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本日

10月２日㈬ 12：30 ザ クラウンパレス新阪急高知
ゲストスピーチ
「米山記念奨学生報告」
米山記念奨学生 レ・ティ
・フィエン さん

第2438回 例会報告／令和元年９月25日

天候

◇ロータリーソング
「我らの生業」
◇会 長 挨 拶
皆さん、こんにちは。
先週は情報集会に多くの
方にご参加いただき、あ
りがとうございました。
皆さんから、このクラブ
を思っての様々な貴重な
ご意見を聞かせていただきました。記録係の
方にはお世話になりました。早速昨日、
100ヵ条ぐらいにまとめたものをいただきま
した。その中で、２、３嬉しいものがありま
したので、ご披露します。
・入会していなければ会えない人と話ができ
るのが素晴らしい。
・いいメンバーを維持しながら、変わらない
形で続けていきたい。
・100％出席という壁のお陰で、東ＲＣに相
応しい人を選定できる。
朝晩、少し秋の気配が感じられるようにな
り、そろそろ温かい飲み物が欲しくなる季
節、ということで、今日はお茶の話です。
昔から、朝の１杯のお茶はご利益があると
いう言い伝えがあります。母から教えても
らったのは、
「朝茶は福が増す」１日の始まりにお茶を
飲むと、良いことに恵まれる。
「朝茶は７里帰っても飲め」旅に出る朝、
お茶を飲み忘れたら、例え７里引き返しても

次週

10月９日㈬ 18：30 ザ クラウンパレス新阪急高知
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飲みなさい。という旅の安全を祈るゲン担ぎ。
「朝茶に別れるな」一日の災いから守って
くれる朝一杯のお茶を飲み忘れないように。
このように、朝に飲むお茶は、福を呼ぶ、
災難除けなど縁起のよいものとして語り継が
れています。また、最近ではお茶の成分が健
康にも良いことが分かってきました。緑茶の
渋み成分であるカテキンは虫歯やインフルエ
ンザの予防。体脂肪の燃焼などの効果がある
と言われます。旨み成分のテアニンはリラッ
クス効果。カフェインはコーヒーの20％ほど
ですが、集中力の維持。そしてビタミン。抗
酸化作用があって、いろんな病気や老化の原
因につながる活性化酸素を処理する働きがあ
るそうです。
こうしてみると、お茶は心にも体にもご利
益がある飲み物と言えます。まずは、朝一杯
のお茶の習慣、始めてみてはいかがでしょう。
ご存知だと思いますが、高知は隠れたお茶
どころです。特に仁淀川と四万十流域の中山
間地域は土佐茶の産地として有名です。昼と
夜の寒暖差が大きく、川の霧も発生して、香
り高く、まろやかな風味のお茶が育ちます。
この香りと風味は、昔から業界では高く評価
され、荒茶という一次加工の段階で静岡県な
どにブレンド用として出荷されていました。
しかし、近年では高知県をあげて「土佐
茶」としてブランド化に取り組み、帯屋町に
は「土佐茶カフェ」というお店もあります。
ぜひ、お立ち寄りいただいて、土佐茶のおい
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しさを味わっていただければと思います。
本日の卓話は、松井洋介会員の新会員スピ
ーチです。
◇親睦委員会より
今年度第１回親睦ゴルフ大会を９月29日㈰、
パシフィックゴルフクラブで開催します。８
時20分集合です。楽しいゴルフにしたいと思
いますのでよろしくお願いします。

◇幹 事 報 告
・本日例会終了後、役員会を行います。
・ガバナー公式訪問のお礼が届いています。
・レターボックスに昨年の地区概況を入れて
います。
・今週でクールビズは終わり、来週から通常
に戻ります。

◇会員スピーチ

松井

洋介 会員

「私の履歴書」

私は1970年、広島県広島市に生まれ、広島
県立祇園北高校、山口大学経済学部卒業後、
1992年、三井海上火災（現・三井住友海上）
に入社。現在、自宅は神奈川県横浜市で単身
赴任５年目です。趣味はくまもんグッズ集め
と広島カープの試合観戦、お城や史跡・寺社
巡り、読書。あとは下手ながらゴルフ。
会社に入社後の勤務地は山口宇部、広島の
福山、北九州、東京、名古屋、秋田、大阪、
高知で９場所目。同僚と比べると短いサイク
ルで異動しています。入社後、何度もピンチ
がありましたが、その度に不思議なことに必
ず誰かに助けられてきました。
名古屋の課長代理当時、10人ほどのメンバ
ーの中で私は上から３番目。支店長から言わ
れた仕事やプロジェクトなどたくさん重なり、
朝６時前に会社に出て退社は夜10時ごろ。２
日間の休みも1日はほぼ仕事というしんどい
日々でした。新年には、無事に生きて１年を
過ごせるだろうかと、大げさではなく思った
記憶があります。そんな中、人事課長による
ヒヤリングがあり、私は自分自身のことでは
なく、課全体の話や先輩・後輩の話をしまし
た。それが印象が良かったということで、半
年後、突然空席になった秋田支店の課長に昇
進して赴任しました。
秋田着任後、前任者の残した課題があり大

口の取引を無くしました。立ち直れないほど
の衝撃でしたが、何とかマイナスを埋めない
といけないということで、朝昼夜関係なく働
きました。いくら頑張ってもなかなか成果が
上がらない半年を過ごした10月12日の日曜日、
忘れもしませんが、家に半年前に取引を無く
した会社の社長から、以前の倍以上の大口取
引を頼むからよろしくとＣメールが届きまし
た。ここから一気に業績が回復し、他にも少
しずつ成果が出始め、５年間で組織規模が倍
になりました。野球でいうと、何とかタイム
リーヒットを打って塁に出ようとバットを振
ると、思わぬ満塁ホームランになったという
のが正直な気持ちです。
秋田の後、大阪の大きなボリュームの課に
課長として異動し、大阪府内に100店舗を持
つ大規模な取引先の担当をしました。ところ
が、この取引先の決定権者から、本当に私が
信用できるかどうか試すために、最初の１年
間、やることなすこと全て駄目出しを食らい
ました。さらに、社内的問題もあって１年間
は全く業績も振るわず、会社に居辛い毎日で
した。そこで、とにかく取引先との信頼関係
をつくろうと、課内のチームで考えていろん
な取り組みをしました。今までの個人プレー
から、チームで仕事をする。いかに、人に気
持ち良く動いてもらえるかといったことを勉
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強しました。少しずつ、決定権者との信頼関
係もでき始めたのですが、相変らわず営業成
績は苦しい日々が続きました。
２年たったころ、その取引先に15％ほどの
シェアを持ち、70年近く付き合いのある損保
会社が、システム対応にコストがかかり過ぎ
ることを理由に、取り引きをやめると発表が
ありました。通常ではこんなことはあり得な
いのですが、ちょうど、決定権者との信頼関
係も深まったころでしたので、その15％の６
割を当社にという夢のようなことが起きまし
た。その後２年間で課も15％ほど拡大し、私
自身いい仕事ができたと思っています。
先ほどお話ししたように、これまで、業績
がどん底に落ちても、いつも必ず誰かに助け
られてＶ字回復をしてきて、私は本当に恵ま

れていると感じています。一方、私自身もピ
ンチをチャンスに変える力がついたのかな
と。これまでかと思ったときも、いや絶対に
挽回してみせる。そのために、いつまでに何
をどうするか、考えながら仕事をしてきて、
ある程度それに近い、あるいは思った以上の
結果が出たように思います。
この春、高知支店長としてまいりました。
高知支店も前例に漏れず、崖から落ちかかっ
ていますが、皆さんや部下の力を借りながら、
感謝の気持ちを忘れずやっていこうと思って
います。
高知東ＲＣの皆さんは優しくて温かい方々
ばかりです。至らない点も多々ありますが、
これからもご指導をよろしくお願いいたしま
す。

永野健生 妻の誕生祝いありがとうござい
ます。体調は安定してきましたが、まだ復帰
総数 出席 欠席
HC出席率 出席率
－5
には時間がかかりそうです。
９月25日
55 41
5 74.55％ 92％
4
● 竹村克彦
先週の例会の直前に、２人目の
－5
９月11日
13 67.55％ 100％
55 37
0
孫が生まれました。女の子です。例会欠席し
ましたこと、お許しください。
● 野志征生
松井様、卓話楽しみにしていま
● 前川美智子
先週の情報集会ではリーダー、 す。よろしくお願いいたします。
● 猿田隆夫
先日、運転免許更新のための認
野町さん、福岡さん、竹村さん、西森やよい
知症テストを受けました。老人ホームのよう
さん、記録係の永野正将さん、岡﨑さん、武
な雰囲気の中、無事クリアしたと思います。
吉さん、西内さんには進行、書記として大変
お世話をおかけしました岡会員、ありがとう
お世話になりました。お陰様で、参加者全員
ございます。
の意見が聞けました。ありがとうございまし
● 石川
健 ロータリー情報委員会よりお知
た。写真のお礼と併せて。
● 岡本淳一
らせ。2019-2020年度の入会３年未満の会員
先週の情報集会の書記及びリー
のためのオリエンテーションとゴルフは10月
ダーの方へのお礼です。ありがとうございま
22日㈫に決定しました。追って場所は出席者
した。
● 福岡満喜子
に連絡させていただきます。
先週の情報集会２日目、例会
● サロンイースト協力金として
いつもあり
後の会でリーダーを務めましたが、お茶もお
がとうございます。
出ししなくて失礼いたしました。ホテル側が
◇遅刻 １件
準備してくださっていたのに気がつきません
でした。
◇出席率報告

●

メイク
アップ
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■高知東ＲＣ当面の日程
10月９日㈬ 高知東ロータリークラブ
創立記念日
創立夜間例会
（ザ クラウンパレス）
10月30日㈬ 役員会
11月６日㈬ 定例理事会
11月13日㈬ ロータリー休日
11月13日㈬ パスト会長会（得月樓）
11月20日㈬ 第４回クラブ協議会
11月23日㈯・24日㈰ 地区大会
（アスティとくしま）
11月27日㈬ 役員会

■例会変更のお知らせ
高知中央ＲＣ 10月３日㈭
高知ＲＣ
10月８日㈫
高知西ＲＣ
10月11日㈮
高知中央ＲＣ 10月17日㈭
高知中央ＲＣ 10月24日㈭

ロータリー休日
夜間例会
ロータリー休日
ロータリー休日
職場例会

高知東ＲＣ情報集会
2019年９月18日㈬

昼の部

於：ザ クラウンパレス新阪急高知

2019年９月18日㈬

夜の部

於：得月樓

● ニコニコ箱 ●
ニコニコ

チビニコ

合

計

先週まで

420,116円

4,815円

424,931円

９月25日

19,695円

314円

20,009円

今期の累計

439,811円

5,129円

444,940円

●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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