
め、自転車あるいは徒歩で、リュックにペッ
トボトルやカセットコンロのガスボンベなど
を入れて、訪問しました。
　当時、復興には７年かかると言われていま
した。私どもの会社も、今まであんな大きな
災害はなかったため、災害対策のマニュアル
も何もありませんでしたが、復興が迫られ
て、営業、設計、工事など全国から人を集め
ました。私がいた支店も、３倍ぐらいの人員
を構えて、家を建ててくれという人たちは列
をなしていました。
　しかし、７年どころか１年半ぐらいでそん
な状況は落ち着いてしまいました。隣の大阪
が大丈夫だったので復興が早かったんです。
では、３倍になった人間はどうなるのか。と
にかく、集めろみたいな感じで集めたので、
何人かは戻れるけど全員は戻れなくなった。
需要がないのに人だけがいるという状態です。
　そのうち、私も５人１組の営業グループに
入れられて、展示場もない、店もない、資料
も何もくれない。好きな所に行って、とにか
く売ってこいという指示です。何もなしで家
が売れるわけがない。することも、行く所も
ない中で、仕方がないので今まで契約してい
ただいたお客さまの家が竣工するまでの現場
を回り、大工さんや職人さんとお茶を飲みな
がら会話して進捗を確認する。次は不動産業
者さんにお邪魔して、家を建てる人の情報を
いただけませんかとお願いする。そして、も
う１ヵ所は銀行。当時地域で１番大きな住友
銀行千里中央支店に行って、家を建てる人は
いませんかと。毎日この三つを回っても午前
中で終わります。後は家に帰って、ずっとテ
レビゲームをしていました。
　約半年、半日労働の日々が続き、ある日い
つものように住友銀行に行くと、応接室に通
され、支店長から「お前、何で毎日来てる」

　私の出身は大阪、明日が51回目の誕生日で
す。家族は、妻と息子が２人、１人は下宿中、
１人は一緒に高知にきて、会社の近くで３人
で住んでいます。
　平成３年、大和ハウス工業に入社しました。
大和ハウスを選んだ理由は二つ。内定が早か
ったことと大学のゼミの先生に、あの会社だ
けはやめておけと引き留められたからで、そ
う言われると行きたくなって、やっている人
がいるんだったら自分もできるんじゃないか
と思って入社しました。
　最初の赴任地は、大阪北部の北摂。大和ハ
ウスはいろんな事業をしていますが、入社当
時の私の仕事は、主に千里の住宅公園に待機
して、来られた個人のお客さんをフォローし
て家を買っていただく。建てていただく営業
です。北摂で16年間、住宅営業所長もして、
その後、広島に転勤。同じく住宅営業所長を
３年、次は大阪の堺支店。ここは１年で任務
完了。長野県の松本支店へ赴任。初めて支店
長職に就き、松本ＲＣに何をしていいか分か
らない状態で入会しました。松本には２年、
次が前任地の山梨支店。事務所の窓から、富
士山が見えました。ここで４年半、ロータリ
ーは甲府東ＲＣ。そして、昨年10月に高知へ
赴任。５月に高知東ＲＣの会員となりました。
　入社当時は、家なんて１年に１戸ぐらい売
ればいいのかなというイメージでしたが、実
は目標は月１戸。そんなに売れるわけはない
だろうと思っていましたが、１年目からビギ
ナーズラッキーじゃないですが、そこそこ成
績を残すことができて、案外売れるものだな
と思っていました。３年が過ぎたとき、阪神
大震災が起こりました。私も兵庫県との境に
住んでいましたので、地震を体験しました。
我々も建てていただいたお客様を手分けして
１軒ずつ訪問。道路が壊れて車に乗れないた
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本日　７月31日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「長期交換受入・派遣学生帰国・出国あいさつ」

長期交換受入学生 エイプリル・デ・ラ・クルス さん
長期交換派遣学生 　　　　　　上田　和恵 さん

次週　８月７日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「ロータリークラブにおける女性会員の現状と増強について」

会員増強・退会防止委員会 福岡満喜子 会員

第2430回　例会報告／令和元年７月24日　天候　曇

◇ロータリーソング
　「我等の生業」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
１年後の今日が東京オリ
ンピックの開催日です。
競技の中では水泳が１番
人気があるというアンケ
ート結果だったというニ

ュースが、今朝流れていました。やっとセミ
が鳴き始めて熱い夏がやってくる気配です。
今週の土曜日は土用の丑の日。おいしいウナ
ギをいただいて、この夏を乗り切りたいもの
です。
　今年度、日本全地区のガバナーの中に２名
の女性がいらっしゃいます。第2540地区、秋
田北ＲＣの嶋田康子ガバナー、第2620地区、
浜松ハーモニーＲＣの安間みち子ガバナーで
す。ここ10年、毎年１名の女性ガバナーが出
ていましたが、２名のガバナーは初めてでは
ないでしょうか。
　「ロータリーの友」７月号のガバナーの横
顔のページで、自分を生き物に例えると、と
いう質問に、嶋田ガバナーは「イノシシ」、
安間ガバナーは「ゴジラ」とお答えになって
いて、とても頼もしく感じたことでした。お
二人のご活躍を心から期待したいと思います。
　私たちの2670地区でも女性会長が９名いま
す。その他、多くの副会長、幹事など、それ
ぞれの立場で活躍しています。今年度、大島

ガバナーは、地区の女性会員を対象に交流会
を計画されているようです。さらに、年度内
では、先にご紹介したお二人の女性ガバナー
との交流も考えていきたい意向を示されてい
ます。国際ロータリー・マローニ会長の「つ
ながりを築こう」というテーマを受けて、女
性会員同士のつながりを広げ、女性会員の増
強にもつなげていこうというお考えではない
かと思います。この１年の間に、まずつなが
りをつくり、次年度へと継続していければと
思います。
　本日の卓話は、野志征生会員の「私の履歴
書」です。楽しみにしています。よろしくお
願いします。
◇来訪ロータリアン
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
　高知ＲＣ　　千頭　邦夫 氏
◇親睦委員会から
　本日、新入会員歓迎会を18時半より、当ホ
テル地下「魚貴」にて行います。ご参加をよ
ろしくお願いします。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

●会長／前川美智子　●幹事／岡本淳一　●雑誌会報委員／島村信一・浦田健治・早瀬源慶
●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

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

と言われました。事情を話すと「じゃぁ、今
から俺がいろんなところを紹介してやる」
と。その人の指示で動くようになり、様々な
情報をもらいました。やることがあるという
ことがこんなに嬉しいものかと気がつきまし
た。平行して現場の方からも、少しずつ家を
建てる人を紹介してもらい、あっと言う間に
トップセールスマン。人脈だけで仕事が回る
ようになりました。
　５人のグループに入れられたときは、何で
俺がこんな目に遭うのかという思いが強かっ
たのですが、今思えば、ああいう状況に追い
込まれたから、今があるんだと。今はとても

忙しくてしんどいのですが、やることがない
辛さより、することが一杯の辛さの方が充実
感があります。今後も、こういう思いは大事
にしていきたいと思っています。
　僕の座右の銘は「人生万事塞扇が馬」。好
きな言葉は「おてんと様は見てる」
　僕は人との出会い、つながりで救われまし
た。そういう意味では、ロータリークラブ
は、本来知り得ない人たちと普通に隣の席で
会話ができる、素晴らしい機会だと思ってい
ます。今後とも、皆さんのご指導、ご鞭撻を
よろしくお願いいたします。

■高知東ＲＣ当面の日程
８月７日㈬　定例理事会
８月14日㈬　休会（お盆休み）
８月21日㈬　ガバナー補佐訪問
　　　　　　第３回クラブ協議会
　　　　　　東酔会
８月28日㈬　時間変更例会
　　　　　　役員会
９月４日㈬　ガバナー公式訪問
９月11日㈬　定例理事会
９月17日㈫～19日㈭ 18：30（得月樓）
　情報集会
９月18日㈬ 13：30（ザ クラウンパレス）
　情報集会
９月25日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
高知南ＲＣ　　８月１日㈭　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　８月13日㈫　休会（お盆休み）
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　８月13日㈫　休会（お盆休み）
香長ＲＣ　　　８月13日㈫　休会（お盆休み）
高知南ＲＣ　　８月15日㈭　休会（お盆休み）
高知中央ＲＣ　８月15日㈭　休会（お盆休み）
高知西ＲＣ　　８月16日㈮　休会（お盆休み）
高知北ＲＣ　　８月19日㈪　創立記念夜間例会
高知南ＲＣ　　８月29日㈭　夜間例会
高知中央ＲＣ　８月29日㈭　夜間例会

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
188,426円

10,850円

199,276円

1,330円

900円

2,230円

189,756円

11,750円

201,506円

チビニコ 合　計

７月24日
今期の累計

「私の履歴書」

◇会員スピーチ 野志　征生 会員

７月24日

７月10日

総数
－4 54
－4 54

出席
35
39

欠席
10
0

メイク
アップ HC出席率

64.81％

72.22％

出席率
80％

100％

5
11

◇出席率報告

 ● 前川美智子　野志征生さん、「私の履歴書」
のスピーチありがとうございました。この週
末、牧野植物園では、食虫植物展開催。北川
村モネの庭では、青い睡蓮が咲いています
が、今話題の幸せを運んでくるという青い蜂
（ブルービー）が飛び始めました。「光の
庭」で探してみませんか？　　　
 ● 岡本淳一　野志さん、卓話ありがとうござ
いました。私事ですが、今日県庁にパスポー
トの更新に行ってきました。10年間で何回海

外に行けるかな～？
 ● 野志征生　本日、卓話させていただきます。
よろしくお願いいたします。
 ● 猿田隆夫　先週末、学会出張の前日に携帯
画面が破損し、通話ができなくなりました。
途方に暮れ困っていましたが、武吉佳月会員
に連絡し、事なきを得ました。助かりました。
武吉会員にお土産を忘れましたのでニコニコ
に。
 ● 岡﨑勇樹　七河川清掃の写真をいただきま
した。前川会長ありがとうございました。
 ● 中平真理子　前川さん、写真ありがとうご
ざいました。すっかり忘れていました。
 ● ＳＡＡ一同　前川会長、お写真ありがとう
ございました。　　
 ● 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。

松井会員・後藤会員 歓迎会
2019年７月24日㈬　於：魚貴
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と言われました。事情を話すと「じゃぁ、今
から俺がいろんなところを紹介してやる」
と。その人の指示で動くようになり、様々な
情報をもらいました。やることがあるという
ことがこんなに嬉しいものかと気がつきまし
た。平行して現場の方からも、少しずつ家を
建てる人を紹介してもらい、あっと言う間に
トップセールスマン。人脈だけで仕事が回る
ようになりました。
　５人のグループに入れられたときは、何で
俺がこんな目に遭うのかという思いが強かっ
たのですが、今思えば、ああいう状況に追い
込まれたから、今があるんだと。今はとても

忙しくてしんどいのですが、やることがない
辛さより、することが一杯の辛さの方が充実
感があります。今後も、こういう思いは大事
にしていきたいと思っています。
　僕の座右の銘は「人生万事塞扇が馬」。好
きな言葉は「おてんと様は見てる」
　僕は人との出会い、つながりで救われまし
た。そういう意味では、ロータリークラブ
は、本来知り得ない人たちと普通に隣の席で
会話ができる、素晴らしい機会だと思ってい
ます。今後とも、皆さんのご指導、ご鞭撻を
よろしくお願いいたします。

■高知東ＲＣ当面の日程
８月７日㈬　定例理事会
８月14日㈬　休会（お盆休み）
８月21日㈬　ガバナー補佐訪問
　　　　　　第３回クラブ協議会
　　　　　　東酔会
８月28日㈬　時間変更例会
　　　　　　役員会
９月４日㈬　ガバナー公式訪問
９月11日㈬　定例理事会
９月17日㈫～19日㈭ 18：30（得月樓）
　情報集会
９月18日㈬ 13：30（ザ クラウンパレス）
　情報集会
９月25日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
高知南ＲＣ　　８月１日㈭　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　８月13日㈫　休会（お盆休み）
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　８月13日㈫　休会（お盆休み）
香長ＲＣ　　　８月13日㈫　休会（お盆休み）
高知南ＲＣ　　８月15日㈭　休会（お盆休み）
高知中央ＲＣ　８月15日㈭　休会（お盆休み）
高知西ＲＣ　　８月16日㈮　休会（お盆休み）
高知北ＲＣ　　８月19日㈪　創立記念夜間例会
高知南ＲＣ　　８月29日㈭　夜間例会
高知中央ＲＣ　８月29日㈭　夜間例会
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◇会員スピーチ 野志　征生 会員
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◇出席率報告

 ● 前川美智子　野志征生さん、「私の履歴書」
のスピーチありがとうございました。この週
末、牧野植物園では、食虫植物展開催。北川
村モネの庭では、青い睡蓮が咲いています
が、今話題の幸せを運んでくるという青い蜂
（ブルービー）が飛び始めました。「光の
庭」で探してみませんか？　　　
 ● 岡本淳一　野志さん、卓話ありがとうござ
いました。私事ですが、今日県庁にパスポー
トの更新に行ってきました。10年間で何回海

外に行けるかな～？
 ● 野志征生　本日、卓話させていただきます。
よろしくお願いいたします。
 ● 猿田隆夫　先週末、学会出張の前日に携帯
画面が破損し、通話ができなくなりました。
途方に暮れ困っていましたが、武吉佳月会員
に連絡し、事なきを得ました。助かりました。
武吉会員にお土産を忘れましたのでニコニコ
に。
 ● 岡﨑勇樹　七河川清掃の写真をいただきま
した。前川会長ありがとうございました。
 ● 中平真理子　前川さん、写真ありがとうご
ざいました。すっかり忘れていました。
 ● ＳＡＡ一同　前川会長、お写真ありがとう
ございました。　　
 ● 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。

松井会員・後藤会員 歓迎会
2019年７月24日㈬　於：魚貴



め、自転車あるいは徒歩で、リュックにペッ
トボトルやカセットコンロのガスボンベなど
を入れて、訪問しました。
　当時、復興には７年かかると言われていま
した。私どもの会社も、今まであんな大きな
災害はなかったため、災害対策のマニュアル
も何もありませんでしたが、復興が迫られ
て、営業、設計、工事など全国から人を集め
ました。私がいた支店も、３倍ぐらいの人員
を構えて、家を建ててくれという人たちは列
をなしていました。
　しかし、７年どころか１年半ぐらいでそん
な状況は落ち着いてしまいました。隣の大阪
が大丈夫だったので復興が早かったんです。
では、３倍になった人間はどうなるのか。と
にかく、集めろみたいな感じで集めたので、
何人かは戻れるけど全員は戻れなくなった。
需要がないのに人だけがいるという状態です。
　そのうち、私も５人１組の営業グループに
入れられて、展示場もない、店もない、資料
も何もくれない。好きな所に行って、とにか
く売ってこいという指示です。何もなしで家
が売れるわけがない。することも、行く所も
ない中で、仕方がないので今まで契約してい
ただいたお客さまの家が竣工するまでの現場
を回り、大工さんや職人さんとお茶を飲みな
がら会話して進捗を確認する。次は不動産業
者さんにお邪魔して、家を建てる人の情報を
いただけませんかとお願いする。そして、も
う１ヵ所は銀行。当時地域で１番大きな住友
銀行千里中央支店に行って、家を建てる人は
いませんかと。毎日この三つを回っても午前
中で終わります。後は家に帰って、ずっとテ
レビゲームをしていました。
　約半年、半日労働の日々が続き、ある日い
つものように住友銀行に行くと、応接室に通
され、支店長から「お前、何で毎日来てる」

　私の出身は大阪、明日が51回目の誕生日で
す。家族は、妻と息子が２人、１人は下宿中、
１人は一緒に高知にきて、会社の近くで３人
で住んでいます。
　平成３年、大和ハウス工業に入社しました。
大和ハウスを選んだ理由は二つ。内定が早か
ったことと大学のゼミの先生に、あの会社だ
けはやめておけと引き留められたからで、そ
う言われると行きたくなって、やっている人
がいるんだったら自分もできるんじゃないか
と思って入社しました。
　最初の赴任地は、大阪北部の北摂。大和ハ
ウスはいろんな事業をしていますが、入社当
時の私の仕事は、主に千里の住宅公園に待機
して、来られた個人のお客さんをフォローし
て家を買っていただく。建てていただく営業
です。北摂で16年間、住宅営業所長もして、
その後、広島に転勤。同じく住宅営業所長を
３年、次は大阪の堺支店。ここは１年で任務
完了。長野県の松本支店へ赴任。初めて支店
長職に就き、松本ＲＣに何をしていいか分か
らない状態で入会しました。松本には２年、
次が前任地の山梨支店。事務所の窓から、富
士山が見えました。ここで４年半、ロータリ
ーは甲府東ＲＣ。そして、昨年10月に高知へ
赴任。５月に高知東ＲＣの会員となりました。
　入社当時は、家なんて１年に１戸ぐらい売
ればいいのかなというイメージでしたが、実
は目標は月１戸。そんなに売れるわけはない
だろうと思っていましたが、１年目からビギ
ナーズラッキーじゃないですが、そこそこ成
績を残すことができて、案外売れるものだな
と思っていました。３年が過ぎたとき、阪神
大震災が起こりました。私も兵庫県との境に
住んでいましたので、地震を体験しました。
我々も建てていただいたお客様を手分けして
１軒ずつ訪問。道路が壊れて車に乗れないた

高知東ロータリークラブ週報
第2384号
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本日　７月31日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「長期交換受入・派遣学生帰国・出国あいさつ」

長期交換受入学生 エイプリル・デ・ラ・クルス さん
長期交換派遣学生 　　　　　　上田　和恵 さん

次週　８月７日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「ロータリークラブにおける女性会員の現状と増強について」

会員増強・退会防止委員会 福岡満喜子 会員

第2430回　例会報告／令和元年７月24日　天候　曇

◇ロータリーソング
　「我等の生業」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
１年後の今日が東京オリ
ンピックの開催日です。
競技の中では水泳が１番
人気があるというアンケ
ート結果だったというニ

ュースが、今朝流れていました。やっとセミ
が鳴き始めて熱い夏がやってくる気配です。
今週の土曜日は土用の丑の日。おいしいウナ
ギをいただいて、この夏を乗り切りたいもの
です。
　今年度、日本全地区のガバナーの中に２名
の女性がいらっしゃいます。第2540地区、秋
田北ＲＣの嶋田康子ガバナー、第2620地区、
浜松ハーモニーＲＣの安間みち子ガバナーで
す。ここ10年、毎年１名の女性ガバナーが出
ていましたが、２名のガバナーは初めてでは
ないでしょうか。
　「ロータリーの友」７月号のガバナーの横
顔のページで、自分を生き物に例えると、と
いう質問に、嶋田ガバナーは「イノシシ」、
安間ガバナーは「ゴジラ」とお答えになって
いて、とても頼もしく感じたことでした。お
二人のご活躍を心から期待したいと思います。
　私たちの2670地区でも女性会長が９名いま
す。その他、多くの副会長、幹事など、それ
ぞれの立場で活躍しています。今年度、大島

ガバナーは、地区の女性会員を対象に交流会
を計画されているようです。さらに、年度内
では、先にご紹介したお二人の女性ガバナー
との交流も考えていきたい意向を示されてい
ます。国際ロータリー・マローニ会長の「つ
ながりを築こう」というテーマを受けて、女
性会員同士のつながりを広げ、女性会員の増
強にもつなげていこうというお考えではない
かと思います。この１年の間に、まずつなが
りをつくり、次年度へと継続していければと
思います。
　本日の卓話は、野志征生会員の「私の履歴
書」です。楽しみにしています。よろしくお
願いします。
◇来訪ロータリアン
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
　高知ＲＣ　　千頭　邦夫 氏
◇親睦委員会から
　本日、新入会員歓迎会を18時半より、当ホ
テル地下「魚貴」にて行います。ご参加をよ
ろしくお願いします。
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と言われました。事情を話すと「じゃぁ、今
から俺がいろんなところを紹介してやる」
と。その人の指示で動くようになり、様々な
情報をもらいました。やることがあるという
ことがこんなに嬉しいものかと気がつきまし
た。平行して現場の方からも、少しずつ家を
建てる人を紹介してもらい、あっと言う間に
トップセールスマン。人脈だけで仕事が回る
ようになりました。
　５人のグループに入れられたときは、何で
俺がこんな目に遭うのかという思いが強かっ
たのですが、今思えば、ああいう状況に追い
込まれたから、今があるんだと。今はとても

忙しくてしんどいのですが、やることがない
辛さより、することが一杯の辛さの方が充実
感があります。今後も、こういう思いは大事
にしていきたいと思っています。
　僕の座右の銘は「人生万事塞扇が馬」。好
きな言葉は「おてんと様は見てる」
　僕は人との出会い、つながりで救われまし
た。そういう意味では、ロータリークラブ
は、本来知り得ない人たちと普通に隣の席で
会話ができる、素晴らしい機会だと思ってい
ます。今後とも、皆さんのご指導、ご鞭撻を
よろしくお願いいたします。

■高知東ＲＣ当面の日程
８月７日㈬　定例理事会
８月14日㈬　休会（お盆休み）
８月21日㈬　ガバナー補佐訪問
　　　　　　第３回クラブ協議会
　　　　　　東酔会
８月28日㈬　時間変更例会
　　　　　　役員会
９月４日㈬　ガバナー公式訪問
９月11日㈬　定例理事会
９月17日㈫～19日㈭ 18：30（得月樓）
　情報集会
９月18日㈬ 13：30（ザ クラウンパレス）
　情報集会
９月25日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
高知南ＲＣ　　８月１日㈭　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　８月13日㈫　休会（お盆休み）
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　８月13日㈫　休会（お盆休み）
香長ＲＣ　　　８月13日㈫　休会（お盆休み）
高知南ＲＣ　　８月15日㈭　休会（お盆休み）
高知中央ＲＣ　８月15日㈭　休会（お盆休み）
高知西ＲＣ　　８月16日㈮　休会（お盆休み）
高知北ＲＣ　　８月19日㈪　創立記念夜間例会
高知南ＲＣ　　８月29日㈭　夜間例会
高知中央ＲＣ　８月29日㈭　夜間例会
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 ● 前川美智子　野志征生さん、「私の履歴書」
のスピーチありがとうございました。この週
末、牧野植物園では、食虫植物展開催。北川
村モネの庭では、青い睡蓮が咲いています
が、今話題の幸せを運んでくるという青い蜂
（ブルービー）が飛び始めました。「光の
庭」で探してみませんか？　　　
 ● 岡本淳一　野志さん、卓話ありがとうござ
いました。私事ですが、今日県庁にパスポー
トの更新に行ってきました。10年間で何回海

外に行けるかな～？
 ● 野志征生　本日、卓話させていただきます。
よろしくお願いいたします。
 ● 猿田隆夫　先週末、学会出張の前日に携帯
画面が破損し、通話ができなくなりました。
途方に暮れ困っていましたが、武吉佳月会員
に連絡し、事なきを得ました。助かりました。
武吉会員にお土産を忘れましたのでニコニコ
に。
 ● 岡﨑勇樹　七河川清掃の写真をいただきま
した。前川会長ありがとうございました。
 ● 中平真理子　前川さん、写真ありがとうご
ざいました。すっかり忘れていました。
 ● ＳＡＡ一同　前川会長、お写真ありがとう
ございました。　　
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め、自転車あるいは徒歩で、リュックにペッ
トボトルやカセットコンロのガスボンベなど
を入れて、訪問しました。
　当時、復興には７年かかると言われていま
した。私どもの会社も、今まであんな大きな
災害はなかったため、災害対策のマニュアル
も何もありませんでしたが、復興が迫られ
て、営業、設計、工事など全国から人を集め
ました。私がいた支店も、３倍ぐらいの人員
を構えて、家を建ててくれという人たちは列
をなしていました。
　しかし、７年どころか１年半ぐらいでそん
な状況は落ち着いてしまいました。隣の大阪
が大丈夫だったので復興が早かったんです。
では、３倍になった人間はどうなるのか。と
にかく、集めろみたいな感じで集めたので、
何人かは戻れるけど全員は戻れなくなった。
需要がないのに人だけがいるという状態です。
　そのうち、私も５人１組の営業グループに
入れられて、展示場もない、店もない、資料
も何もくれない。好きな所に行って、とにか
く売ってこいという指示です。何もなしで家
が売れるわけがない。することも、行く所も
ない中で、仕方がないので今まで契約してい
ただいたお客さまの家が竣工するまでの現場
を回り、大工さんや職人さんとお茶を飲みな
がら会話して進捗を確認する。次は不動産業
者さんにお邪魔して、家を建てる人の情報を
いただけませんかとお願いする。そして、も
う１ヵ所は銀行。当時地域で１番大きな住友
銀行千里中央支店に行って、家を建てる人は
いませんかと。毎日この三つを回っても午前
中で終わります。後は家に帰って、ずっとテ
レビゲームをしていました。
　約半年、半日労働の日々が続き、ある日い
つものように住友銀行に行くと、応接室に通
され、支店長から「お前、何で毎日来てる」

　私の出身は大阪、明日が51回目の誕生日で
す。家族は、妻と息子が２人、１人は下宿中、
１人は一緒に高知にきて、会社の近くで３人
で住んでいます。
　平成３年、大和ハウス工業に入社しました。
大和ハウスを選んだ理由は二つ。内定が早か
ったことと大学のゼミの先生に、あの会社だ
けはやめておけと引き留められたからで、そ
う言われると行きたくなって、やっている人
がいるんだったら自分もできるんじゃないか
と思って入社しました。
　最初の赴任地は、大阪北部の北摂。大和ハ
ウスはいろんな事業をしていますが、入社当
時の私の仕事は、主に千里の住宅公園に待機
して、来られた個人のお客さんをフォローし
て家を買っていただく。建てていただく営業
です。北摂で16年間、住宅営業所長もして、
その後、広島に転勤。同じく住宅営業所長を
３年、次は大阪の堺支店。ここは１年で任務
完了。長野県の松本支店へ赴任。初めて支店
長職に就き、松本ＲＣに何をしていいか分か
らない状態で入会しました。松本には２年、
次が前任地の山梨支店。事務所の窓から、富
士山が見えました。ここで４年半、ロータリ
ーは甲府東ＲＣ。そして、昨年10月に高知へ
赴任。５月に高知東ＲＣの会員となりました。
　入社当時は、家なんて１年に１戸ぐらい売
ればいいのかなというイメージでしたが、実
は目標は月１戸。そんなに売れるわけはない
だろうと思っていましたが、１年目からビギ
ナーズラッキーじゃないですが、そこそこ成
績を残すことができて、案外売れるものだな
と思っていました。３年が過ぎたとき、阪神
大震災が起こりました。私も兵庫県との境に
住んでいましたので、地震を体験しました。
我々も建てていただいたお客様を手分けして
１軒ずつ訪問。道路が壊れて車に乗れないた

高知東ロータリークラブ週報
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本日　７月31日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「長期交換受入・派遣学生帰国・出国あいさつ」

長期交換受入学生 エイプリル・デ・ラ・クルス さん
長期交換派遣学生 　　　　　　上田　和恵 さん

次週　８月７日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「ロータリークラブにおける女性会員の現状と増強について」

会員増強・退会防止委員会 福岡満喜子 会員

第2430回　例会報告／令和元年７月24日　天候　曇

◇ロータリーソング
　「我等の生業」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
１年後の今日が東京オリ
ンピックの開催日です。
競技の中では水泳が１番
人気があるというアンケ
ート結果だったというニ

ュースが、今朝流れていました。やっとセミ
が鳴き始めて熱い夏がやってくる気配です。
今週の土曜日は土用の丑の日。おいしいウナ
ギをいただいて、この夏を乗り切りたいもの
です。
　今年度、日本全地区のガバナーの中に２名
の女性がいらっしゃいます。第2540地区、秋
田北ＲＣの嶋田康子ガバナー、第2620地区、
浜松ハーモニーＲＣの安間みち子ガバナーで
す。ここ10年、毎年１名の女性ガバナーが出
ていましたが、２名のガバナーは初めてでは
ないでしょうか。
　「ロータリーの友」７月号のガバナーの横
顔のページで、自分を生き物に例えると、と
いう質問に、嶋田ガバナーは「イノシシ」、
安間ガバナーは「ゴジラ」とお答えになって
いて、とても頼もしく感じたことでした。お
二人のご活躍を心から期待したいと思います。
　私たちの2670地区でも女性会長が９名いま
す。その他、多くの副会長、幹事など、それ
ぞれの立場で活躍しています。今年度、大島

ガバナーは、地区の女性会員を対象に交流会
を計画されているようです。さらに、年度内
では、先にご紹介したお二人の女性ガバナー
との交流も考えていきたい意向を示されてい
ます。国際ロータリー・マローニ会長の「つ
ながりを築こう」というテーマを受けて、女
性会員同士のつながりを広げ、女性会員の増
強にもつなげていこうというお考えではない
かと思います。この１年の間に、まずつなが
りをつくり、次年度へと継続していければと
思います。
　本日の卓話は、野志征生会員の「私の履歴
書」です。楽しみにしています。よろしくお
願いします。
◇来訪ロータリアン
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
　高知ＲＣ　　千頭　邦夫 氏
◇親睦委員会から
　本日、新入会員歓迎会を18時半より、当ホ
テル地下「魚貴」にて行います。ご参加をよ
ろしくお願いします。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

●会長／前川美智子　●幹事／岡本淳一　●雑誌会報委員／島村信一・浦田健治・早瀬源慶
●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

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

と言われました。事情を話すと「じゃぁ、今
から俺がいろんなところを紹介してやる」
と。その人の指示で動くようになり、様々な
情報をもらいました。やることがあるという
ことがこんなに嬉しいものかと気がつきまし
た。平行して現場の方からも、少しずつ家を
建てる人を紹介してもらい、あっと言う間に
トップセールスマン。人脈だけで仕事が回る
ようになりました。
　５人のグループに入れられたときは、何で
俺がこんな目に遭うのかという思いが強かっ
たのですが、今思えば、ああいう状況に追い
込まれたから、今があるんだと。今はとても

忙しくてしんどいのですが、やることがない
辛さより、することが一杯の辛さの方が充実
感があります。今後も、こういう思いは大事
にしていきたいと思っています。
　僕の座右の銘は「人生万事塞扇が馬」。好
きな言葉は「おてんと様は見てる」
　僕は人との出会い、つながりで救われまし
た。そういう意味では、ロータリークラブ
は、本来知り得ない人たちと普通に隣の席で
会話ができる、素晴らしい機会だと思ってい
ます。今後とも、皆さんのご指導、ご鞭撻を
よろしくお願いいたします。

■高知東ＲＣ当面の日程
８月７日㈬　定例理事会
８月14日㈬　休会（お盆休み）
８月21日㈬　ガバナー補佐訪問
　　　　　　第３回クラブ協議会
　　　　　　東酔会
８月28日㈬　時間変更例会
　　　　　　役員会
９月４日㈬　ガバナー公式訪問
９月11日㈬　定例理事会
９月17日㈫～19日㈭ 18：30（得月樓）
　情報集会
９月18日㈬ 13：30（ザ クラウンパレス）
　情報集会
９月25日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
高知南ＲＣ　　８月１日㈭　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　８月13日㈫　休会（お盆休み）
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　８月13日㈫　休会（お盆休み）
香長ＲＣ　　　８月13日㈫　休会（お盆休み）
高知南ＲＣ　　８月15日㈭　休会（お盆休み）
高知中央ＲＣ　８月15日㈭　休会（お盆休み）
高知西ＲＣ　　８月16日㈮　休会（お盆休み）
高知北ＲＣ　　８月19日㈪　創立記念夜間例会
高知南ＲＣ　　８月29日㈭　夜間例会
高知中央ＲＣ　８月29日㈭　夜間例会

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
188,426円

10,850円

199,276円

1,330円

900円

2,230円

189,756円

11,750円

201,506円

チビニコ 合　計

７月24日
今期の累計

「私の履歴書」

◇会員スピーチ 野志　征生 会員

７月24日

７月10日
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◇出席率報告

 ● 前川美智子　野志征生さん、「私の履歴書」
のスピーチありがとうございました。この週
末、牧野植物園では、食虫植物展開催。北川
村モネの庭では、青い睡蓮が咲いています
が、今話題の幸せを運んでくるという青い蜂
（ブルービー）が飛び始めました。「光の
庭」で探してみませんか？　　　
 ● 岡本淳一　野志さん、卓話ありがとうござ
いました。私事ですが、今日県庁にパスポー
トの更新に行ってきました。10年間で何回海

外に行けるかな～？
 ● 野志征生　本日、卓話させていただきます。
よろしくお願いいたします。
 ● 猿田隆夫　先週末、学会出張の前日に携帯
画面が破損し、通話ができなくなりました。
途方に暮れ困っていましたが、武吉佳月会員
に連絡し、事なきを得ました。助かりました。
武吉会員にお土産を忘れましたのでニコニコ
に。
 ● 岡﨑勇樹　七河川清掃の写真をいただきま
した。前川会長ありがとうございました。
 ● 中平真理子　前川さん、写真ありがとうご
ざいました。すっかり忘れていました。
 ● ＳＡＡ一同　前川会長、お写真ありがとう
ございました。　　
 ● 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。

松井会員・後藤会員 歓迎会
2019年７月24日㈬　於：魚貴


