。
 ● 松野宏司　誕生祝いをいただきました。あ
りがとうございました。
 ● 西村美香　誕生日のお祝いありがとうござ
います。ぎりぎりアラフォー世代ですが、子
どもがまだまだ小さいので、健康に気を付け
て頑張ります。
 ● 岡　今朝男　家内の誕生祝いありがとうご
ざいます。
 ● 鬼田知明　西森大さん、本日は卓話いただ
きありがとうございました。結婚記念のお
礼、ありがとうございました。
 ● 中越貴宣　結婚記念日のお祝いありがとう
ございます。
 ● 近森範久　入会記念ありがとうございまし
た。やっと２年が経ちました。
 ● サロンイースト協力金として　いつもあり
がとうございます。

５月９日

４月24日

総数
－4 56
－9 56

出席
45
27

欠席
0
0

メイク
アップ HC出席率

80.36％

48.21％

出席率
100％

100％

7
20

４月11日 －7 56 38 0 67.86％ 100％11

事務局・河野さん
「フィレンツェのワンコ Vol.3」

事務局・河野さん
「フィレンツェのワンコ Vol.3」
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本日　５月16日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「青少年奉仕委員会よりの報告」

青少年奉仕委員会 別役　重具 会員

次週　５月23日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「私の履歴書」

西村　美香 会員

第2376回　例会報告／平成30年５月９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。
お久しぶりです。４月18
日以来の通常例会です。
４月24日は８クラブ合同
夜間例会で、我がクラブ
からは27名が出席しまし

た。クラブ対抗の隠し芸大会が行われ、我が
クラブは忘年会で披露したフラダンスをしま
した。優勝は高知南ＲＣのしばてん踊りでし
た。我がクラブは女性３名、男性４名でのダ
ンスで優勝を狙ったのですが、一人どうして
もテンポが合わない者（私なんですが）がい
て、“まずまずで賞”をいただきました。出
席をしていただいた皆さんにはお礼申し上げ
ます。
　４月18日に続いて情報集会の報告をさせて
いただきます。
・会社員のときは指示に従い、社長になって

からは指示を出す立場になった。ロータリ
　ーでは横並びの感じを学んで、部下への接

し方が変わった。
・会社を継いだときは大変な状態だった。

ロータリーはストレス解消と枠にとらわれ
ない団体と思っていた。以前は出席をしな
ければならないという義務感が強かったが、
今はそうではない。30分前に来て、毎回違

う人の横に座って勉強させていただいてい
る。卓話でも未知の分野の話が聞けて自身
の視野が広がった。仲間意識が湧いてきて、
気持ちが安らかになり余裕も出てきた。

・人との接し方を学んだ。ロータリーは人生
の道場。職場の上下関係と異なり、フラッ
トの会員同士の中で、自分の立つ位置を見
つけていく。ロータリーでの経験のお陰で
仕事のどんな場面でも物怖じすることがな
くなった。

・自分から積極的に与えていかないと与えら
れない。自分が積極的にロータリー活動を
することで、人脈が広がり、ひいては自分
の仕事にもつながっていく。

・言葉づかいを言い切る形から少し柔らかい
表現をするようになった。

・仕事をしていることが職業奉仕であると思
うことで、心に少し余裕ができた。イライ
ラや怒りが減って、人間が丸くなった。

　２週にわたって報告をしましたが、まだこ
の３倍ちかい意見があります。副会長、副幹
事にはお渡ししてありますので、次年度にも
生かして欲しいと思います。
　本日の卓話は、西森　大会員の「私の履歴
書」です。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST
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●会長／石川　健　●幹事／土居祐三　●雑誌会報委員／髙橋卓弥・宇津木達也・西森良文
●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１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

◇親睦委員会より
　野外レクレーションの日程変更とお詫びを
させていただきます。５月27日に予定してい
ましたが、参加人数が少ないため日程を変更
いたします。５月27日に出席のお返事をいた
だいていた会員、ご家族の皆さまにはお詫び
を申し上げます。新しい日程は６月10日㈰、
高知駅北口バスターミナル８時集合。行程は
同じです。できるだけ多くの方の参加をお願
いします。
　趣味の集いのゴルフについては、今年度２
回開催しましたが、今後の予定がつかないた
め、この２回で終わりにさせていただきます
のでよろしくお願いします。
◇会員増強・退会防止委員会より
　残るところあと50日です。現在、期首より
１名減ですが、宇津木さんの後任が６月に入
会されるとのことで、プラスマイナス０にな
ります。石川会長の目標は４名です。
　先日のアンケートでは、たくさんの方から
候補者が挙がっています。７月になっても構
いませんので、候補者にはぜひお話をして入
会を勧めていただきたいと思います。どうか
よろしくお願いいたします。
◇国際奉仕委員会より
・５月16日18時半から得月樓で、長期交換留

学生のレイチェルさんの歓迎会を行いま
す。現在15名の参加ですが、皆さん、でき
る限り参加をお願いします。

・2018－19年度の短期交換留学生ホストファ
ミリーの募集をしています。締切は６月１
日です。受け入れは７月10日から14日。当
クラブでは２家族に受け入れをお願いしま
す。

・５月30日18時半から城西館で、ロータリー
奉仕プロジェクト研究会を開催します。多
くの出席をお願いします。

◇５月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　髙橋　卓弥
　沖　　卓史
　別役　修平
　松野　宏司
　西村　美香
 ● 配偶者誕生日
　岡　　倫子　　髙橋　和加
 ● 家庭記念日
　別役　重具　　山村　一正　　中越　貴宣
　鬼田　知明
 ● 入会記念日
　沖　　卓史　　近森　範久　　別役　重具
◇会　長　報　告
・竹村会員のお父様が亡くなられ、お通夜が

５月10日18時から告別式は５月11日13時か
らです。謹んでお悔やみ申し上げます。

・４月30日から長期交換留学生のレイチェル
　・リントンさんが我が家に来ています。４

家族目ですので、日本語はぺらぺら。英語
の全く喋れない私と家内は助かっています。
６月24日に帰国予定です。

◇幹　事　報　告
・先日、ご栄転された第一生命の宇津木さん

からお礼状が来ています。
・今年度の事業報告書を今日までということ

で、各委員長さんにお願いしていますが、
まだ半分程度しか来ていません。クラブ計
画書に記載する都合もありますので、今週
中に私までメールのワード形式でお願いし
ます。

・本日例会終了後、定例理事会を行います。
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　私は1967年高知市で生まれ、現在50歳です。
西部中学校、小津高校と進み、本来は、関西
あるいは関東の大学に行きたかったのですが、
受験が嫌で、山口県の徳山市にある徳山大学
に入学。「海賊と呼ばれた男」の出光興産の
創業者、出光佐三が資本提供をして創った大
学です。大学卒業後、トーヨーサッシ（現
LIXILトステム）に入社。2003年に退社後、
株式会社タイヘイに入社。現在は城南タイヘ
イトーヨー住器の取締役をしています。
　家族は４人。子どもは２人で小学校２年生
と中学校１年生、２人ともサッカーをしてい
ます。上はゴールキーパー、下はストライ
カーで元気にやっています。
　中学時代は軟式テニス部、高校は器械体操
部。県立高校では器械体操部は１部と２部に
分かれており、１部は全種目、２部は部門。
私は床運動と跳馬。後方伸身宙返りやひねり
を加える、抱え込みなどはできませんが、
バック転を連続して最終的に伸身宙返りと
いったことはしていました。今でもバック転
ぐらいは人に教えることができます。
　大学ではヨット部。470級という４ｍ70cm
のもので、運転する人はスキッパー、操る人
はクルー。１年生で入ったときはクルーで、
ハーネスを付けて外に出てセールを左右動か
します。外に出るのは迫力があって勇気が要
ります。マストの高さは５ｍ70cm、海と海
の間を帆走しますが、怖かったので１年半で
辞めました。
　趣味は、家庭菜園。ナス、トマト、スナッ
プエンドウ、パッションフルーツなどを作っ
ています。トマトはアイスレモンという黄色
の実がなるものです。ナスはなかなか難しく
て、毎年１個ぐらいしかできません。今年は
スナップエンドウがたくさんできました。
パッションフルーツも肥料と水、土との関係

がよく分からなくて、うまく作れません。
　後は、メダカを飼っています。太陽光のポ
ンプを設置して、赤土と鏡川で取ってきた石
でビオトープを作って、何とかひと冬、越し
ました。今１匹お腹が大きいので卵が産める
ようにしています。まだ餌のやり方とか、大
きくなるのかどうかも分かりませんが、休み
の日にじっと見ているとメダカが動くのが楽
しいというか、心が癒やされます。
　本は、１ヵ月１冊は読もうと思っています。
織田信長、豊臣秀吉、徳川家康、上杉謙信、
武田信玄、黒田官兵衛など、軍師系の話が好
きです。マーケティングや経済の本なども
買ってきて、たくさんの本を読むようにして
います。
　祖母からは、いろんなことを教わりまし
た。祖母は「人の一生は重荷を負うて　遠き
道を行くが如し…」という徳川家康の遺訓を
書いて掛け軸にして、孫全員に渡したものを
私の家にも飾っています。調子に乗るなよ、
一歩一歩進んでいきなさいということだと思
います。「怒ったら負け」ということもよく
言われました。また、私が「困った」という
と、祖母は「困ったということはない。天と
地がくっついたときに初めて困ったと思いな
さい」と。今でもこれらの言葉は、身に染み
て戒めています。中国の言語録「貞観政要」
も祖母からもらいました。
　会社員になってからは、山本五十六の
「やって見せ　言って聞かせて　させてみて
　褒めてやらねば人は動かじ…」この言葉を
参考にして、会社の中で、まずはやって見
せ、そして褒めるように、そういう思いを常
に持つようにしていますし、困ったときに
は、トーヨーサッシの創業者、潮田健次郎の
著書「熱意力闘」を読んで、組織経営のあり
方や経営者の考え方を再認識しています。

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ

1,530,110円

63,100円

1,593,210円

16,385円

495円

16,880円

1,546,495円

63,595円

1,610,090円

チビニコ 合　計

５月９日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
５月16日㈬　長期交換留学生レイチェルさん
　　　　　　歓迎会（得月樓）
５月23日㈬　第６回クラブ協議会
　　　　　　　現新合同（城西館）
５月30日㈬　役員会
５月30日㈬　奉仕プロジェクト研究会
　　　　　　（城西館）
６月６日㈬　委員会活動実績報告、定例理事会
６月10日㈰　野外レクリエーション
　　　　　　（西条、新居浜）
６月13日㈬　委員会活動実績報告
６月20日㈬　ガバナー補佐訪問
６月27日㈬　最終夜間例会
　　　　　　（ザ クラウンパレス）

■例会変更のお知らせ
高知中央ＲＣ　５月17日㈭　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　５月21日㈪　例会場変更
高知ＲＣ　　　５月22日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　６月７日㈭　日時計例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　６月12日㈫　17日㈰職場例会に変更
高知西ＲＣ　　６月15日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　６月18日㈪　夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　６月19日㈫　夜間例会
高知中央ＲＣ　６月21日㈭　夜間例会
高知西ＲＣ　　６月22日㈮　最終夜間例会
高知北ＲＣ　　６月25日㈪　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　６月26日㈫　あじさい夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　６月26日㈫　ロータリー休日
香長ＲＣ　　　６月26日㈫　役員交代夜間例会
高知南ＲＣ　　６月28日㈭　年度末夜間例会
高知中央ＲＣ　６月28日㈭　ロータリー休日

「私の履歴書」

◇会員スピーチ 西森　　大 会員
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　トーヨーサッシでは岡山営業所、徳島営業
所、そして米子営業所では、営業所長を拝命
しました。ここは島根県、鳥取県の半分、倉
吉市辺りをカバーする営業所で、ショールー
ム併設でしたので従業員は30名ほど。このと
きに、経営の根幹、組織経営のあり方をたた
き込まれました。私が今あるのは、ここでの
十何年間があったからだと思います。
　2003年にタイヘイに入社。2005年、グルー
プである城南設備の社長が急死。私が経営を
する立場になり、以来13年間、勉強してきま
した。当社は株式会社タイヘイ、城南タイヘ
イ、城南設備の三つのグループで、現在私
は、城南タイヘイに所属しています。タイヘ
イは外壁施工・販売、浄化槽設備、太陽光の
施設・販売。株式会社城南タイヘイは、アル
ミサッシ、上下水道。城南株式会社は、住宅

ローンの取り次ぎを行っています。総従業員
数は34名。
　私がＵターンで帰ってきて入社した当時
は、社内は乱雑で発注書もないし方針管理も
していない、倉庫も溢れている。ＰＤＣＡや
クオリティコントロールなど理論的なことも
何もやっていないといった状態でした。その
後、城南タイヘイが大赤字を発生し、ここか
ら私は企業態勢を勉強しました。社名変更、
企業再生、業種・業態の変更等々13年間、試
行錯誤を繰り返してきました。現在も、時代
のニーズに合うようなシフトにチェンジしな
がらやっています。そして、今後はタイヘイ
グループとして「人づくり、ものづくり、人
をつくってくれる人づくり」の３本の矢でシ
ナジー効果を上げるように対応していこうと
考えています。

◇出席率報告

 ● 石川　健　８クラブ合同夜間例会にて、フ
ラダンスを女性３名、男性４名で出演しまし
た。私がどうも足をひっぱり“まずまずで
賞”でした。残念。賞金はニコニコへ。
 ● 土居祐三　例会、あと７回！
 ● 沖　卓史　誕生祝い並びに入会記念祝いあ
りがとうございました。しかし、今年は最悪
の誕生日となりました。４月30日、起立性低
血圧のため、一瞬気を失いコンクリート地面
に転倒し、頭部打撲。その後、肩から両肩に
鉛がのった感じで、ピリピリビリビリ痛く、
首が回りません。検査の結果、第５、６頸椎
の間の脊髄がかなり圧迫されており、今度頭
を打ったら脊髄損傷（四肢麻痺）の危険性が
あると言われました。併せて後縦靱帯骨化症
もみつかり、難病患者の仲間入りとなりまし
た。PS.５日の久会コンペに参加していただ
いた皆さま、どうもありがとうございまし
た。
 ● 西山忠利　会員増強委員会よりのお願い。
現在１名減、よろしく。
 ● 窪田満里子　久会コンペ主人が参加させて

いただき、またゴルフ仲間までいっしょに参
加させていただきありがとうございました。
先生のおけがは大変でしたね。大したことな
かって良かったです。
 ● 西森　大　本日はありがとうございます。
時間どおり終わりました。
 ● 別役修平　プレゼントありがとうございま
す。５月10日で満70歳になります。５月はど
ういうわけか８回もゴルフがあり、本日１回
プラスとなったので９回となりました。新記
録なので身体がもつか心配です。
 ● 髙橋卓弥　妻ともども誕生日祝いありがと
うございました。
 ● 松野宏司　誕生祝いをいただきました。あ
りがとうございました。
 ● 西村美香　誕生日のお祝いありがとうござ
います。ぎりぎりアラフォー世代ですが、子
どもがまだまだ小さいので、健康に気を付け
て頑張ります。
 ● 岡　今朝男　家内の誕生祝いありがとうご
ざいます。
 ● 鬼田知明　西森大さん、本日は卓話いただ
きありがとうございました。結婚記念のお
礼、ありがとうございました。
 ● 中越貴宣　結婚記念日のお祝いありがとう
ございます。
 ● 近森範久　入会記念ありがとうございまし
た。やっと２年が経ちました。
 ● サロンイースト協力金として　いつもあり
がとうございます。

５月９日

４月24日

総数
－4 56
－9 56

出席
45
27

欠席
0
0

メイク
アップ HC出席率

80.36％

48.21％

出席率
100％

100％

7
20

４月11日 －7 56 38 0 67.86％ 100％11

事務局・河野さん
「フィレンツェのワンコ Vol.3」

事務局・河野さん
「フィレンツェのワンコ Vol.3」
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本日　５月16日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「青少年奉仕委員会よりの報告」

青少年奉仕委員会 別役　重具 会員

次週　５月23日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「私の履歴書」

西村　美香 会員

第2376回　例会報告／平成30年５月９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。
お久しぶりです。４月18
日以来の通常例会です。
４月24日は８クラブ合同
夜間例会で、我がクラブ
からは27名が出席しまし

た。クラブ対抗の隠し芸大会が行われ、我が
クラブは忘年会で披露したフラダンスをしま
した。優勝は高知南ＲＣのしばてん踊りでし
た。我がクラブは女性３名、男性４名でのダ
ンスで優勝を狙ったのですが、一人どうして
もテンポが合わない者（私なんですが）がい
て、“まずまずで賞”をいただきました。出
席をしていただいた皆さんにはお礼申し上げ
ます。
　４月18日に続いて情報集会の報告をさせて
いただきます。
・会社員のときは指示に従い、社長になって

からは指示を出す立場になった。ロータリ
　ーでは横並びの感じを学んで、部下への接

し方が変わった。
・会社を継いだときは大変な状態だった。

ロータリーはストレス解消と枠にとらわれ
ない団体と思っていた。以前は出席をしな
ければならないという義務感が強かったが、
今はそうではない。30分前に来て、毎回違

う人の横に座って勉強させていただいてい
る。卓話でも未知の分野の話が聞けて自身
の視野が広がった。仲間意識が湧いてきて、
気持ちが安らかになり余裕も出てきた。

・人との接し方を学んだ。ロータリーは人生
の道場。職場の上下関係と異なり、フラッ
トの会員同士の中で、自分の立つ位置を見
つけていく。ロータリーでの経験のお陰で
仕事のどんな場面でも物怖じすることがな
くなった。

・自分から積極的に与えていかないと与えら
れない。自分が積極的にロータリー活動を
することで、人脈が広がり、ひいては自分
の仕事にもつながっていく。

・言葉づかいを言い切る形から少し柔らかい
表現をするようになった。

・仕事をしていることが職業奉仕であると思
うことで、心に少し余裕ができた。イライ
ラや怒りが減って、人間が丸くなった。

　２週にわたって報告をしましたが、まだこ
の３倍ちかい意見があります。副会長、副幹
事にはお渡ししてありますので、次年度にも
生かして欲しいと思います。
　本日の卓話は、西森　大会員の「私の履歴
書」です。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST
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●会長／石川　健　●幹事／土居祐三　●雑誌会報委員／髙橋卓弥・宇津木達也・西森良文
●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１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

◇親睦委員会より
　野外レクレーションの日程変更とお詫びを
させていただきます。５月27日に予定してい
ましたが、参加人数が少ないため日程を変更
いたします。５月27日に出席のお返事をいた
だいていた会員、ご家族の皆さまにはお詫び
を申し上げます。新しい日程は６月10日㈰、
高知駅北口バスターミナル８時集合。行程は
同じです。できるだけ多くの方の参加をお願
いします。
　趣味の集いのゴルフについては、今年度２
回開催しましたが、今後の予定がつかないた
め、この２回で終わりにさせていただきます
のでよろしくお願いします。
◇会員増強・退会防止委員会より
　残るところあと50日です。現在、期首より
１名減ですが、宇津木さんの後任が６月に入
会されるとのことで、プラスマイナス０にな
ります。石川会長の目標は４名です。
　先日のアンケートでは、たくさんの方から
候補者が挙がっています。７月になっても構
いませんので、候補者にはぜひお話をして入
会を勧めていただきたいと思います。どうか
よろしくお願いいたします。
◇国際奉仕委員会より
・５月16日18時半から得月樓で、長期交換留

学生のレイチェルさんの歓迎会を行いま
す。現在15名の参加ですが、皆さん、でき
る限り参加をお願いします。

・2018－19年度の短期交換留学生ホストファ
ミリーの募集をしています。締切は６月１
日です。受け入れは７月10日から14日。当
クラブでは２家族に受け入れをお願いしま
す。

・５月30日18時半から城西館で、ロータリー
奉仕プロジェクト研究会を開催します。多
くの出席をお願いします。

◇５月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　髙橋　卓弥
　沖　　卓史
　別役　修平
　松野　宏司
　西村　美香
 ● 配偶者誕生日
　岡　　倫子　　髙橋　和加
 ● 家庭記念日
　別役　重具　　山村　一正　　中越　貴宣
　鬼田　知明
 ● 入会記念日
　沖　　卓史　　近森　範久　　別役　重具
◇会　長　報　告
・竹村会員のお父様が亡くなられ、お通夜が

５月10日18時から告別式は５月11日13時か
らです。謹んでお悔やみ申し上げます。

・４月30日から長期交換留学生のレイチェル
　・リントンさんが我が家に来ています。４

家族目ですので、日本語はぺらぺら。英語
の全く喋れない私と家内は助かっています。
６月24日に帰国予定です。

◇幹　事　報　告
・先日、ご栄転された第一生命の宇津木さん

からお礼状が来ています。
・今年度の事業報告書を今日までということ

で、各委員長さんにお願いしていますが、
まだ半分程度しか来ていません。クラブ計
画書に記載する都合もありますので、今週
中に私までメールのワード形式でお願いし
ます。

・本日例会終了後、定例理事会を行います。
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　私は1967年高知市で生まれ、現在50歳です。
西部中学校、小津高校と進み、本来は、関西
あるいは関東の大学に行きたかったのですが、
受験が嫌で、山口県の徳山市にある徳山大学
に入学。「海賊と呼ばれた男」の出光興産の
創業者、出光佐三が資本提供をして創った大
学です。大学卒業後、トーヨーサッシ（現
LIXILトステム）に入社。2003年に退社後、
株式会社タイヘイに入社。現在は城南タイヘ
イトーヨー住器の取締役をしています。
　家族は４人。子どもは２人で小学校２年生
と中学校１年生、２人ともサッカーをしてい
ます。上はゴールキーパー、下はストライ
カーで元気にやっています。
　中学時代は軟式テニス部、高校は器械体操
部。県立高校では器械体操部は１部と２部に
分かれており、１部は全種目、２部は部門。
私は床運動と跳馬。後方伸身宙返りやひねり
を加える、抱え込みなどはできませんが、
バック転を連続して最終的に伸身宙返りと
いったことはしていました。今でもバック転
ぐらいは人に教えることができます。
　大学ではヨット部。470級という４ｍ70cm
のもので、運転する人はスキッパー、操る人
はクルー。１年生で入ったときはクルーで、
ハーネスを付けて外に出てセールを左右動か
します。外に出るのは迫力があって勇気が要
ります。マストの高さは５ｍ70cm、海と海
の間を帆走しますが、怖かったので１年半で
辞めました。
　趣味は、家庭菜園。ナス、トマト、スナッ
プエンドウ、パッションフルーツなどを作っ
ています。トマトはアイスレモンという黄色
の実がなるものです。ナスはなかなか難しく
て、毎年１個ぐらいしかできません。今年は
スナップエンドウがたくさんできました。
パッションフルーツも肥料と水、土との関係

がよく分からなくて、うまく作れません。
　後は、メダカを飼っています。太陽光のポ
ンプを設置して、赤土と鏡川で取ってきた石
でビオトープを作って、何とかひと冬、越し
ました。今１匹お腹が大きいので卵が産める
ようにしています。まだ餌のやり方とか、大
きくなるのかどうかも分かりませんが、休み
の日にじっと見ているとメダカが動くのが楽
しいというか、心が癒やされます。
　本は、１ヵ月１冊は読もうと思っています。
織田信長、豊臣秀吉、徳川家康、上杉謙信、
武田信玄、黒田官兵衛など、軍師系の話が好
きです。マーケティングや経済の本なども
買ってきて、たくさんの本を読むようにして
います。
　祖母からは、いろんなことを教わりまし
た。祖母は「人の一生は重荷を負うて　遠き
道を行くが如し…」という徳川家康の遺訓を
書いて掛け軸にして、孫全員に渡したものを
私の家にも飾っています。調子に乗るなよ、
一歩一歩進んでいきなさいということだと思
います。「怒ったら負け」ということもよく
言われました。また、私が「困った」という
と、祖母は「困ったということはない。天と
地がくっついたときに初めて困ったと思いな
さい」と。今でもこれらの言葉は、身に染み
て戒めています。中国の言語録「貞観政要」
も祖母からもらいました。
　会社員になってからは、山本五十六の
「やって見せ　言って聞かせて　させてみて
　褒めてやらねば人は動かじ…」この言葉を
参考にして、会社の中で、まずはやって見
せ、そして褒めるように、そういう思いを常
に持つようにしていますし、困ったときに
は、トーヨーサッシの創業者、潮田健次郎の
著書「熱意力闘」を読んで、組織経営のあり
方や経営者の考え方を再認識しています。

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ

1,530,110円

63,100円

1,593,210円

16,385円

495円

16,880円

1,546,495円

63,595円

1,610,090円

チビニコ 合　計

５月９日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
５月16日㈬　長期交換留学生レイチェルさん
　　　　　　歓迎会（得月樓）
５月23日㈬　第６回クラブ協議会
　　　　　　　現新合同（城西館）
５月30日㈬　役員会
５月30日㈬　奉仕プロジェクト研究会
　　　　　　（城西館）
６月６日㈬　委員会活動実績報告、定例理事会
６月10日㈰　野外レクリエーション
　　　　　　（西条、新居浜）
６月13日㈬　委員会活動実績報告
６月20日㈬　ガバナー補佐訪問
６月27日㈬　最終夜間例会
　　　　　　（ザ クラウンパレス）

■例会変更のお知らせ
高知中央ＲＣ　５月17日㈭　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　５月21日㈪　例会場変更
高知ＲＣ　　　５月22日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　６月７日㈭　日時計例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　６月12日㈫　17日㈰職場例会に変更
高知西ＲＣ　　６月15日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　６月18日㈪　夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　６月19日㈫　夜間例会
高知中央ＲＣ　６月21日㈭　夜間例会
高知西ＲＣ　　６月22日㈮　最終夜間例会
高知北ＲＣ　　６月25日㈪　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　６月26日㈫　あじさい夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　６月26日㈫　ロータリー休日
香長ＲＣ　　　６月26日㈫　役員交代夜間例会
高知南ＲＣ　　６月28日㈭　年度末夜間例会
高知中央ＲＣ　６月28日㈭　ロータリー休日

「私の履歴書」

◇会員スピーチ 西森　　大 会員
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　トーヨーサッシでは岡山営業所、徳島営業
所、そして米子営業所では、営業所長を拝命
しました。ここは島根県、鳥取県の半分、倉
吉市辺りをカバーする営業所で、ショールー
ム併設でしたので従業員は30名ほど。このと
きに、経営の根幹、組織経営のあり方をたた
き込まれました。私が今あるのは、ここでの
十何年間があったからだと思います。
　2003年にタイヘイに入社。2005年、グルー
プである城南設備の社長が急死。私が経営を
する立場になり、以来13年間、勉強してきま
した。当社は株式会社タイヘイ、城南タイヘ
イ、城南設備の三つのグループで、現在私
は、城南タイヘイに所属しています。タイヘ
イは外壁施工・販売、浄化槽設備、太陽光の
施設・販売。株式会社城南タイヘイは、アル
ミサッシ、上下水道。城南株式会社は、住宅

ローンの取り次ぎを行っています。総従業員
数は34名。
　私がＵターンで帰ってきて入社した当時
は、社内は乱雑で発注書もないし方針管理も
していない、倉庫も溢れている。ＰＤＣＡや
クオリティコントロールなど理論的なことも
何もやっていないといった状態でした。その
後、城南タイヘイが大赤字を発生し、ここか
ら私は企業態勢を勉強しました。社名変更、
企業再生、業種・業態の変更等々13年間、試
行錯誤を繰り返してきました。現在も、時代
のニーズに合うようなシフトにチェンジしな
がらやっています。そして、今後はタイヘイ
グループとして「人づくり、ものづくり、人
をつくってくれる人づくり」の３本の矢でシ
ナジー効果を上げるように対応していこうと
考えています。

◇出席率報告

 ● 石川　健　８クラブ合同夜間例会にて、フ
ラダンスを女性３名、男性４名で出演しまし
た。私がどうも足をひっぱり“まずまずで
賞”でした。残念。賞金はニコニコへ。
 ● 土居祐三　例会、あと７回！
 ● 沖　卓史　誕生祝い並びに入会記念祝いあ
りがとうございました。しかし、今年は最悪
の誕生日となりました。４月30日、起立性低
血圧のため、一瞬気を失いコンクリート地面
に転倒し、頭部打撲。その後、肩から両肩に
鉛がのった感じで、ピリピリビリビリ痛く、
首が回りません。検査の結果、第５、６頸椎
の間の脊髄がかなり圧迫されており、今度頭
を打ったら脊髄損傷（四肢麻痺）の危険性が
あると言われました。併せて後縦靱帯骨化症
もみつかり、難病患者の仲間入りとなりまし
た。PS.５日の久会コンペに参加していただ
いた皆さま、どうもありがとうございまし
た。
 ● 西山忠利　会員増強委員会よりのお願い。
現在１名減、よろしく。
 ● 窪田満里子　久会コンペ主人が参加させて

いただき、またゴルフ仲間までいっしょに参
加させていただきありがとうございました。
先生のおけがは大変でしたね。大したことな
かって良かったです。
 ● 西森　大　本日はありがとうございます。
時間どおり終わりました。
 ● 別役修平　プレゼントありがとうございま
す。５月10日で満70歳になります。５月はど
ういうわけか８回もゴルフがあり、本日１回
プラスとなったので９回となりました。新記
録なので身体がもつか心配です。
 ● 髙橋卓弥　妻ともども誕生日祝いありがと
うございました。
 ● 松野宏司　誕生祝いをいただきました。あ
りがとうございました。
 ● 西村美香　誕生日のお祝いありがとうござ
います。ぎりぎりアラフォー世代ですが、子
どもがまだまだ小さいので、健康に気を付け
て頑張ります。
 ● 岡　今朝男　家内の誕生祝いありがとうご
ざいます。
 ● 鬼田知明　西森大さん、本日は卓話いただ
きありがとうございました。結婚記念のお
礼、ありがとうございました。
 ● 中越貴宣　結婚記念日のお祝いありがとう
ございます。
 ● 近森範久　入会記念ありがとうございまし
た。やっと２年が経ちました。
 ● サロンイースト協力金として　いつもあり
がとうございます。

５月９日

４月24日

総数
－4 56
－9 56

出席
45
27

欠席
0
0

メイク
アップ HC出席率

80.36％

48.21％

出席率
100％

100％

7
20

４月11日 －7 56 38 0 67.86％ 100％11

事務局・河野さん
「フィレンツェのワンコ Vol.3」

事務局・河野さん
「フィレンツェのワンコ Vol.3」
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本日　５月16日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「青少年奉仕委員会よりの報告」

青少年奉仕委員会 別役　重具 会員

次週　５月23日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「私の履歴書」

西村　美香 会員

第2376回　例会報告／平成30年５月９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。
お久しぶりです。４月18
日以来の通常例会です。
４月24日は８クラブ合同
夜間例会で、我がクラブ
からは27名が出席しまし

た。クラブ対抗の隠し芸大会が行われ、我が
クラブは忘年会で披露したフラダンスをしま
した。優勝は高知南ＲＣのしばてん踊りでし
た。我がクラブは女性３名、男性４名でのダ
ンスで優勝を狙ったのですが、一人どうして
もテンポが合わない者（私なんですが）がい
て、“まずまずで賞”をいただきました。出
席をしていただいた皆さんにはお礼申し上げ
ます。
　４月18日に続いて情報集会の報告をさせて
いただきます。
・会社員のときは指示に従い、社長になって

からは指示を出す立場になった。ロータリ
　ーでは横並びの感じを学んで、部下への接

し方が変わった。
・会社を継いだときは大変な状態だった。

ロータリーはストレス解消と枠にとらわれ
ない団体と思っていた。以前は出席をしな
ければならないという義務感が強かったが、
今はそうではない。30分前に来て、毎回違

う人の横に座って勉強させていただいてい
る。卓話でも未知の分野の話が聞けて自身
の視野が広がった。仲間意識が湧いてきて、
気持ちが安らかになり余裕も出てきた。

・人との接し方を学んだ。ロータリーは人生
の道場。職場の上下関係と異なり、フラッ
トの会員同士の中で、自分の立つ位置を見
つけていく。ロータリーでの経験のお陰で
仕事のどんな場面でも物怖じすることがな
くなった。

・自分から積極的に与えていかないと与えら
れない。自分が積極的にロータリー活動を
することで、人脈が広がり、ひいては自分
の仕事にもつながっていく。

・言葉づかいを言い切る形から少し柔らかい
表現をするようになった。

・仕事をしていることが職業奉仕であると思
うことで、心に少し余裕ができた。イライ
ラや怒りが減って、人間が丸くなった。

　２週にわたって報告をしましたが、まだこ
の３倍ちかい意見があります。副会長、副幹
事にはお渡ししてありますので、次年度にも
生かして欲しいと思います。
　本日の卓話は、西森　大会員の「私の履歴
書」です。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST
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◇親睦委員会より
　野外レクレーションの日程変更とお詫びを
させていただきます。５月27日に予定してい
ましたが、参加人数が少ないため日程を変更
いたします。５月27日に出席のお返事をいた
だいていた会員、ご家族の皆さまにはお詫び
を申し上げます。新しい日程は６月10日㈰、
高知駅北口バスターミナル８時集合。行程は
同じです。できるだけ多くの方の参加をお願
いします。
　趣味の集いのゴルフについては、今年度２
回開催しましたが、今後の予定がつかないた
め、この２回で終わりにさせていただきます
のでよろしくお願いします。
◇会員増強・退会防止委員会より
　残るところあと50日です。現在、期首より
１名減ですが、宇津木さんの後任が６月に入
会されるとのことで、プラスマイナス０にな
ります。石川会長の目標は４名です。
　先日のアンケートでは、たくさんの方から
候補者が挙がっています。７月になっても構
いませんので、候補者にはぜひお話をして入
会を勧めていただきたいと思います。どうか
よろしくお願いいたします。
◇国際奉仕委員会より
・５月16日18時半から得月樓で、長期交換留

学生のレイチェルさんの歓迎会を行いま
す。現在15名の参加ですが、皆さん、でき
る限り参加をお願いします。

・2018－19年度の短期交換留学生ホストファ
ミリーの募集をしています。締切は６月１
日です。受け入れは７月10日から14日。当
クラブでは２家族に受け入れをお願いしま
す。

・５月30日18時半から城西館で、ロータリー
奉仕プロジェクト研究会を開催します。多
くの出席をお願いします。

◇５月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　髙橋　卓弥
　沖　　卓史
　別役　修平
　松野　宏司
　西村　美香
 ● 配偶者誕生日
　岡　　倫子　　髙橋　和加
 ● 家庭記念日
　別役　重具　　山村　一正　　中越　貴宣
　鬼田　知明
 ● 入会記念日
　沖　　卓史　　近森　範久　　別役　重具
◇会　長　報　告
・竹村会員のお父様が亡くなられ、お通夜が

５月10日18時から告別式は５月11日13時か
らです。謹んでお悔やみ申し上げます。

・４月30日から長期交換留学生のレイチェル
　・リントンさんが我が家に来ています。４

家族目ですので、日本語はぺらぺら。英語
の全く喋れない私と家内は助かっています。
６月24日に帰国予定です。

◇幹　事　報　告
・先日、ご栄転された第一生命の宇津木さん

からお礼状が来ています。
・今年度の事業報告書を今日までということ

で、各委員長さんにお願いしていますが、
まだ半分程度しか来ていません。クラブ計
画書に記載する都合もありますので、今週
中に私までメールのワード形式でお願いし
ます。

・本日例会終了後、定例理事会を行います。
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　私は1967年高知市で生まれ、現在50歳です。
西部中学校、小津高校と進み、本来は、関西
あるいは関東の大学に行きたかったのですが、
受験が嫌で、山口県の徳山市にある徳山大学
に入学。「海賊と呼ばれた男」の出光興産の
創業者、出光佐三が資本提供をして創った大
学です。大学卒業後、トーヨーサッシ（現
LIXILトステム）に入社。2003年に退社後、
株式会社タイヘイに入社。現在は城南タイヘ
イトーヨー住器の取締役をしています。
　家族は４人。子どもは２人で小学校２年生
と中学校１年生、２人ともサッカーをしてい
ます。上はゴールキーパー、下はストライ
カーで元気にやっています。
　中学時代は軟式テニス部、高校は器械体操
部。県立高校では器械体操部は１部と２部に
分かれており、１部は全種目、２部は部門。
私は床運動と跳馬。後方伸身宙返りやひねり
を加える、抱え込みなどはできませんが、
バック転を連続して最終的に伸身宙返りと
いったことはしていました。今でもバック転
ぐらいは人に教えることができます。
　大学ではヨット部。470級という４ｍ70cm
のもので、運転する人はスキッパー、操る人
はクルー。１年生で入ったときはクルーで、
ハーネスを付けて外に出てセールを左右動か
します。外に出るのは迫力があって勇気が要
ります。マストの高さは５ｍ70cm、海と海
の間を帆走しますが、怖かったので１年半で
辞めました。
　趣味は、家庭菜園。ナス、トマト、スナッ
プエンドウ、パッションフルーツなどを作っ
ています。トマトはアイスレモンという黄色
の実がなるものです。ナスはなかなか難しく
て、毎年１個ぐらいしかできません。今年は
スナップエンドウがたくさんできました。
パッションフルーツも肥料と水、土との関係

がよく分からなくて、うまく作れません。
　後は、メダカを飼っています。太陽光のポ
ンプを設置して、赤土と鏡川で取ってきた石
でビオトープを作って、何とかひと冬、越し
ました。今１匹お腹が大きいので卵が産める
ようにしています。まだ餌のやり方とか、大
きくなるのかどうかも分かりませんが、休み
の日にじっと見ているとメダカが動くのが楽
しいというか、心が癒やされます。
　本は、１ヵ月１冊は読もうと思っています。
織田信長、豊臣秀吉、徳川家康、上杉謙信、
武田信玄、黒田官兵衛など、軍師系の話が好
きです。マーケティングや経済の本なども
買ってきて、たくさんの本を読むようにして
います。
　祖母からは、いろんなことを教わりまし
た。祖母は「人の一生は重荷を負うて　遠き
道を行くが如し…」という徳川家康の遺訓を
書いて掛け軸にして、孫全員に渡したものを
私の家にも飾っています。調子に乗るなよ、
一歩一歩進んでいきなさいということだと思
います。「怒ったら負け」ということもよく
言われました。また、私が「困った」という
と、祖母は「困ったということはない。天と
地がくっついたときに初めて困ったと思いな
さい」と。今でもこれらの言葉は、身に染み
て戒めています。中国の言語録「貞観政要」
も祖母からもらいました。
　会社員になってからは、山本五十六の
「やって見せ　言って聞かせて　させてみて
　褒めてやらねば人は動かじ…」この言葉を
参考にして、会社の中で、まずはやって見
せ、そして褒めるように、そういう思いを常
に持つようにしていますし、困ったときに
は、トーヨーサッシの創業者、潮田健次郎の
著書「熱意力闘」を読んで、組織経営のあり
方や経営者の考え方を再認識しています。

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ

1,530,110円

63,100円

1,593,210円

16,385円

495円

16,880円

1,546,495円

63,595円

1,610,090円

チビニコ 合　計

５月９日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
５月16日㈬　長期交換留学生レイチェルさん
　　　　　　歓迎会（得月樓）
５月23日㈬　第６回クラブ協議会
　　　　　　　現新合同（城西館）
５月30日㈬　役員会
５月30日㈬　奉仕プロジェクト研究会
　　　　　　（城西館）
６月６日㈬　委員会活動実績報告、定例理事会
６月10日㈰　野外レクリエーション
　　　　　　（西条、新居浜）
６月13日㈬　委員会活動実績報告
６月20日㈬　ガバナー補佐訪問
６月27日㈬　最終夜間例会
　　　　　　（ザ クラウンパレス）

■例会変更のお知らせ
高知中央ＲＣ　５月17日㈭　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　５月21日㈪　例会場変更
高知ＲＣ　　　５月22日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　６月７日㈭　日時計例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　６月12日㈫　17日㈰職場例会に変更
高知西ＲＣ　　６月15日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　６月18日㈪　夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　６月19日㈫　夜間例会
高知中央ＲＣ　６月21日㈭　夜間例会
高知西ＲＣ　　６月22日㈮　最終夜間例会
高知北ＲＣ　　６月25日㈪　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　６月26日㈫　あじさい夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　６月26日㈫　ロータリー休日
香長ＲＣ　　　６月26日㈫　役員交代夜間例会
高知南ＲＣ　　６月28日㈭　年度末夜間例会
高知中央ＲＣ　６月28日㈭　ロータリー休日

「私の履歴書」

◇会員スピーチ 西森　　大 会員
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　トーヨーサッシでは岡山営業所、徳島営業
所、そして米子営業所では、営業所長を拝命
しました。ここは島根県、鳥取県の半分、倉
吉市辺りをカバーする営業所で、ショールー
ム併設でしたので従業員は30名ほど。このと
きに、経営の根幹、組織経営のあり方をたた
き込まれました。私が今あるのは、ここでの
十何年間があったからだと思います。
　2003年にタイヘイに入社。2005年、グルー
プである城南設備の社長が急死。私が経営を
する立場になり、以来13年間、勉強してきま
した。当社は株式会社タイヘイ、城南タイヘ
イ、城南設備の三つのグループで、現在私
は、城南タイヘイに所属しています。タイヘ
イは外壁施工・販売、浄化槽設備、太陽光の
施設・販売。株式会社城南タイヘイは、アル
ミサッシ、上下水道。城南株式会社は、住宅

ローンの取り次ぎを行っています。総従業員
数は34名。
　私がＵターンで帰ってきて入社した当時
は、社内は乱雑で発注書もないし方針管理も
していない、倉庫も溢れている。ＰＤＣＡや
クオリティコントロールなど理論的なことも
何もやっていないといった状態でした。その
後、城南タイヘイが大赤字を発生し、ここか
ら私は企業態勢を勉強しました。社名変更、
企業再生、業種・業態の変更等々13年間、試
行錯誤を繰り返してきました。現在も、時代
のニーズに合うようなシフトにチェンジしな
がらやっています。そして、今後はタイヘイ
グループとして「人づくり、ものづくり、人
をつくってくれる人づくり」の３本の矢でシ
ナジー効果を上げるように対応していこうと
考えています。

◇出席率報告

 ● 石川　健　８クラブ合同夜間例会にて、フ
ラダンスを女性３名、男性４名で出演しまし
た。私がどうも足をひっぱり“まずまずで
賞”でした。残念。賞金はニコニコへ。
 ● 土居祐三　例会、あと７回！
 ● 沖　卓史　誕生祝い並びに入会記念祝いあ
りがとうございました。しかし、今年は最悪
の誕生日となりました。４月30日、起立性低
血圧のため、一瞬気を失いコンクリート地面
に転倒し、頭部打撲。その後、肩から両肩に
鉛がのった感じで、ピリピリビリビリ痛く、
首が回りません。検査の結果、第５、６頸椎
の間の脊髄がかなり圧迫されており、今度頭
を打ったら脊髄損傷（四肢麻痺）の危険性が
あると言われました。併せて後縦靱帯骨化症
もみつかり、難病患者の仲間入りとなりまし
た。PS.５日の久会コンペに参加していただ
いた皆さま、どうもありがとうございまし
た。
 ● 西山忠利　会員増強委員会よりのお願い。
現在１名減、よろしく。
 ● 窪田満里子　久会コンペ主人が参加させて

いただき、またゴルフ仲間までいっしょに参
加させていただきありがとうございました。
先生のおけがは大変でしたね。大したことな
かって良かったです。
 ● 西森　大　本日はありがとうございます。
時間どおり終わりました。
 ● 別役修平　プレゼントありがとうございま
す。５月10日で満70歳になります。５月はど
ういうわけか８回もゴルフがあり、本日１回
プラスとなったので９回となりました。新記
録なので身体がもつか心配です。
 ● 髙橋卓弥　妻ともども誕生日祝いありがと
うございました。
 ● 松野宏司　誕生祝いをいただきました。あ
りがとうございました。
 ● 西村美香　誕生日のお祝いありがとうござ
います。ぎりぎりアラフォー世代ですが、子
どもがまだまだ小さいので、健康に気を付け
て頑張ります。
 ● 岡　今朝男　家内の誕生祝いありがとうご
ざいます。
 ● 鬼田知明　西森大さん、本日は卓話いただ
きありがとうございました。結婚記念のお
礼、ありがとうございました。
 ● 中越貴宣　結婚記念日のお祝いありがとう
ございます。
 ● 近森範久　入会記念ありがとうございまし
た。やっと２年が経ちました。
 ● サロンイースト協力金として　いつもあり
がとうございます。

５月９日

４月24日

総数
－4 56
－9 56

出席
45
27

欠席
0
0

メイク
アップ HC出席率

80.36％

48.21％

出席率
100％

100％

7
20

４月11日 －7 56 38 0 67.86％ 100％11

事務局・河野さん
「フィレンツェのワンコ Vol.3」

事務局・河野さん
「フィレンツェのワンコ Vol.3」
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本日　５月16日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「青少年奉仕委員会よりの報告」

青少年奉仕委員会 別役　重具 会員

次週　５月23日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「私の履歴書」

西村　美香 会員

第2376回　例会報告／平成30年５月９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。
お久しぶりです。４月18
日以来の通常例会です。
４月24日は８クラブ合同
夜間例会で、我がクラブ
からは27名が出席しまし

た。クラブ対抗の隠し芸大会が行われ、我が
クラブは忘年会で披露したフラダンスをしま
した。優勝は高知南ＲＣのしばてん踊りでし
た。我がクラブは女性３名、男性４名でのダ
ンスで優勝を狙ったのですが、一人どうして
もテンポが合わない者（私なんですが）がい
て、“まずまずで賞”をいただきました。出
席をしていただいた皆さんにはお礼申し上げ
ます。
　４月18日に続いて情報集会の報告をさせて
いただきます。
・会社員のときは指示に従い、社長になって

からは指示を出す立場になった。ロータリ
　ーでは横並びの感じを学んで、部下への接

し方が変わった。
・会社を継いだときは大変な状態だった。

ロータリーはストレス解消と枠にとらわれ
ない団体と思っていた。以前は出席をしな
ければならないという義務感が強かったが、
今はそうではない。30分前に来て、毎回違

う人の横に座って勉強させていただいてい
る。卓話でも未知の分野の話が聞けて自身
の視野が広がった。仲間意識が湧いてきて、
気持ちが安らかになり余裕も出てきた。

・人との接し方を学んだ。ロータリーは人生
の道場。職場の上下関係と異なり、フラッ
トの会員同士の中で、自分の立つ位置を見
つけていく。ロータリーでの経験のお陰で
仕事のどんな場面でも物怖じすることがな
くなった。

・自分から積極的に与えていかないと与えら
れない。自分が積極的にロータリー活動を
することで、人脈が広がり、ひいては自分
の仕事にもつながっていく。

・言葉づかいを言い切る形から少し柔らかい
表現をするようになった。

・仕事をしていることが職業奉仕であると思
うことで、心に少し余裕ができた。イライ
ラや怒りが減って、人間が丸くなった。

　２週にわたって報告をしましたが、まだこ
の３倍ちかい意見があります。副会長、副幹
事にはお渡ししてありますので、次年度にも
生かして欲しいと思います。
　本日の卓話は、西森　大会員の「私の履歴
書」です。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST
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●会長／石川　健　●幹事／土居祐三　●雑誌会報委員／髙橋卓弥・宇津木達也・西森良文
●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１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

◇親睦委員会より
　野外レクレーションの日程変更とお詫びを
させていただきます。５月27日に予定してい
ましたが、参加人数が少ないため日程を変更
いたします。５月27日に出席のお返事をいた
だいていた会員、ご家族の皆さまにはお詫び
を申し上げます。新しい日程は６月10日㈰、
高知駅北口バスターミナル８時集合。行程は
同じです。できるだけ多くの方の参加をお願
いします。
　趣味の集いのゴルフについては、今年度２
回開催しましたが、今後の予定がつかないた
め、この２回で終わりにさせていただきます
のでよろしくお願いします。
◇会員増強・退会防止委員会より
　残るところあと50日です。現在、期首より
１名減ですが、宇津木さんの後任が６月に入
会されるとのことで、プラスマイナス０にな
ります。石川会長の目標は４名です。
　先日のアンケートでは、たくさんの方から
候補者が挙がっています。７月になっても構
いませんので、候補者にはぜひお話をして入
会を勧めていただきたいと思います。どうか
よろしくお願いいたします。
◇国際奉仕委員会より
・５月16日18時半から得月樓で、長期交換留

学生のレイチェルさんの歓迎会を行いま
す。現在15名の参加ですが、皆さん、でき
る限り参加をお願いします。

・2018－19年度の短期交換留学生ホストファ
ミリーの募集をしています。締切は６月１
日です。受け入れは７月10日から14日。当
クラブでは２家族に受け入れをお願いしま
す。

・５月30日18時半から城西館で、ロータリー
奉仕プロジェクト研究会を開催します。多
くの出席をお願いします。

◇５月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　髙橋　卓弥
　沖　　卓史
　別役　修平
　松野　宏司
　西村　美香
 ● 配偶者誕生日
　岡　　倫子　　髙橋　和加
 ● 家庭記念日
　別役　重具　　山村　一正　　中越　貴宣
　鬼田　知明
 ● 入会記念日
　沖　　卓史　　近森　範久　　別役　重具
◇会　長　報　告
・竹村会員のお父様が亡くなられ、お通夜が

５月10日18時から告別式は５月11日13時か
らです。謹んでお悔やみ申し上げます。

・４月30日から長期交換留学生のレイチェル
　・リントンさんが我が家に来ています。４

家族目ですので、日本語はぺらぺら。英語
の全く喋れない私と家内は助かっています。
６月24日に帰国予定です。

◇幹　事　報　告
・先日、ご栄転された第一生命の宇津木さん

からお礼状が来ています。
・今年度の事業報告書を今日までということ

で、各委員長さんにお願いしていますが、
まだ半分程度しか来ていません。クラブ計
画書に記載する都合もありますので、今週
中に私までメールのワード形式でお願いし
ます。

・本日例会終了後、定例理事会を行います。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

　私は1967年高知市で生まれ、現在50歳です。
西部中学校、小津高校と進み、本来は、関西
あるいは関東の大学に行きたかったのですが、
受験が嫌で、山口県の徳山市にある徳山大学
に入学。「海賊と呼ばれた男」の出光興産の
創業者、出光佐三が資本提供をして創った大
学です。大学卒業後、トーヨーサッシ（現
LIXILトステム）に入社。2003年に退社後、
株式会社タイヘイに入社。現在は城南タイヘ
イトーヨー住器の取締役をしています。
　家族は４人。子どもは２人で小学校２年生
と中学校１年生、２人ともサッカーをしてい
ます。上はゴールキーパー、下はストライ
カーで元気にやっています。
　中学時代は軟式テニス部、高校は器械体操
部。県立高校では器械体操部は１部と２部に
分かれており、１部は全種目、２部は部門。
私は床運動と跳馬。後方伸身宙返りやひねり
を加える、抱え込みなどはできませんが、
バック転を連続して最終的に伸身宙返りと
いったことはしていました。今でもバック転
ぐらいは人に教えることができます。
　大学ではヨット部。470級という４ｍ70cm
のもので、運転する人はスキッパー、操る人
はクルー。１年生で入ったときはクルーで、
ハーネスを付けて外に出てセールを左右動か
します。外に出るのは迫力があって勇気が要
ります。マストの高さは５ｍ70cm、海と海
の間を帆走しますが、怖かったので１年半で
辞めました。
　趣味は、家庭菜園。ナス、トマト、スナッ
プエンドウ、パッションフルーツなどを作っ
ています。トマトはアイスレモンという黄色
の実がなるものです。ナスはなかなか難しく
て、毎年１個ぐらいしかできません。今年は
スナップエンドウがたくさんできました。
パッションフルーツも肥料と水、土との関係

がよく分からなくて、うまく作れません。
　後は、メダカを飼っています。太陽光のポ
ンプを設置して、赤土と鏡川で取ってきた石
でビオトープを作って、何とかひと冬、越し
ました。今１匹お腹が大きいので卵が産める
ようにしています。まだ餌のやり方とか、大
きくなるのかどうかも分かりませんが、休み
の日にじっと見ているとメダカが動くのが楽
しいというか、心が癒やされます。
　本は、１ヵ月１冊は読もうと思っています。
織田信長、豊臣秀吉、徳川家康、上杉謙信、
武田信玄、黒田官兵衛など、軍師系の話が好
きです。マーケティングや経済の本なども
買ってきて、たくさんの本を読むようにして
います。
　祖母からは、いろんなことを教わりまし
た。祖母は「人の一生は重荷を負うて　遠き
道を行くが如し…」という徳川家康の遺訓を
書いて掛け軸にして、孫全員に渡したものを
私の家にも飾っています。調子に乗るなよ、
一歩一歩進んでいきなさいということだと思
います。「怒ったら負け」ということもよく
言われました。また、私が「困った」という
と、祖母は「困ったということはない。天と
地がくっついたときに初めて困ったと思いな
さい」と。今でもこれらの言葉は、身に染み
て戒めています。中国の言語録「貞観政要」
も祖母からもらいました。
　会社員になってからは、山本五十六の
「やって見せ　言って聞かせて　させてみて
　褒めてやらねば人は動かじ…」この言葉を
参考にして、会社の中で、まずはやって見
せ、そして褒めるように、そういう思いを常
に持つようにしていますし、困ったときに
は、トーヨーサッシの創業者、潮田健次郎の
著書「熱意力闘」を読んで、組織経営のあり
方や経営者の考え方を再認識しています。

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ

1,530,110円

63,100円

1,593,210円

16,385円

495円

16,880円

1,546,495円

63,595円

1,610,090円

チビニコ 合　計

５月９日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
５月16日㈬　長期交換留学生レイチェルさん
　　　　　　歓迎会（得月樓）
５月23日㈬　第６回クラブ協議会
　　　　　　　現新合同（城西館）
５月30日㈬　役員会
５月30日㈬　奉仕プロジェクト研究会
　　　　　　（城西館）
６月６日㈬　委員会活動実績報告、定例理事会
６月10日㈰　野外レクリエーション
　　　　　　（西条、新居浜）
６月13日㈬　委員会活動実績報告
６月20日㈬　ガバナー補佐訪問
６月27日㈬　最終夜間例会
　　　　　　（ザ クラウンパレス）

■例会変更のお知らせ
高知中央ＲＣ　５月17日㈭　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　５月21日㈪　例会場変更
高知ＲＣ　　　５月22日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　６月７日㈭　日時計例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　６月12日㈫　17日㈰職場例会に変更
高知西ＲＣ　　６月15日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　６月18日㈪　夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　６月19日㈫　夜間例会
高知中央ＲＣ　６月21日㈭　夜間例会
高知西ＲＣ　　６月22日㈮　最終夜間例会
高知北ＲＣ　　６月25日㈪　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　６月26日㈫　あじさい夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　６月26日㈫　ロータリー休日
香長ＲＣ　　　６月26日㈫　役員交代夜間例会
高知南ＲＣ　　６月28日㈭　年度末夜間例会
高知中央ＲＣ　６月28日㈭　ロータリー休日

「私の履歴書」

◇会員スピーチ 西森　　大 会員
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　トーヨーサッシでは岡山営業所、徳島営業
所、そして米子営業所では、営業所長を拝命
しました。ここは島根県、鳥取県の半分、倉
吉市辺りをカバーする営業所で、ショールー
ム併設でしたので従業員は30名ほど。このと
きに、経営の根幹、組織経営のあり方をたた
き込まれました。私が今あるのは、ここでの
十何年間があったからだと思います。
　2003年にタイヘイに入社。2005年、グルー
プである城南設備の社長が急死。私が経営を
する立場になり、以来13年間、勉強してきま
した。当社は株式会社タイヘイ、城南タイヘ
イ、城南設備の三つのグループで、現在私
は、城南タイヘイに所属しています。タイヘ
イは外壁施工・販売、浄化槽設備、太陽光の
施設・販売。株式会社城南タイヘイは、アル
ミサッシ、上下水道。城南株式会社は、住宅

ローンの取り次ぎを行っています。総従業員
数は34名。
　私がＵターンで帰ってきて入社した当時
は、社内は乱雑で発注書もないし方針管理も
していない、倉庫も溢れている。ＰＤＣＡや
クオリティコントロールなど理論的なことも
何もやっていないといった状態でした。その
後、城南タイヘイが大赤字を発生し、ここか
ら私は企業態勢を勉強しました。社名変更、
企業再生、業種・業態の変更等々13年間、試
行錯誤を繰り返してきました。現在も、時代
のニーズに合うようなシフトにチェンジしな
がらやっています。そして、今後はタイヘイ
グループとして「人づくり、ものづくり、人
をつくってくれる人づくり」の３本の矢でシ
ナジー効果を上げるように対応していこうと
考えています。

◇出席率報告

 ● 石川　健　８クラブ合同夜間例会にて、フ
ラダンスを女性３名、男性４名で出演しまし
た。私がどうも足をひっぱり“まずまずで
賞”でした。残念。賞金はニコニコへ。
 ● 土居祐三　例会、あと７回！
 ● 沖　卓史　誕生祝い並びに入会記念祝いあ
りがとうございました。しかし、今年は最悪
の誕生日となりました。４月30日、起立性低
血圧のため、一瞬気を失いコンクリート地面
に転倒し、頭部打撲。その後、肩から両肩に
鉛がのった感じで、ピリピリビリビリ痛く、
首が回りません。検査の結果、第５、６頸椎
の間の脊髄がかなり圧迫されており、今度頭
を打ったら脊髄損傷（四肢麻痺）の危険性が
あると言われました。併せて後縦靱帯骨化症
もみつかり、難病患者の仲間入りとなりまし
た。PS.５日の久会コンペに参加していただ
いた皆さま、どうもありがとうございまし
た。
 ● 西山忠利　会員増強委員会よりのお願い。
現在１名減、よろしく。
 ● 窪田満里子　久会コンペ主人が参加させて

いただき、またゴルフ仲間までいっしょに参
加させていただきありがとうございました。
先生のおけがは大変でしたね。大したことな
かって良かったです。
 ● 西森　大　本日はありがとうございます。
時間どおり終わりました。
 ● 別役修平　プレゼントありがとうございま
す。５月10日で満70歳になります。５月はど
ういうわけか８回もゴルフがあり、本日１回
プラスとなったので９回となりました。新記
録なので身体がもつか心配です。
 ● 髙橋卓弥　妻ともども誕生日祝いありがと
うございました。
 ● 松野宏司　誕生祝いをいただきました。あ
りがとうございました。
 ● 西村美香　誕生日のお祝いありがとうござ
います。ぎりぎりアラフォー世代ですが、子
どもがまだまだ小さいので、健康に気を付け
て頑張ります。
 ● 岡　今朝男　家内の誕生祝いありがとうご
ざいます。
 ● 鬼田知明　西森大さん、本日は卓話いただ
きありがとうございました。結婚記念のお
礼、ありがとうございました。
 ● 中越貴宣　結婚記念日のお祝いありがとう
ございます。
 ● 近森範久　入会記念ありがとうございまし
た。やっと２年が経ちました。
 ● サロンイースト協力金として　いつもあり
がとうございます。

５月９日

４月24日

総数
－4 56
－9 56

出席
45
27

欠席
0
0

メイク
アップ HC出席率

80.36％

48.21％

出席率
100％

100％

7
20

４月11日 －7 56 38 0 67.86％ 100％11

事務局・河野さん
「フィレンツェのワンコ Vol.3」

事務局・河野さん
「フィレンツェのワンコ Vol.3」
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本日　５月16日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「青少年奉仕委員会よりの報告」

青少年奉仕委員会 別役　重具 会員

次週　５月23日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「私の履歴書」

西村　美香 会員

第2376回　例会報告／平成30年５月９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。
お久しぶりです。４月18
日以来の通常例会です。
４月24日は８クラブ合同
夜間例会で、我がクラブ
からは27名が出席しまし

た。クラブ対抗の隠し芸大会が行われ、我が
クラブは忘年会で披露したフラダンスをしま
した。優勝は高知南ＲＣのしばてん踊りでし
た。我がクラブは女性３名、男性４名でのダ
ンスで優勝を狙ったのですが、一人どうして
もテンポが合わない者（私なんですが）がい
て、“まずまずで賞”をいただきました。出
席をしていただいた皆さんにはお礼申し上げ
ます。
　４月18日に続いて情報集会の報告をさせて
いただきます。
・会社員のときは指示に従い、社長になって

からは指示を出す立場になった。ロータリ
　ーでは横並びの感じを学んで、部下への接

し方が変わった。
・会社を継いだときは大変な状態だった。

ロータリーはストレス解消と枠にとらわれ
ない団体と思っていた。以前は出席をしな
ければならないという義務感が強かったが、
今はそうではない。30分前に来て、毎回違

う人の横に座って勉強させていただいてい
る。卓話でも未知の分野の話が聞けて自身
の視野が広がった。仲間意識が湧いてきて、
気持ちが安らかになり余裕も出てきた。

・人との接し方を学んだ。ロータリーは人生
の道場。職場の上下関係と異なり、フラッ
トの会員同士の中で、自分の立つ位置を見
つけていく。ロータリーでの経験のお陰で
仕事のどんな場面でも物怖じすることがな
くなった。

・自分から積極的に与えていかないと与えら
れない。自分が積極的にロータリー活動を
することで、人脈が広がり、ひいては自分
の仕事にもつながっていく。

・言葉づかいを言い切る形から少し柔らかい
表現をするようになった。

・仕事をしていることが職業奉仕であると思
うことで、心に少し余裕ができた。イライ
ラや怒りが減って、人間が丸くなった。

　２週にわたって報告をしましたが、まだこ
の３倍ちかい意見があります。副会長、副幹
事にはお渡ししてありますので、次年度にも
生かして欲しいと思います。
　本日の卓話は、西森　大会員の「私の履歴
書」です。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST
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●会長／石川　健　●幹事／土居祐三　●雑誌会報委員／髙橋卓弥・宇津木達也・西森良文
●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１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

◇親睦委員会より
　野外レクレーションの日程変更とお詫びを
させていただきます。５月27日に予定してい
ましたが、参加人数が少ないため日程を変更
いたします。５月27日に出席のお返事をいた
だいていた会員、ご家族の皆さまにはお詫び
を申し上げます。新しい日程は６月10日㈰、
高知駅北口バスターミナル８時集合。行程は
同じです。できるだけ多くの方の参加をお願
いします。
　趣味の集いのゴルフについては、今年度２
回開催しましたが、今後の予定がつかないた
め、この２回で終わりにさせていただきます
のでよろしくお願いします。
◇会員増強・退会防止委員会より
　残るところあと50日です。現在、期首より
１名減ですが、宇津木さんの後任が６月に入
会されるとのことで、プラスマイナス０にな
ります。石川会長の目標は４名です。
　先日のアンケートでは、たくさんの方から
候補者が挙がっています。７月になっても構
いませんので、候補者にはぜひお話をして入
会を勧めていただきたいと思います。どうか
よろしくお願いいたします。
◇国際奉仕委員会より
・５月16日18時半から得月樓で、長期交換留

学生のレイチェルさんの歓迎会を行いま
す。現在15名の参加ですが、皆さん、でき
る限り参加をお願いします。

・2018－19年度の短期交換留学生ホストファ
ミリーの募集をしています。締切は６月１
日です。受け入れは７月10日から14日。当
クラブでは２家族に受け入れをお願いしま
す。

・５月30日18時半から城西館で、ロータリー
奉仕プロジェクト研究会を開催します。多
くの出席をお願いします。

◇５月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　髙橋　卓弥
　沖　　卓史
　別役　修平
　松野　宏司
　西村　美香
 ● 配偶者誕生日
　岡　　倫子　　髙橋　和加
 ● 家庭記念日
　別役　重具　　山村　一正　　中越　貴宣
　鬼田　知明
 ● 入会記念日
　沖　　卓史　　近森　範久　　別役　重具
◇会　長　報　告
・竹村会員のお父様が亡くなられ、お通夜が

５月10日18時から告別式は５月11日13時か
らです。謹んでお悔やみ申し上げます。

・４月30日から長期交換留学生のレイチェル
　・リントンさんが我が家に来ています。４

家族目ですので、日本語はぺらぺら。英語
の全く喋れない私と家内は助かっています。
６月24日に帰国予定です。

◇幹　事　報　告
・先日、ご栄転された第一生命の宇津木さん

からお礼状が来ています。
・今年度の事業報告書を今日までということ

で、各委員長さんにお願いしていますが、
まだ半分程度しか来ていません。クラブ計
画書に記載する都合もありますので、今週
中に私までメールのワード形式でお願いし
ます。

・本日例会終了後、定例理事会を行います。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

　私は1967年高知市で生まれ、現在50歳です。
西部中学校、小津高校と進み、本来は、関西
あるいは関東の大学に行きたかったのですが、
受験が嫌で、山口県の徳山市にある徳山大学
に入学。「海賊と呼ばれた男」の出光興産の
創業者、出光佐三が資本提供をして創った大
学です。大学卒業後、トーヨーサッシ（現
LIXILトステム）に入社。2003年に退社後、
株式会社タイヘイに入社。現在は城南タイヘ
イトーヨー住器の取締役をしています。
　家族は４人。子どもは２人で小学校２年生
と中学校１年生、２人ともサッカーをしてい
ます。上はゴールキーパー、下はストライ
カーで元気にやっています。
　中学時代は軟式テニス部、高校は器械体操
部。県立高校では器械体操部は１部と２部に
分かれており、１部は全種目、２部は部門。
私は床運動と跳馬。後方伸身宙返りやひねり
を加える、抱え込みなどはできませんが、
バック転を連続して最終的に伸身宙返りと
いったことはしていました。今でもバック転
ぐらいは人に教えることができます。
　大学ではヨット部。470級という４ｍ70cm
のもので、運転する人はスキッパー、操る人
はクルー。１年生で入ったときはクルーで、
ハーネスを付けて外に出てセールを左右動か
します。外に出るのは迫力があって勇気が要
ります。マストの高さは５ｍ70cm、海と海
の間を帆走しますが、怖かったので１年半で
辞めました。
　趣味は、家庭菜園。ナス、トマト、スナッ
プエンドウ、パッションフルーツなどを作っ
ています。トマトはアイスレモンという黄色
の実がなるものです。ナスはなかなか難しく
て、毎年１個ぐらいしかできません。今年は
スナップエンドウがたくさんできました。
パッションフルーツも肥料と水、土との関係

がよく分からなくて、うまく作れません。
　後は、メダカを飼っています。太陽光のポ
ンプを設置して、赤土と鏡川で取ってきた石
でビオトープを作って、何とかひと冬、越し
ました。今１匹お腹が大きいので卵が産める
ようにしています。まだ餌のやり方とか、大
きくなるのかどうかも分かりませんが、休み
の日にじっと見ているとメダカが動くのが楽
しいというか、心が癒やされます。
　本は、１ヵ月１冊は読もうと思っています。
織田信長、豊臣秀吉、徳川家康、上杉謙信、
武田信玄、黒田官兵衛など、軍師系の話が好
きです。マーケティングや経済の本なども
買ってきて、たくさんの本を読むようにして
います。
　祖母からは、いろんなことを教わりまし
た。祖母は「人の一生は重荷を負うて　遠き
道を行くが如し…」という徳川家康の遺訓を
書いて掛け軸にして、孫全員に渡したものを
私の家にも飾っています。調子に乗るなよ、
一歩一歩進んでいきなさいということだと思
います。「怒ったら負け」ということもよく
言われました。また、私が「困った」という
と、祖母は「困ったということはない。天と
地がくっついたときに初めて困ったと思いな
さい」と。今でもこれらの言葉は、身に染み
て戒めています。中国の言語録「貞観政要」
も祖母からもらいました。
　会社員になってからは、山本五十六の
「やって見せ　言って聞かせて　させてみて
　褒めてやらねば人は動かじ…」この言葉を
参考にして、会社の中で、まずはやって見
せ、そして褒めるように、そういう思いを常
に持つようにしていますし、困ったときに
は、トーヨーサッシの創業者、潮田健次郎の
著書「熱意力闘」を読んで、組織経営のあり
方や経営者の考え方を再認識しています。

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ

1,530,110円

63,100円

1,593,210円

16,385円

495円

16,880円

1,546,495円

63,595円

1,610,090円

チビニコ 合　計

５月９日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
５月16日㈬　長期交換留学生レイチェルさん
　　　　　　歓迎会（得月樓）
５月23日㈬　第６回クラブ協議会
　　　　　　　現新合同（城西館）
５月30日㈬　役員会
５月30日㈬　奉仕プロジェクト研究会
　　　　　　（城西館）
６月６日㈬　委員会活動実績報告、定例理事会
６月10日㈰　野外レクリエーション
　　　　　　（西条、新居浜）
６月13日㈬　委員会活動実績報告
６月20日㈬　ガバナー補佐訪問
６月27日㈬　最終夜間例会
　　　　　　（ザ クラウンパレス）

■例会変更のお知らせ
高知中央ＲＣ　５月17日㈭　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　５月21日㈪　例会場変更
高知ＲＣ　　　５月22日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　６月７日㈭　日時計例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　６月12日㈫　17日㈰職場例会に変更
高知西ＲＣ　　６月15日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　６月18日㈪　夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　６月19日㈫　夜間例会
高知中央ＲＣ　６月21日㈭　夜間例会
高知西ＲＣ　　６月22日㈮　最終夜間例会
高知北ＲＣ　　６月25日㈪　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　６月26日㈫　あじさい夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　６月26日㈫　ロータリー休日
香長ＲＣ　　　６月26日㈫　役員交代夜間例会
高知南ＲＣ　　６月28日㈭　年度末夜間例会
高知中央ＲＣ　６月28日㈭　ロータリー休日

「私の履歴書」

◇会員スピーチ 西森　　大 会員
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　トーヨーサッシでは岡山営業所、徳島営業
所、そして米子営業所では、営業所長を拝命
しました。ここは島根県、鳥取県の半分、倉
吉市辺りをカバーする営業所で、ショールー
ム併設でしたので従業員は30名ほど。このと
きに、経営の根幹、組織経営のあり方をたた
き込まれました。私が今あるのは、ここでの
十何年間があったからだと思います。
　2003年にタイヘイに入社。2005年、グルー
プである城南設備の社長が急死。私が経営を
する立場になり、以来13年間、勉強してきま
した。当社は株式会社タイヘイ、城南タイヘ
イ、城南設備の三つのグループで、現在私
は、城南タイヘイに所属しています。タイヘ
イは外壁施工・販売、浄化槽設備、太陽光の
施設・販売。株式会社城南タイヘイは、アル
ミサッシ、上下水道。城南株式会社は、住宅

ローンの取り次ぎを行っています。総従業員
数は34名。
　私がＵターンで帰ってきて入社した当時
は、社内は乱雑で発注書もないし方針管理も
していない、倉庫も溢れている。ＰＤＣＡや
クオリティコントロールなど理論的なことも
何もやっていないといった状態でした。その
後、城南タイヘイが大赤字を発生し、ここか
ら私は企業態勢を勉強しました。社名変更、
企業再生、業種・業態の変更等々13年間、試
行錯誤を繰り返してきました。現在も、時代
のニーズに合うようなシフトにチェンジしな
がらやっています。そして、今後はタイヘイ
グループとして「人づくり、ものづくり、人
をつくってくれる人づくり」の３本の矢でシ
ナジー効果を上げるように対応していこうと
考えています。

◇出席率報告

 ● 石川　健　８クラブ合同夜間例会にて、フ
ラダンスを女性３名、男性４名で出演しまし
た。私がどうも足をひっぱり“まずまずで
賞”でした。残念。賞金はニコニコへ。
 ● 土居祐三　例会、あと７回！
 ● 沖　卓史　誕生祝い並びに入会記念祝いあ
りがとうございました。しかし、今年は最悪
の誕生日となりました。４月30日、起立性低
血圧のため、一瞬気を失いコンクリート地面
に転倒し、頭部打撲。その後、肩から両肩に
鉛がのった感じで、ピリピリビリビリ痛く、
首が回りません。検査の結果、第５、６頸椎
の間の脊髄がかなり圧迫されており、今度頭
を打ったら脊髄損傷（四肢麻痺）の危険性が
あると言われました。併せて後縦靱帯骨化症
もみつかり、難病患者の仲間入りとなりまし
た。PS.５日の久会コンペに参加していただ
いた皆さま、どうもありがとうございまし
た。
 ● 西山忠利　会員増強委員会よりのお願い。
現在１名減、よろしく。
 ● 窪田満里子　久会コンペ主人が参加させて

いただき、またゴルフ仲間までいっしょに参
加させていただきありがとうございました。
先生のおけがは大変でしたね。大したことな
かって良かったです。
 ● 西森　大　本日はありがとうございます。
時間どおり終わりました。
 ● 別役修平　プレゼントありがとうございま
す。５月10日で満70歳になります。５月はど
ういうわけか８回もゴルフがあり、本日１回
プラスとなったので９回となりました。新記
録なので身体がもつか心配です。
 ● 髙橋卓弥　妻ともども誕生日祝いありがと
うございました。
 ● 松野宏司　誕生祝いをいただきました。あ
りがとうございました。
 ● 西村美香　誕生日のお祝いありがとうござ
います。ぎりぎりアラフォー世代ですが、子
どもがまだまだ小さいので、健康に気を付け
て頑張ります。
 ● 岡　今朝男　家内の誕生祝いありがとうご
ざいます。
 ● 鬼田知明　西森大さん、本日は卓話いただ
きありがとうございました。結婚記念のお
礼、ありがとうございました。
 ● 中越貴宣　結婚記念日のお祝いありがとう
ございます。
 ● 近森範久　入会記念ありがとうございまし
た。やっと２年が経ちました。
 ● サロンイースト協力金として　いつもあり
がとうございます。

５月９日

４月24日

総数
－4 56
－9 56

出席
45
27

欠席
0
0

メイク
アップ HC出席率

80.36％

48.21％

出席率
100％

100％

7
20

４月11日 －7 56 38 0 67.86％ 100％11

事務局・河野さん
「フィレンツェのワンコ Vol.3」

事務局・河野さん
「フィレンツェのワンコ Vol.3」


