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本日

10月23日㈬ 12：30 ザ クラウンパレス新阪急高知
ゲストスピーチ
「高知県の屋号について」
高知新聞 学芸部 記者 楠瀬 慶太 氏

第2441回 例会報告／令和元年10月16日

天候

次週

10月30日㈬ 12：30 ザ クラウンパレス新阪急高知

ゲストスピーチ
「キラヴィ福利厚生サポートプラン」
学校法人龍馬学園 常務理事 泉田
優氏
学校法人龍馬学園 生涯学習健康センター
筒井 由夏 氏
専任トレーナー 健康運動指導士

晴

◇ロータリーソング
「我らの生業」
◇会 長 挨 拶

道・写真・グラフィックデザインの入選作が
展示されていました。後期は19日から27日ま
で洋画・日本画・工芸・先端美術が展示され
皆さん、こんにちは。
ます。こうした「県展」のような公募展は全
先週の創立夜間例会には、 国各地で、秋を中心に開かれているようです。
水曜会とご家族の皆さま、
改装中の県立美術館は来年１月２日に再
たくさんご出席いただき、 オープンしますが、県内には他にも、中土佐
お陰様で楽しい親睦のひ
町立美術館、香美市立美術館、安芸市立書道
とときとなりました。あ
美術館など、小さいながらも個性的な地域の
りがとうございました。
美術館があります。ドライブがてらに寄って
週末は非常に強い台風19号が伊豆半島に上
みるのも楽しいと思います。
陸し、東日本の広い範囲に甚大な被害をもた
スイスの著名な心理学者のユングが「幸せ
らし、まだまだ被害の全貌が分からない状態
になるための条件」として挙げた一つに「美
です。被害に遭われた方、亡くなられた方々
しいものが分かる能力」つまり「美しいもの
を思うと胸が痛みます。１日も早い復興を願
を美しいと思える心」があります。美術館で
わずにはいられません。
絵画や書を鑑賞するとき、かの岡倉天心も
本来、秋は昔から気候や気温が比較的安定
言ったように「いろんな人の評価など関係な
するため、物事に集中しやすいことや収穫期
く」自分自身が美しいと感じる作品に出会う
であることから、
「読書の秋」
「実りの秋」
ことは、とても幸せなことだと思います。ま
「スポーツの秋」など「○○の秋」と形容さ
ずは、県展を手始めに会場に足を運んで「芸
れることが多い季節です。
「芸術の秋」もそ
術の秋」を楽しんでみてはいかがでしょうか。
の一つで、私も何か作品づくりに挑戦したい
きっと自分の気に入った作品に出会い、ひと
と思っていますが、時間や場所の確保、道具
ときの幸せを感じられると思います。
の準備など、ハードルは低くはありません。
本日は、９月に入会した広瀬雅彦会員のス
ならば、気分だけでも味わおうと「県展」に
ピーチです。よろしくお願いします。
行ってきました。正式には「高知県美術展覧
◇親睦委員会より
会」というそうで、今年で73回目を迎えます。
本日、広瀬会員の歓迎会を６時半から座屋
今年は県立美術館の改装のため、前・後期
で行います。出席をよろしくお願いします。
に分けて「かるぽーと」で開催されています。 ◇ロータリー情報委員会
既に前期は11日に終わりましたが、彫刻・書
10月22日、入会３年未満の会員とアドバイ
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ザーの方、15名が集まって司本店で勉強会を
行います。講師は浦田会員です。
◇幹 事 報 告
・仁淀ＲＣの「鮎の会」への参加のお礼が来
ています。
・ロータリー財団の事業で、11月19日の14時
から中央公園東側の噴水前にて避難マップ
掲示板の贈呈式を行います。是非ご参加を
お願いします。

・高知大丸と高知ＲＣが共催で「チャリティ
絵画売り尽くしセール」を行います。収益
金の一部をポリオ・プラスに寄付をします
ので、ぜひ、ご来場ください。
・赤い羽根共同募金へ、１人500円の寄付を
行いますので、よろしくお願いします。
・共同事務局から、メイキャップは各会場と
も11時半から13時までの時間厳守、なおか
つ自署でお願いします。

◇会員スピーチ

広瀬

雅彦 会員

「私の履歴書」

私は、高知市高見町、広瀬タイル工業とい
う祖父が営む会社の初孫として昭和49年１月
１日に生まれました。血液型Ｏ型。現在の勤
務先は四国広瀬産業株式会社、業種は四国ガ
スサービスショップとして、ガス器具販売、
ガス工事、リフォーム、太陽光発電などを営
んでいます。趣味は、25年ほどゴルフをして
います。現在はハンディ８。釣りは主にルア
ーやイカ釣り。後はマラソン。毎年龍馬マラ
ソンに参加し、今年で５回目です。１年目は
制限時間ギリギリ５時間56分で、足の痛みを
こらえながら何とか完走しました。それから、
悔しさをバネに練習して、２年目は４時間半、
３年目は４時間10分、４年目３時間58分、今
年は３時間46分で完走しました。来年は３時
間40分切りを目指したいと思っています。
私が生後２ヵ月のとき、祖父が急逝し、家
業も倒産の危機に陥り大変になったようです
が、私はそんなことも知らず、ブロックや砂
山でブルドーザーやユンボのおもちゃで１人
遊んでいました。保育園は竹島町の城南保育
園。昭和55年、潮江南小学校に入学。１、２
年生は空手、３年からは剣道を習い、小学校
６年の２学期に初月小学校に転校。
昭和61年４月、高知大学教育学部附属中学
校に入学。会員の髙橋卓弥君とは３年間同じ

クラスで、香川の方にブラックバスを釣りに
行ったことを覚えています。１年で野球部に
入部、３年生に近森範久さんがサウスポーの
ピッチャーでいました。平成元年、高知西高
校に入学。３年間バレー部に所属しましたが、
専任の監督や経験者がいない中で、自分たち
でビデオや日本リーグの試合を見たりしてい
ました。２年のとき、武吉和希さんと一緒の
クラスだったようですが全然覚えていなくて、
この資料を作っているときに気づきました。
平成５年、幹事の岡本淳一さんと同じ松山
大学経済学部に進学。東京の大学も受験しま
したが、合格できませんでした。入学して間
もなく会社が松山に進出することになり、今
にして思えば、松山に行く運命だったのかも
しれません。勉強そっちのけでアルバイトや
麻雀、釣りなど遊んでばかりでしたが、４年
でようやく簿記の勉強、家業の松山支店の手
伝いなど、徐々に社会人になるための準備を
始めました。大学卒業後、親の勧めもあり穴
吹工務店に入社し、マンション販売に携わり
ました。そこで、電話は誰よりも早く取る、
お客さまの気持ちが冷める前に詰める、初回
で次のアポを取る等々、販売の秘訣を先輩か
ら教えられ、それが今の自分の営業の礎にな
っていると思います。東京で研修を受けた後、
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静岡に配属。入社２年目に広島に転勤し４物
件の販売に携わりました。営業マンは、マン
ション１棟の販売途中でも、新しいマンショ
ンができるとか苦戦しているところがあると、
すぐにそこに飛ばされます。早ければ２、
３ヵ月での転勤もあります。
４年で穴吹工務店を退職。不動産の仲介の
ノウハウを勉強するため、平成13年、松山の
不動産業者に中途入社。不動産仲介で重要な
のは、物件や道路などの調査だと学び、ここ
で１年半勤務した後、高知へ帰ることになり
ます。
平成14年９月、現在の会社に入社。美装リ
フォーム部門に配属と同時に不動産部門を立
ち上げて、住宅の賃貸、売買仲介も始めまし
たが、リフォームとガスとの両立が難しくな
り、現在はほとんど仲介はしていません。平
成15年８月、ガス事業部に移籍。主にガス器
具販売、修理、ガス設備の保守・点検、ガス
配管設計見積もり等々、専門の資格を取って
経験を積みました。１年半が過ぎたころ、松
山の責任者が体調を崩し、平成17年４月から
松山支店の責任者としてスタート。経験不足
の私でしたが、先に入社していた大学の同級
生に、伝票の作成、四国ガスへの報告等々を
教わり、彼のサポートで支店業務も順調に推
移しました。
その年の秋、父ががんで半年の余命宣告を
受け、懸命な治療を行いましたが平成18年６
月に亡くなりました。会社がトップを失った
状態になったため、私は経営コンサルタント
の先生の力を借りて経営ビジョンを作成し、
今後の目標や指標としました。父の死の１年
後に結婚。平成20年７月に長女、平成23年６

月に次女が誕生しました。
平成21年８月から新事業として太陽光発電
システム事業をスタートしました。最初、販
売がうまくいかず苦戦していましたが、徳島
の保険屋さんから太陽光コンサルタントの方
を紹介していただき、１年間、販売手法の指
導契約を結びました。実は、この方との出会
いがこの後の会社に大きな影響を及ぼします。
月１、２回、この方と発電用地を探したりす
る内、南国市の十市で大規模発電用地に出会
いました。開発許可申請や土地権利問題
等々、様々な問題をクリアしてようやく南国
発電所の完成にこぎ着けました。半年後は土
佐山にも発電所を完成。お酒の席での話で、
その方とは同級生で松山大学に共通の友人が
いて、釣りやバーベキューなど同じ席にいた
ことが分かり、人との出会いの不思議を感じ
ました。
平成31年３月24日、当社は創業70年を迎え
ました。これまで支えてくれた社員、お客さ
ま、取引先、地域の皆さまを大事に、80年、
90年、100年をこれからも目指していきたい
と思っています。
今回、この卓話をするにあたり、これまで
を振り返る良い機会となりました。写真を探
したり資料を作っていくうちに、今の自分が
あるのは神様の思し召し、こうなるように
なっていたんだと感じました。高知東ＲＣに
入会することになったのも、恐らく必然だっ
たのだろうと思っています。まだまだ分から
ないことばかりですが、皆さんとともに活動
していきたいと思いますので、今後ともどう
かよろしくお願いいたします。

◇出席率報告

ございました。今後もよろしくお願いします。
● 広瀬雅彦
石川さん、土居さん、松本さん、
先日は勉強会ありがとうございました。また、
本日は私の履歴書の話を聞いていただきあり
がとうございました。夜は歓迎会、お手柔ら
かによろしくお願いします。
● 寺村
勉 創立夜間例会欠席でした。親睦
委員会の皆さん、運営のお手伝いできなくて
すみません。もう少しの間、休みがちになり
ますがよろしくお願いします。
● 西森良文
先週の創立夜間例会欠席のお詫

総数 出席 欠席
10月16日

－7

55 34

9

10月２日

－4

55 42

0

メイク
アップ

HC出席率 出席率

5

61.82％ 81.25％

9

76.36％

100％

前川美智子 広瀬さん、会員スピーチあり
がとうございました。今晩は歓迎会もありま
す。高知東ＲＣを楽しんでください。
● 岡本淳一
広瀬会員、スピーチありがとう
●
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びとして。
● 永野正将
先週、遅刻のお詫び。
● 別役重具
台湾の双十節（国慶節）に参加
してきました。台湾を応援しましょう。
“今
日の香港 明日の台湾”
● 前田
博 ゴルフの代打、石川さんにご無
理を言いました。感謝です。
● 西森やよい
広瀬さん、改めてご入会あり

がとうございます。昭和48、49年組の仲間と
して、心から歓迎いたします。本日、欠席申
し訳ありません。これからもどうぞよろしく
お願いいたします。因みにうちの第２子も６
月29日生まれです。
● 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。

■高知東ＲＣ当面の日程
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19日㈫ ロータリー財団
避難看板授与式（14：00）
（中央公園東側の噴水前）
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24日㈭
高知西ＲＣ
11月１日㈮
高知ロイヤルＲＣ
11月５日㈫
高知北ＲＣ
11月11日㈪
高知南ＲＣ
11月14日㈭
高知ＲＣ
11月19日㈫
高知ロイヤルＲＣ
11月19日㈫
高知南ＲＣ
11月21日㈭
高知中央ＲＣ 11月21日㈭
高知西ＲＣ
11月22日㈮
高知北ＲＣ
11月25日㈪

職場例会
4RC合同夜間例会
11/1、4RC合同夜間例会に振替
11/9、夜間例会に振替
ロータリー休日
ロータリー休日
11/21、3RC夜間例会に振替
地区大会に振替
ロータリー休日
ロータリー休日
地区大会に振替

広瀬会員 歓迎会
2019年10月16日㈬

於：座星

● ニコニコ箱 ●
ニコニコ

チビニコ

合

計

先週まで

535,111円

5,129円

540,240円

10月16日

200円

0円

200円

535,311円

5,129円

540,440円

今期の累計

●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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