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本日　３月24日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「ロータリーについて」

柳澤　光秋 会員

次週　３月31日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「業界への挑戦・ブランディング」

寺村　　勉 会員

第2486回　例会報告／令和３年３月３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。
今日は南ロータリークラ
ブの三谷剛平さんにおい
出いただいております。
後ほどSDGsに関する卓
話をしていただきます。

どうぞよろしくお願いします。
　今日は３月３日、桃の節句ということで、
お人形を扱っている近森会員に桃の節句につ
いてお聞きすると、１年間にある５節句の一
つだということです。１月７日が七草の節
句、３月３日が桃の節句、５月５日が端午の
節句、７月７日が七夕の節句、９月９日が菊
の節句と五つあるようです。
　先週の西内さんのお話も非常に興味深いタ
イムリーな内容でしたが、ロータリーに関わ
っていると、いろんな職業の方のちょっと深
いお話が聞けて楽しみです。今後３月、４月
にかけては、自クラブに長くいらっしゃる会
員の方からの卓話も用意していますので、興
味深いお話がたくさんお聞きできるのではな
いかと思います。
　さて、３月は水と衛生月間です。水道の水
が飲める日本で暮らしていると、あまり気に
することではないんですが、中には水道水を
避けてミネラルウォーターをもっぱら飲んで

いらっしゃる方も結構おいでるようです。
ロータリーの友を見ると、たびたび発展途上
地域に井戸を寄付したというような記事を見
かけます。人間が生きていく上で、安全な水
の存在が必要だと理解することはたやすいと
思いますが、日本に居ながらにして、安全な
水が飲めない地域がまだたくさんあるという
ことを、ロータリーの友を見るなどして、知
るべきことじゃないかなというふうに思いま
す。実はSDGsの中にも水に関する目標が謳
われています。少し３月の月間テーマに沿っ
た内容に因んでいるということになりますが、
どうぞよろしくお願いします。
　駄洒落じゃないですが、今日は令和３年３
月３日、「３が三つ」で、将来的には三密を
思い出すときになるかも知れません。お後が
よろしいようで。
◇来訪ロータリアン及びお客さま
　高知南ＲＣ　　　三谷剛平氏
　米山記念奨学生　レ・ティ・フィエンさん
◇米山記念奨学生　レ・ティ・フィエンさん
に奨学金をお渡ししました。

　２年間私は様々なこと
を体験し、様々な国から
の友達ができて、彼らか
らもたくさんのことを学
べました。また、母国を
紹介したり日本語を練習

したりする機会もありました。これらの大切
な思い出をいつまでも心にとどめていきま

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

す。来月から高知工科大学の研究助手とし
て、卒業を６カ月延長して新しいプロジェク
トに参加します。将来の研究課題に備えるた
めに、次の６カ月が貴重なものになることを
期待しています。
　２年間私をサポートし、世話をしてくれた
高知東ロータリークラブに心より深く感謝し
ます。カウンセラーの岡本さんにも感謝しま
す。本当にありがとうございました。
◇親睦委員会
・今西さんの歓迎会を３月24日に開催します。
詳細はまたご連絡をしますが、大勢のご参
加をお願いします。

◇３月の会員祝日（敬称略）
•会員誕生日
　岡本　淳一
　西森やよい
　早瀬　源慶
　柳澤　光秋
　水上　　元
•配偶者誕生日
　西森　泰子　　石川　博子　　別役　佳代
•家庭記念日
　松本　隆之　　今西　　博　　猿田　隆夫
•入会記念日
　柳澤　光秋
◇幹　事　報　告
・３月のロータリーレートは１ドル106円です。
・本日例会終了後、理事会を行います。

　SDGsは、2015年９月の国連サミットで採
択された、加盟国の19カ国が2016年から2030
年の15年間で達成する目標を定めたものです。
１番の貧困をなくそうから17番のパートナー
シップで目標達成しようという17の目標と、
その下に169のターゲットがあります。例え
ば６番目で謳われているのは、安全な水とト
イレを世界中にという事ですが、蛇口をひね
って直接水が飲める国は、世界中でわずか15
カ国しかなくて、アジアで日本とUAE（ア
ラブ首長国連邦）の２カ国だけです。
　2018年10月に当社は、毎月給料明細と一緒
に入れている社内新聞にSDGsに取り組んで
いくということを謳いました。SDGsに関し
て、日本はスタートが遅れたというか、大手
の企業も取り組んではいるけど、30％や50％
の達成だったら叩かれるリスクがあるのでな
かなか表に出せなかった。けれど、こうやっ
て先に高知県内で取り組んでいくことによっ

て、見晴らしがいい場所というか、先に走っ
て行くことで、情報がどんどん集まってくる
ポジションを取ることができる。そうすると、
例えば今日の卓話だったり、商工会でお話を
させていただいたりして、自分も知識を付け
ていくことができます。さらに、社外に向け
ても取り組みを宣言しようと、2018年12月29
日の高知新聞に掲載させていただきました。
独自の行動宣言書を作って、例えば私はSDGs
の17番パートナーシップ実現のために、学校
に行って教育をしながら、子供たちが考える
行動を起こしてもらうことを宣言しますって
いうようなことを、社員みんなに書いてもら
って、2030年に向けて、会社としてできるこ
と、個人個人でできる取り組みを行っていま
す。
　また、SDGsの取り組みを始めたタイミン
グと一緒に、絵本の制作を永井さんという作
家の方とスタートしました。構想から出来上

可愛い彼女を連れていい車に乗りたいとか、
年配の社員は凱旋門賞へ競馬を見に行きたい
とか、資格を取りたい、こういう先輩になり
たい、こういう上司になりたいとか、憧れや
目指していくところがあると思うんです。そ
れを飲んでいるときに聞いて１枚の絵にした
のがビジョンピクチャーで、仕事だけじゃな
くてプライベートの部分でも応援していこう
よっていうことを謳ってる絵です。これ見て
働くときにモチベーション上げてもらったら
いいかなということで作っております。
　これからの取り組みとしては、このSDGs
を知ってくれとか、子供たちに対しても教え
ていくということより、なんか見てたら面白
そうだな。そうかこれがSDGsだからこうい
うことに取り組んだらいいのか、自分たちは
こういうことを行動していったらいいのかっ
て分かるようなSDGsのインターネット番組

を作りたいということで、先週の日曜日にオ
ーディションを開催しました。あっぱれさん
ま大先生とか、しくじり先生みたいな形の番
組にしたいなと。面白おかしい番組を作って
１から17の項目を毎回先生が一人ずつ出てき
て、生徒と掛け合いながら学んでいく。そう
いう番組をユーチューブで配信したいと、メ
ディアに流しましたら取材に来ていただきま
した。
　こんな取り組みをしていきながらSDGsに
対する考え方、そして最後は皆さんに行動に
移してもらいたいなということで活動をして
います。興味・関心を持たれた方は、金高堂
書店さんとか蔦屋書店さんで「私のSDGsの
絵本」を購入いただき、貢献していただけれ
ばと思います。今日はどうもありがとうござ
いました。

がりまで１年間ぐらいかかって、昨年の９月
29日に販売したところ、いきなり売上１位。
SDGsへの注目度も上がってきたこともあっ
て、金高堂書店さんで３週続けて１番を取り、
高知県内の小学校193校へも絵本を贈呈させ
ていただきました。絵本は１から17の項目全
部が網羅されています。2030年に向けた目標
であれば、社会人だけじゃなくて、やはり子
供も一緒になって達成できる、子供たちにも
分かりやすいものということから、絵本とい
う形になりました。
　弊社は建築、土木、舗装など様々な物づく
りをしてる会社で、仕事の部分でいうと建設
業とSDGsということですが、インフラ、環
境、防災、エネルギー等々幅広くSDGsは繋
がっています。また、会社を継続させていく
ためには地域、環境、社会などの課題を解決
していくことが重要で、そのためにはSDGs
を達成していく必要があると私は認識してい
ます。
　例えば11番の住み続けられるまちづくり、
３番の全ての人に健康と福祉を、そしてエネ
ルギーの削減。例えば香川県まで高速道路を
使わずに行くと大体３時間20分かかります。
しかし、高速道路が延伸することによって２
時間強で行けるし、二酸化炭素排出量が40％
減少する。運転手の体の負担も軽減される。
高速道路一つとってみても多くの新しい技術
が使われて、様々なSDGsに繋がっていきます。
　次に、現場のICTとSDGsについて。現在
弊社でもドローンを使ったり、レーザースキ
ャナーを使って仕事をしています。若い子が
一人で測量できますし、データを入れること
によって重機自体が掘削する位置や深さを把
握でき、仕事がスムーズに進むようになって
います。ベテランの職人さんは若い人に教育
をしていた時間を、自分が更に知識を高める
ために使ったりできるようになっています。
女性の技術者も増えてきて、弊社がこの４月
に採用する技術者５名の内３名が女性、２名
が男性と逆転現象が起きています。
　防災、減災のSDGsの取り組みでは、11番
の住み続けられるまちづくり、13番の気候変
動の具体的な対策に繋がっています。学校で
出前授業を行なったり、防災教室や防災訓練、
防災イベントを地域の皆さんと一緒に開催す

ることによって、17番パートナーシップ、４
番の質の高い教育をみんなにということにも
繋がります。
　このように、普段何気なく皆さんが会社で
取り組んでいる活動が、多分１から17の項目
のどれかに当てはまってくると思うんですね。
SDGsを達成するために、なにか意識して煩
わしいものとか労力がかかることをやらなけ
ればいけないということではなくて、今やっ
てることを深掘りして、もうちょっとやれば
これに繋がってくるなというのを、従業員の
皆さんと話し合ってみたらいいのではないで
しょうか。
　たとえば、弊社の１例を挙げると、健康経
営は社員の健康管理を経営的な視点で関与、
戦略的に実践することと謳っていますが、ダ
イエットや禁煙となると、太っていない人や
たばこを吸ってない人は当てはまらない。だ
ったら、花粉症手当なんかはどうだろう。薬
代やレーザー治療にお金がかかる。そういう
ところに補助をしてあげるというのはいいん
じゃないかと、今いろいろ提案を投げかけて
いるところです。健康経営というのは、全て
の人に健康と福祉を、そして働き甲斐、経済
成長だけじゃなくて、医療費の削減にも繋が
ってきます。働き甲斐という点では、弊社の
仕事は、山の中の舗装工事などコンビニやお
店のない山の中を転々とすることが多くあり
ます。男性はいいのですが、女性技術者が増
えている中で、トイレをどうしようと考えて、
可愛らしいヤイロちゃんがついてるトイレカ
ーを導入して、女性が仕事をしやすい環境を
つくっています。
　知名度のアップについて。社員に対して頻
繁にアンケートを取っています。うちの社員
は女性に対してどういうふうに思っているの
か。重たい荷物があったら男がもつものだ、
お茶を出すのは男性より女性がいいのか。女
性の上司をどう思うか、社長が女性だったら
どう思うか。どれが正解ということではなく
て、うちの社員はどういうふうに考えている
のか、これからも女性を採用していく中で、
会社がどういうふうになっていけばいいのか
考えていかなければいけないと思っています。
　ビジョンピクチャーというのがあります。
毎月誕生日会で話をするとき、若い従業員は

◇出席率報告

　

•竹村克彦　三谷剛平さん、お忙し中、貴重
なお話をしていただきまして、ありがとうご
ざいました。
•西森やよい　お誕生祝いありがとうござい
ます。47歳になりますが、何とも中途半端な
気分です。
•西内俊介　先週の卓話聞いてくださってあ
りがとうございました。なかなか思うことを
お伝えしきれなかったので、今日まとめてみ
ます。①他の動物と同じように口は食べると
ころ、呼吸は鼻ですること。②そのために
は、口を閉じたとき、舌（ベろ）を上あごに
しっかりとくっつけてください。以上です。
•鬼田知明　西内さん、先週の卓話は大変参
考になりありがとうございました。三谷さん、
本日は卓話ありがとうございました。
•水上　元　多くの会員の皆さまにラン展に
お越しいただきありがとうございました。コ
ロナ禍の中で「密」を避けながらの開催でし
たが、会期中約２万2,000人という過去最高
の入園数でした。誕生日のお祝いをありがと
うございました。牧野植物園の春のご案内を
配付させていただきました。ご来園をお待ち
しております。
•森田倫光　ドラゴン賞ありがとうございま

した。ドライバーにヒビが入りましたが、保
健で新品が手に入りました。
•土居祐三　また入札のくじが当たりました。
•柳澤光秋　誕生祝い、入会記念、お礼。
•岡本淳一　誕生祝いのお礼と米山奨学生の
フィエンちゃんが、今月で奨学生を卒業しま
す。ロータリーの皆さま、長い間ありがとう
ございました。
•早瀬源慶　誕生祝いお礼。今月下旬で85歳
を迎えます。昨年12月から、鬼田さんには申
し訳ありませんが、晩酌日を３分の１に少な
くしました。その結果、体重２kg減少に成
功し、古い服・ズボンを着ることができるよ
うになりました。但し、夜間例会等では十分
いただきます由、念のため。
•別役重具　妻の誕生日祝いお礼。何歳にな
るのか知らないことにしています。
•西森　大　妻への誕生日のプレゼント、お
気遣いいただきありがとうございます。
•石川　健　妻の誕生日を祝っていただきあ
りがとうございました。
•猿田隆夫　結婚して○十年です。覚えてい
ません。
•今西　博　３月17日結婚記念日です。お祝
いありがとうございます。
•松本隆之　家庭記念日お祝いありがとうご
ざいます。今月は東京に２回参りますので、
私には近づかない方がいいです。　　
•ザ クラウンパレス新阪急高知　いつもあり
がとうございます。
◇遅刻・早退　４件
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ば６番目で謳われているのは、安全な水とト
イレを世界中にという事ですが、蛇口をひね
って直接水が飲める国は、世界中でわずか15
カ国しかなくて、アジアで日本とUAE（ア
ラブ首長国連邦）の２カ国だけです。
　2018年10月に当社は、毎月給料明細と一緒
に入れている社内新聞にSDGsに取り組んで
いくということを謳いました。SDGsに関し
て、日本はスタートが遅れたというか、大手
の企業も取り組んではいるけど、30％や50％
の達成だったら叩かれるリスクがあるのでな
かなか表に出せなかった。けれど、こうやっ
て先に高知県内で取り組んでいくことによっ

て、見晴らしがいい場所というか、先に走っ
て行くことで、情報がどんどん集まってくる
ポジションを取ることができる。そうすると、
例えば今日の卓話だったり、商工会でお話を
させていただいたりして、自分も知識を付け
ていくことができます。さらに、社外に向け
ても取り組みを宣言しようと、2018年12月29
日の高知新聞に掲載させていただきました。
独自の行動宣言書を作って、例えば私はSDGs
の17番パートナーシップ実現のために、学校
に行って教育をしながら、子供たちが考える
行動を起こしてもらうことを宣言しますって
いうようなことを、社員みんなに書いてもら
って、2030年に向けて、会社としてできるこ
と、個人個人でできる取り組みを行っていま
す。
　また、SDGsの取り組みを始めたタイミン
グと一緒に、絵本の制作を永井さんという作
家の方とスタートしました。構想から出来上

可愛い彼女を連れていい車に乗りたいとか、
年配の社員は凱旋門賞へ競馬を見に行きたい
とか、資格を取りたい、こういう先輩になり
たい、こういう上司になりたいとか、憧れや
目指していくところがあると思うんです。そ
れを飲んでいるときに聞いて１枚の絵にした
のがビジョンピクチャーで、仕事だけじゃな
くてプライベートの部分でも応援していこう
よっていうことを謳ってる絵です。これ見て
働くときにモチベーション上げてもらったら
いいかなということで作っております。
　これからの取り組みとしては、このSDGs
を知ってくれとか、子供たちに対しても教え
ていくということより、なんか見てたら面白
そうだな。そうかこれがSDGsだからこうい
うことに取り組んだらいいのか、自分たちは
こういうことを行動していったらいいのかっ
て分かるようなSDGsのインターネット番組

を作りたいということで、先週の日曜日にオ
ーディションを開催しました。あっぱれさん
ま大先生とか、しくじり先生みたいな形の番
組にしたいなと。面白おかしい番組を作って
１から17の項目を毎回先生が一人ずつ出てき
て、生徒と掛け合いながら学んでいく。そう
いう番組をユーチューブで配信したいと、メ
ディアに流しましたら取材に来ていただきま
した。
　こんな取り組みをしていきながらSDGsに
対する考え方、そして最後は皆さんに行動に
移してもらいたいなということで活動をして
います。興味・関心を持たれた方は、金高堂
書店さんとか蔦屋書店さんで「私のSDGsの
絵本」を購入いただき、貢献していただけれ
ばと思います。今日はどうもありがとうござ
いました。

がりまで１年間ぐらいかかって、昨年の９月
29日に販売したところ、いきなり売上１位。
SDGsへの注目度も上がってきたこともあっ
て、金高堂書店さんで３週続けて１番を取り、
高知県内の小学校193校へも絵本を贈呈させ
ていただきました。絵本は１から17の項目全
部が網羅されています。2030年に向けた目標
であれば、社会人だけじゃなくて、やはり子
供も一緒になって達成できる、子供たちにも
分かりやすいものということから、絵本とい
う形になりました。
　弊社は建築、土木、舗装など様々な物づく
りをしてる会社で、仕事の部分でいうと建設
業とSDGsということですが、インフラ、環
境、防災、エネルギー等々幅広くSDGsは繋
がっています。また、会社を継続させていく
ためには地域、環境、社会などの課題を解決
していくことが重要で、そのためにはSDGs
を達成していく必要があると私は認識してい
ます。
　例えば11番の住み続けられるまちづくり、
３番の全ての人に健康と福祉を、そしてエネ
ルギーの削減。例えば香川県まで高速道路を
使わずに行くと大体３時間20分かかります。
しかし、高速道路が延伸することによって２
時間強で行けるし、二酸化炭素排出量が40％
減少する。運転手の体の負担も軽減される。
高速道路一つとってみても多くの新しい技術
が使われて、様々なSDGsに繋がっていきます。
　次に、現場のICTとSDGsについて。現在
弊社でもドローンを使ったり、レーザースキ
ャナーを使って仕事をしています。若い子が
一人で測量できますし、データを入れること
によって重機自体が掘削する位置や深さを把
握でき、仕事がスムーズに進むようになって
います。ベテランの職人さんは若い人に教育
をしていた時間を、自分が更に知識を高める
ために使ったりできるようになっています。
女性の技術者も増えてきて、弊社がこの４月
に採用する技術者５名の内３名が女性、２名
が男性と逆転現象が起きています。
　防災、減災のSDGsの取り組みでは、11番
の住み続けられるまちづくり、13番の気候変
動の具体的な対策に繋がっています。学校で
出前授業を行なったり、防災教室や防災訓練、
防災イベントを地域の皆さんと一緒に開催す

ることによって、17番パートナーシップ、４
番の質の高い教育をみんなにということにも
繋がります。
　このように、普段何気なく皆さんが会社で
取り組んでいる活動が、多分１から17の項目
のどれかに当てはまってくると思うんですね。
SDGsを達成するために、なにか意識して煩
わしいものとか労力がかかることをやらなけ
ればいけないということではなくて、今やっ
てることを深掘りして、もうちょっとやれば
これに繋がってくるなというのを、従業員の
皆さんと話し合ってみたらいいのではないで
しょうか。
　たとえば、弊社の１例を挙げると、健康経
営は社員の健康管理を経営的な視点で関与、
戦略的に実践することと謳っていますが、ダ
イエットや禁煙となると、太っていない人や
たばこを吸ってない人は当てはまらない。だ
ったら、花粉症手当なんかはどうだろう。薬
代やレーザー治療にお金がかかる。そういう
ところに補助をしてあげるというのはいいん
じゃないかと、今いろいろ提案を投げかけて
いるところです。健康経営というのは、全て
の人に健康と福祉を、そして働き甲斐、経済
成長だけじゃなくて、医療費の削減にも繋が
ってきます。働き甲斐という点では、弊社の
仕事は、山の中の舗装工事などコンビニやお
店のない山の中を転々とすることが多くあり
ます。男性はいいのですが、女性技術者が増
えている中で、トイレをどうしようと考えて、
可愛らしいヤイロちゃんがついてるトイレカ
ーを導入して、女性が仕事をしやすい環境を
つくっています。
　知名度のアップについて。社員に対して頻
繁にアンケートを取っています。うちの社員
は女性に対してどういうふうに思っているの
か。重たい荷物があったら男がもつものだ、
お茶を出すのは男性より女性がいいのか。女
性の上司をどう思うか、社長が女性だったら
どう思うか。どれが正解ということではなく
て、うちの社員はどういうふうに考えている
のか、これからも女性を採用していく中で、
会社がどういうふうになっていけばいいのか
考えていかなければいけないと思っています。
　ビジョンピクチャーというのがあります。
毎月誕生日会で話をするとき、若い従業員は
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◇出席率報告

　

•竹村克彦　三谷剛平さん、お忙し中、貴重
なお話をしていただきまして、ありがとうご
ざいました。
•西森やよい　お誕生祝いありがとうござい
ます。47歳になりますが、何とも中途半端な
気分です。
•西内俊介　先週の卓話聞いてくださってあ
りがとうございました。なかなか思うことを
お伝えしきれなかったので、今日まとめてみ
ます。①他の動物と同じように口は食べると
ころ、呼吸は鼻ですること。②そのために
は、口を閉じたとき、舌（ベろ）を上あごに
しっかりとくっつけてください。以上です。
•鬼田知明　西内さん、先週の卓話は大変参
考になりありがとうございました。三谷さん、
本日は卓話ありがとうございました。
•水上　元　多くの会員の皆さまにラン展に
お越しいただきありがとうございました。コ
ロナ禍の中で「密」を避けながらの開催でし
たが、会期中約２万2,000人という過去最高
の入園数でした。誕生日のお祝いをありがと
うございました。牧野植物園の春のご案内を
配付させていただきました。ご来園をお待ち
しております。
•森田倫光　ドラゴン賞ありがとうございま

した。ドライバーにヒビが入りましたが、保
健で新品が手に入りました。
•土居祐三　また入札のくじが当たりました。
•柳澤光秋　誕生祝い、入会記念、お礼。
•岡本淳一　誕生祝いのお礼と米山奨学生の
フィエンちゃんが、今月で奨学生を卒業しま
す。ロータリーの皆さま、長い間ありがとう
ございました。
•早瀬源慶　誕生祝いお礼。今月下旬で85歳
を迎えます。昨年12月から、鬼田さんには申
し訳ありませんが、晩酌日を３分の１に少な
くしました。その結果、体重２kg減少に成
功し、古い服・ズボンを着ることができるよ
うになりました。但し、夜間例会等では十分
いただきます由、念のため。
•別役重具　妻の誕生日祝いお礼。何歳にな
るのか知らないことにしています。
•西森　大　妻への誕生日のプレゼント、お
気遣いいただきありがとうございます。
•石川　健　妻の誕生日を祝っていただきあ
りがとうございました。
•猿田隆夫　結婚して○十年です。覚えてい
ません。
•今西　博　３月17日結婚記念日です。お祝
いありがとうございます。
•松本隆之　家庭記念日お祝いありがとうご
ざいます。今月は東京に２回参りますので、
私には近づかない方がいいです。　　
•ザ クラウンパレス新阪急高知　いつもあり
がとうございます。
◇遅刻・早退　４件



◇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。
今日は南ロータリークラ
ブの三谷剛平さんにおい
出いただいております。
後ほどSDGsに関する卓
話をしていただきます。

どうぞよろしくお願いします。
　今日は３月３日、桃の節句ということで、
お人形を扱っている近森会員に桃の節句につ
いてお聞きすると、１年間にある５節句の一
つだということです。１月７日が七草の節
句、３月３日が桃の節句、５月５日が端午の
節句、７月７日が七夕の節句、９月９日が菊
の節句と五つあるようです。
　先週の西内さんのお話も非常に興味深いタ
イムリーな内容でしたが、ロータリーに関わ
っていると、いろんな職業の方のちょっと深
いお話が聞けて楽しみです。今後３月、４月
にかけては、自クラブに長くいらっしゃる会
員の方からの卓話も用意していますので、興
味深いお話がたくさんお聞きできるのではな
いかと思います。
　さて、３月は水と衛生月間です。水道の水
が飲める日本で暮らしていると、あまり気に
することではないんですが、中には水道水を
避けてミネラルウォーターをもっぱら飲んで

いらっしゃる方も結構おいでるようです。
ロータリーの友を見ると、たびたび発展途上
地域に井戸を寄付したというような記事を見
かけます。人間が生きていく上で、安全な水
の存在が必要だと理解することはたやすいと
思いますが、日本に居ながらにして、安全な
水が飲めない地域がまだたくさんあるという
ことを、ロータリーの友を見るなどして、知
るべきことじゃないかなというふうに思いま
す。実はSDGsの中にも水に関する目標が謳
われています。少し３月の月間テーマに沿っ
た内容に因んでいるということになりますが、
どうぞよろしくお願いします。
　駄洒落じゃないですが、今日は令和３年３
月３日、「３が三つ」で、将来的には三密を
思い出すときになるかも知れません。お後が
よろしいようで。
◇来訪ロータリアン及びお客さま
　高知南ＲＣ　　　三谷剛平氏
　米山記念奨学生　レ・ティ・フィエンさん
◇米山記念奨学生　レ・ティ・フィエンさん
に奨学金をお渡ししました。

　２年間私は様々なこと
を体験し、様々な国から
の友達ができて、彼らか
らもたくさんのことを学
べました。また、母国を
紹介したり日本語を練習

したりする機会もありました。これらの大切
な思い出をいつまでも心にとどめていきま
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す。来月から高知工科大学の研究助手とし
て、卒業を６カ月延長して新しいプロジェク
トに参加します。将来の研究課題に備えるた
めに、次の６カ月が貴重なものになることを
期待しています。
　２年間私をサポートし、世話をしてくれた
高知東ロータリークラブに心より深く感謝し
ます。カウンセラーの岡本さんにも感謝しま
す。本当にありがとうございました。
◇親睦委員会
・今西さんの歓迎会を３月24日に開催します。
詳細はまたご連絡をしますが、大勢のご参
加をお願いします。

◇３月の会員祝日（敬称略）
•会員誕生日
　岡本　淳一
　西森やよい
　早瀬　源慶
　柳澤　光秋
　水上　　元
•配偶者誕生日
　西森　泰子　　石川　博子　　別役　佳代
•家庭記念日
　松本　隆之　　今西　　博　　猿田　隆夫
•入会記念日
　柳澤　光秋
◇幹　事　報　告
・３月のロータリーレートは１ドル106円です。
・本日例会終了後、理事会を行います。

　SDGsは、2015年９月の国連サミットで採
択された、加盟国の19カ国が2016年から2030
年の15年間で達成する目標を定めたものです。
１番の貧困をなくそうから17番のパートナー
シップで目標達成しようという17の目標と、
その下に169のターゲットがあります。例え
ば６番目で謳われているのは、安全な水とト
イレを世界中にという事ですが、蛇口をひね
って直接水が飲める国は、世界中でわずか15
カ国しかなくて、アジアで日本とUAE（ア
ラブ首長国連邦）の２カ国だけです。
　2018年10月に当社は、毎月給料明細と一緒
に入れている社内新聞にSDGsに取り組んで
いくということを謳いました。SDGsに関し
て、日本はスタートが遅れたというか、大手
の企業も取り組んではいるけど、30％や50％
の達成だったら叩かれるリスクがあるのでな
かなか表に出せなかった。けれど、こうやっ
て先に高知県内で取り組んでいくことによっ

て、見晴らしがいい場所というか、先に走っ
て行くことで、情報がどんどん集まってくる
ポジションを取ることができる。そうすると、
例えば今日の卓話だったり、商工会でお話を
させていただいたりして、自分も知識を付け
ていくことができます。さらに、社外に向け
ても取り組みを宣言しようと、2018年12月29
日の高知新聞に掲載させていただきました。
独自の行動宣言書を作って、例えば私はSDGs
の17番パートナーシップ実現のために、学校
に行って教育をしながら、子供たちが考える
行動を起こしてもらうことを宣言しますって
いうようなことを、社員みんなに書いてもら
って、2030年に向けて、会社としてできるこ
と、個人個人でできる取り組みを行っていま
す。
　また、SDGsの取り組みを始めたタイミン
グと一緒に、絵本の制作を永井さんという作
家の方とスタートしました。構想から出来上

可愛い彼女を連れていい車に乗りたいとか、
年配の社員は凱旋門賞へ競馬を見に行きたい
とか、資格を取りたい、こういう先輩になり
たい、こういう上司になりたいとか、憧れや
目指していくところがあると思うんです。そ
れを飲んでいるときに聞いて１枚の絵にした
のがビジョンピクチャーで、仕事だけじゃな
くてプライベートの部分でも応援していこう
よっていうことを謳ってる絵です。これ見て
働くときにモチベーション上げてもらったら
いいかなということで作っております。
　これからの取り組みとしては、このSDGs
を知ってくれとか、子供たちに対しても教え
ていくということより、なんか見てたら面白
そうだな。そうかこれがSDGsだからこうい
うことに取り組んだらいいのか、自分たちは
こういうことを行動していったらいいのかっ
て分かるようなSDGsのインターネット番組

を作りたいということで、先週の日曜日にオ
ーディションを開催しました。あっぱれさん
ま大先生とか、しくじり先生みたいな形の番
組にしたいなと。面白おかしい番組を作って
１から17の項目を毎回先生が一人ずつ出てき
て、生徒と掛け合いながら学んでいく。そう
いう番組をユーチューブで配信したいと、メ
ディアに流しましたら取材に来ていただきま
した。
　こんな取り組みをしていきながらSDGsに
対する考え方、そして最後は皆さんに行動に
移してもらいたいなということで活動をして
います。興味・関心を持たれた方は、金高堂
書店さんとか蔦屋書店さんで「私のSDGsの
絵本」を購入いただき、貢献していただけれ
ばと思います。今日はどうもありがとうござ
いました。

がりまで１年間ぐらいかかって、昨年の９月
29日に販売したところ、いきなり売上１位。
SDGsへの注目度も上がってきたこともあっ
て、金高堂書店さんで３週続けて１番を取り、
高知県内の小学校193校へも絵本を贈呈させ
ていただきました。絵本は１から17の項目全
部が網羅されています。2030年に向けた目標
であれば、社会人だけじゃなくて、やはり子
供も一緒になって達成できる、子供たちにも
分かりやすいものということから、絵本とい
う形になりました。
　弊社は建築、土木、舗装など様々な物づく
りをしてる会社で、仕事の部分でいうと建設
業とSDGsということですが、インフラ、環
境、防災、エネルギー等々幅広くSDGsは繋
がっています。また、会社を継続させていく
ためには地域、環境、社会などの課題を解決
していくことが重要で、そのためにはSDGs
を達成していく必要があると私は認識してい
ます。
　例えば11番の住み続けられるまちづくり、
３番の全ての人に健康と福祉を、そしてエネ
ルギーの削減。例えば香川県まで高速道路を
使わずに行くと大体３時間20分かかります。
しかし、高速道路が延伸することによって２
時間強で行けるし、二酸化炭素排出量が40％
減少する。運転手の体の負担も軽減される。
高速道路一つとってみても多くの新しい技術
が使われて、様々なSDGsに繋がっていきます。
　次に、現場のICTとSDGsについて。現在
弊社でもドローンを使ったり、レーザースキ
ャナーを使って仕事をしています。若い子が
一人で測量できますし、データを入れること
によって重機自体が掘削する位置や深さを把
握でき、仕事がスムーズに進むようになって
います。ベテランの職人さんは若い人に教育
をしていた時間を、自分が更に知識を高める
ために使ったりできるようになっています。
女性の技術者も増えてきて、弊社がこの４月
に採用する技術者５名の内３名が女性、２名
が男性と逆転現象が起きています。
　防災、減災のSDGsの取り組みでは、11番
の住み続けられるまちづくり、13番の気候変
動の具体的な対策に繋がっています。学校で
出前授業を行なったり、防災教室や防災訓練、
防災イベントを地域の皆さんと一緒に開催す

ることによって、17番パートナーシップ、４
番の質の高い教育をみんなにということにも
繋がります。
　このように、普段何気なく皆さんが会社で
取り組んでいる活動が、多分１から17の項目
のどれかに当てはまってくると思うんですね。
SDGsを達成するために、なにか意識して煩
わしいものとか労力がかかることをやらなけ
ればいけないということではなくて、今やっ
てることを深掘りして、もうちょっとやれば
これに繋がってくるなというのを、従業員の
皆さんと話し合ってみたらいいのではないで
しょうか。
　たとえば、弊社の１例を挙げると、健康経
営は社員の健康管理を経営的な視点で関与、
戦略的に実践することと謳っていますが、ダ
イエットや禁煙となると、太っていない人や
たばこを吸ってない人は当てはまらない。だ
ったら、花粉症手当なんかはどうだろう。薬
代やレーザー治療にお金がかかる。そういう
ところに補助をしてあげるというのはいいん
じゃないかと、今いろいろ提案を投げかけて
いるところです。健康経営というのは、全て
の人に健康と福祉を、そして働き甲斐、経済
成長だけじゃなくて、医療費の削減にも繋が
ってきます。働き甲斐という点では、弊社の
仕事は、山の中の舗装工事などコンビニやお
店のない山の中を転々とすることが多くあり
ます。男性はいいのですが、女性技術者が増
えている中で、トイレをどうしようと考えて、
可愛らしいヤイロちゃんがついてるトイレカ
ーを導入して、女性が仕事をしやすい環境を
つくっています。
　知名度のアップについて。社員に対して頻
繁にアンケートを取っています。うちの社員
は女性に対してどういうふうに思っているの
か。重たい荷物があったら男がもつものだ、
お茶を出すのは男性より女性がいいのか。女
性の上司をどう思うか、社長が女性だったら
どう思うか。どれが正解ということではなく
て、うちの社員はどういうふうに考えている
のか、これからも女性を採用していく中で、
会社がどういうふうになっていけばいいのか
考えていかなければいけないと思っています。
　ビジョンピクチャーというのがあります。
毎月誕生日会で話をするとき、若い従業員は
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•竹村克彦　三谷剛平さん、お忙し中、貴重
なお話をしていただきまして、ありがとうご
ざいました。
•西森やよい　お誕生祝いありがとうござい
ます。47歳になりますが、何とも中途半端な
気分です。
•西内俊介　先週の卓話聞いてくださってあ
りがとうございました。なかなか思うことを
お伝えしきれなかったので、今日まとめてみ
ます。①他の動物と同じように口は食べると
ころ、呼吸は鼻ですること。②そのために
は、口を閉じたとき、舌（ベろ）を上あごに
しっかりとくっつけてください。以上です。
•鬼田知明　西内さん、先週の卓話は大変参
考になりありがとうございました。三谷さん、
本日は卓話ありがとうございました。
•水上　元　多くの会員の皆さまにラン展に
お越しいただきありがとうございました。コ
ロナ禍の中で「密」を避けながらの開催でし
たが、会期中約２万2,000人という過去最高
の入園数でした。誕生日のお祝いをありがと
うございました。牧野植物園の春のご案内を
配付させていただきました。ご来園をお待ち
しております。
•森田倫光　ドラゴン賞ありがとうございま

した。ドライバーにヒビが入りましたが、保
健で新品が手に入りました。
•土居祐三　また入札のくじが当たりました。
•柳澤光秋　誕生祝い、入会記念、お礼。
•岡本淳一　誕生祝いのお礼と米山奨学生の
フィエンちゃんが、今月で奨学生を卒業しま
す。ロータリーの皆さま、長い間ありがとう
ございました。
•早瀬源慶　誕生祝いお礼。今月下旬で85歳
を迎えます。昨年12月から、鬼田さんには申
し訳ありませんが、晩酌日を３分の１に少な
くしました。その結果、体重２kg減少に成
功し、古い服・ズボンを着ることができるよ
うになりました。但し、夜間例会等では十分
いただきます由、念のため。
•別役重具　妻の誕生日祝いお礼。何歳にな
るのか知らないことにしています。
•西森　大　妻への誕生日のプレゼント、お
気遣いいただきありがとうございます。
•石川　健　妻の誕生日を祝っていただきあ
りがとうございました。
•猿田隆夫　結婚して○十年です。覚えてい
ません。
•今西　博　３月17日結婚記念日です。お祝
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私には近づかない方がいいです。　　
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がとうございます。
◇遅刻・早退　４件



◇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。
今日は南ロータリークラ
ブの三谷剛平さんにおい
出いただいております。
後ほどSDGsに関する卓
話をしていただきます。

どうぞよろしくお願いします。
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　駄洒落じゃないですが、今日は令和３年３
月３日、「３が三つ」で、将来的には三密を
思い出すときになるかも知れません。お後が
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◇来訪ロータリアン及びお客さま
　高知南ＲＣ　　　三谷剛平氏
　米山記念奨学生　レ・ティ・フィエンさん
◇米山記念奨学生　レ・ティ・フィエンさん
に奨学金をお渡ししました。

　２年間私は様々なこと
を体験し、様々な国から
の友達ができて、彼らか
らもたくさんのことを学
べました。また、母国を
紹介したり日本語を練習

したりする機会もありました。これらの大切
な思い出をいつまでも心にとどめていきま
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す。来月から高知工科大学の研究助手とし
て、卒業を６カ月延長して新しいプロジェク
トに参加します。将来の研究課題に備えるた
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　２年間私をサポートし、世話をしてくれた
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◇親睦委員会
・今西さんの歓迎会を３月24日に開催します。
詳細はまたご連絡をしますが、大勢のご参
加をお願いします。

◇３月の会員祝日（敬称略）
•会員誕生日
　岡本　淳一
　西森やよい
　早瀬　源慶
　柳澤　光秋
　水上　　元
•配偶者誕生日
　西森　泰子　　石川　博子　　別役　佳代
•家庭記念日
　松本　隆之　　今西　　博　　猿田　隆夫
•入会記念日
　柳澤　光秋
◇幹　事　報　告
・３月のロータリーレートは１ドル106円です。
・本日例会終了後、理事会を行います。
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•水上　元　多くの会員の皆さまにラン展に
お越しいただきありがとうございました。コ
ロナ禍の中で「密」を避けながらの開催でし
たが、会期中約２万2,000人という過去最高
の入園数でした。誕生日のお祝いをありがと
うございました。牧野植物園の春のご案内を
配付させていただきました。ご来園をお待ち
しております。
•森田倫光　ドラゴン賞ありがとうございま

した。ドライバーにヒビが入りましたが、保
健で新品が手に入りました。
•土居祐三　また入札のくじが当たりました。
•柳澤光秋　誕生祝い、入会記念、お礼。
•岡本淳一　誕生祝いのお礼と米山奨学生の
フィエンちゃんが、今月で奨学生を卒業しま
す。ロータリーの皆さま、長い間ありがとう
ございました。
•早瀬源慶　誕生祝いお礼。今月下旬で85歳
を迎えます。昨年12月から、鬼田さんには申
し訳ありませんが、晩酌日を３分の１に少な
くしました。その結果、体重２kg減少に成
功し、古い服・ズボンを着ることができるよ
うになりました。但し、夜間例会等では十分
いただきます由、念のため。
•別役重具　妻の誕生日祝いお礼。何歳にな
るのか知らないことにしています。
•西森　大　妻への誕生日のプレゼント、お
気遣いいただきありがとうございます。
•石川　健　妻の誕生日を祝っていただきあ
りがとうございました。
•猿田隆夫　結婚して○十年です。覚えてい
ません。
•今西　博　３月17日結婚記念日です。お祝
いありがとうございます。
•松本隆之　家庭記念日お祝いありがとうご
ざいます。今月は東京に２回参りますので、
私には近づかない方がいいです。　　
•ザ クラウンパレス新阪急高知　いつもあり
がとうございます。
◇遅刻・早退　４件



◇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。
今日は南ロータリークラ
ブの三谷剛平さんにおい
出いただいております。
後ほどSDGsに関する卓
話をしていただきます。

どうぞよろしくお願いします。
　今日は３月３日、桃の節句ということで、
お人形を扱っている近森会員に桃の節句につ
いてお聞きすると、１年間にある５節句の一
つだということです。１月７日が七草の節
句、３月３日が桃の節句、５月５日が端午の
節句、７月７日が七夕の節句、９月９日が菊
の節句と五つあるようです。
　先週の西内さんのお話も非常に興味深いタ
イムリーな内容でしたが、ロータリーに関わ
っていると、いろんな職業の方のちょっと深
いお話が聞けて楽しみです。今後３月、４月
にかけては、自クラブに長くいらっしゃる会
員の方からの卓話も用意していますので、興
味深いお話がたくさんお聞きできるのではな
いかと思います。
　さて、３月は水と衛生月間です。水道の水
が飲める日本で暮らしていると、あまり気に
することではないんですが、中には水道水を
避けてミネラルウォーターをもっぱら飲んで

いらっしゃる方も結構おいでるようです。
ロータリーの友を見ると、たびたび発展途上
地域に井戸を寄付したというような記事を見
かけます。人間が生きていく上で、安全な水
の存在が必要だと理解することはたやすいと
思いますが、日本に居ながらにして、安全な
水が飲めない地域がまだたくさんあるという
ことを、ロータリーの友を見るなどして、知
るべきことじゃないかなというふうに思いま
す。実はSDGsの中にも水に関する目標が謳
われています。少し３月の月間テーマに沿っ
た内容に因んでいるということになりますが、
どうぞよろしくお願いします。
　駄洒落じゃないですが、今日は令和３年３
月３日、「３が三つ」で、将来的には三密を
思い出すときになるかも知れません。お後が
よろしいようで。
◇来訪ロータリアン及びお客さま
　高知南ＲＣ　　　三谷剛平氏
　米山記念奨学生　レ・ティ・フィエンさん
◇米山記念奨学生　レ・ティ・フィエンさん
に奨学金をお渡ししました。

　２年間私は様々なこと
を体験し、様々な国から
の友達ができて、彼らか
らもたくさんのことを学
べました。また、母国を
紹介したり日本語を練習

したりする機会もありました。これらの大切
な思い出をいつまでも心にとどめていきま
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す。来月から高知工科大学の研究助手とし
て、卒業を６カ月延長して新しいプロジェク
トに参加します。将来の研究課題に備えるた
めに、次の６カ月が貴重なものになることを
期待しています。
　２年間私をサポートし、世話をしてくれた
高知東ロータリークラブに心より深く感謝し
ます。カウンセラーの岡本さんにも感謝しま
す。本当にありがとうございました。
◇親睦委員会
・今西さんの歓迎会を３月24日に開催します。
詳細はまたご連絡をしますが、大勢のご参
加をお願いします。

◇３月の会員祝日（敬称略）
•会員誕生日
　岡本　淳一
　西森やよい
　早瀬　源慶
　柳澤　光秋
　水上　　元
•配偶者誕生日
　西森　泰子　　石川　博子　　別役　佳代
•家庭記念日
　松本　隆之　　今西　　博　　猿田　隆夫
•入会記念日
　柳澤　光秋
◇幹　事　報　告
・３月のロータリーレートは１ドル106円です。
・本日例会終了後、理事会を行います。

　SDGsは、2015年９月の国連サミットで採
択された、加盟国の19カ国が2016年から2030
年の15年間で達成する目標を定めたものです。
１番の貧困をなくそうから17番のパートナー
シップで目標達成しようという17の目標と、
その下に169のターゲットがあります。例え
ば６番目で謳われているのは、安全な水とト
イレを世界中にという事ですが、蛇口をひね
って直接水が飲める国は、世界中でわずか15
カ国しかなくて、アジアで日本とUAE（ア
ラブ首長国連邦）の２カ国だけです。
　2018年10月に当社は、毎月給料明細と一緒
に入れている社内新聞にSDGsに取り組んで
いくということを謳いました。SDGsに関し
て、日本はスタートが遅れたというか、大手
の企業も取り組んではいるけど、30％や50％
の達成だったら叩かれるリスクがあるのでな
かなか表に出せなかった。けれど、こうやっ
て先に高知県内で取り組んでいくことによっ

て、見晴らしがいい場所というか、先に走っ
て行くことで、情報がどんどん集まってくる
ポジションを取ることができる。そうすると、
例えば今日の卓話だったり、商工会でお話を
させていただいたりして、自分も知識を付け
ていくことができます。さらに、社外に向け
ても取り組みを宣言しようと、2018年12月29
日の高知新聞に掲載させていただきました。
独自の行動宣言書を作って、例えば私はSDGs
の17番パートナーシップ実現のために、学校
に行って教育をしながら、子供たちが考える
行動を起こしてもらうことを宣言しますって
いうようなことを、社員みんなに書いてもら
って、2030年に向けて、会社としてできるこ
と、個人個人でできる取り組みを行っていま
す。
　また、SDGsの取り組みを始めたタイミン
グと一緒に、絵本の制作を永井さんという作
家の方とスタートしました。構想から出来上

可愛い彼女を連れていい車に乗りたいとか、
年配の社員は凱旋門賞へ競馬を見に行きたい
とか、資格を取りたい、こういう先輩になり
たい、こういう上司になりたいとか、憧れや
目指していくところがあると思うんです。そ
れを飲んでいるときに聞いて１枚の絵にした
のがビジョンピクチャーで、仕事だけじゃな
くてプライベートの部分でも応援していこう
よっていうことを謳ってる絵です。これ見て
働くときにモチベーション上げてもらったら
いいかなということで作っております。
　これからの取り組みとしては、このSDGs
を知ってくれとか、子供たちに対しても教え
ていくということより、なんか見てたら面白
そうだな。そうかこれがSDGsだからこうい
うことに取り組んだらいいのか、自分たちは
こういうことを行動していったらいいのかっ
て分かるようなSDGsのインターネット番組

を作りたいということで、先週の日曜日にオ
ーディションを開催しました。あっぱれさん
ま大先生とか、しくじり先生みたいな形の番
組にしたいなと。面白おかしい番組を作って
１から17の項目を毎回先生が一人ずつ出てき
て、生徒と掛け合いながら学んでいく。そう
いう番組をユーチューブで配信したいと、メ
ディアに流しましたら取材に来ていただきま
した。
　こんな取り組みをしていきながらSDGsに
対する考え方、そして最後は皆さんに行動に
移してもらいたいなということで活動をして
います。興味・関心を持たれた方は、金高堂
書店さんとか蔦屋書店さんで「私のSDGsの
絵本」を購入いただき、貢献していただけれ
ばと思います。今日はどうもありがとうござ
いました。

がりまで１年間ぐらいかかって、昨年の９月
29日に販売したところ、いきなり売上１位。
SDGsへの注目度も上がってきたこともあっ
て、金高堂書店さんで３週続けて１番を取り、
高知県内の小学校193校へも絵本を贈呈させ
ていただきました。絵本は１から17の項目全
部が網羅されています。2030年に向けた目標
であれば、社会人だけじゃなくて、やはり子
供も一緒になって達成できる、子供たちにも
分かりやすいものということから、絵本とい
う形になりました。
　弊社は建築、土木、舗装など様々な物づく
りをしてる会社で、仕事の部分でいうと建設
業とSDGsということですが、インフラ、環
境、防災、エネルギー等々幅広くSDGsは繋
がっています。また、会社を継続させていく
ためには地域、環境、社会などの課題を解決
していくことが重要で、そのためにはSDGs
を達成していく必要があると私は認識してい
ます。
　例えば11番の住み続けられるまちづくり、
３番の全ての人に健康と福祉を、そしてエネ
ルギーの削減。例えば香川県まで高速道路を
使わずに行くと大体３時間20分かかります。
しかし、高速道路が延伸することによって２
時間強で行けるし、二酸化炭素排出量が40％
減少する。運転手の体の負担も軽減される。
高速道路一つとってみても多くの新しい技術
が使われて、様々なSDGsに繋がっていきます。
　次に、現場のICTとSDGsについて。現在
弊社でもドローンを使ったり、レーザースキ
ャナーを使って仕事をしています。若い子が
一人で測量できますし、データを入れること
によって重機自体が掘削する位置や深さを把
握でき、仕事がスムーズに進むようになって
います。ベテランの職人さんは若い人に教育
をしていた時間を、自分が更に知識を高める
ために使ったりできるようになっています。
女性の技術者も増えてきて、弊社がこの４月
に採用する技術者５名の内３名が女性、２名
が男性と逆転現象が起きています。
　防災、減災のSDGsの取り組みでは、11番
の住み続けられるまちづくり、13番の気候変
動の具体的な対策に繋がっています。学校で
出前授業を行なったり、防災教室や防災訓練、
防災イベントを地域の皆さんと一緒に開催す

ることによって、17番パートナーシップ、４
番の質の高い教育をみんなにということにも
繋がります。
　このように、普段何気なく皆さんが会社で
取り組んでいる活動が、多分１から17の項目
のどれかに当てはまってくると思うんですね。
SDGsを達成するために、なにか意識して煩
わしいものとか労力がかかることをやらなけ
ればいけないということではなくて、今やっ
てることを深掘りして、もうちょっとやれば
これに繋がってくるなというのを、従業員の
皆さんと話し合ってみたらいいのではないで
しょうか。
　たとえば、弊社の１例を挙げると、健康経
営は社員の健康管理を経営的な視点で関与、
戦略的に実践することと謳っていますが、ダ
イエットや禁煙となると、太っていない人や
たばこを吸ってない人は当てはまらない。だ
ったら、花粉症手当なんかはどうだろう。薬
代やレーザー治療にお金がかかる。そういう
ところに補助をしてあげるというのはいいん
じゃないかと、今いろいろ提案を投げかけて
いるところです。健康経営というのは、全て
の人に健康と福祉を、そして働き甲斐、経済
成長だけじゃなくて、医療費の削減にも繋が
ってきます。働き甲斐という点では、弊社の
仕事は、山の中の舗装工事などコンビニやお
店のない山の中を転々とすることが多くあり
ます。男性はいいのですが、女性技術者が増
えている中で、トイレをどうしようと考えて、
可愛らしいヤイロちゃんがついてるトイレカ
ーを導入して、女性が仕事をしやすい環境を
つくっています。
　知名度のアップについて。社員に対して頻
繁にアンケートを取っています。うちの社員
は女性に対してどういうふうに思っているの
か。重たい荷物があったら男がもつものだ、
お茶を出すのは男性より女性がいいのか。女
性の上司をどう思うか、社長が女性だったら
どう思うか。どれが正解ということではなく
て、うちの社員はどういうふうに考えている
のか、これからも女性を採用していく中で、
会社がどういうふうになっていけばいいのか
考えていかなければいけないと思っています。
　ビジョンピクチャーというのがあります。
毎月誕生日会で話をするとき、若い従業員は

◇出席率報告

　

•竹村克彦　三谷剛平さん、お忙し中、貴重
なお話をしていただきまして、ありがとうご
ざいました。
•西森やよい　お誕生祝いありがとうござい
ます。47歳になりますが、何とも中途半端な
気分です。
•西内俊介　先週の卓話聞いてくださってあ
りがとうございました。なかなか思うことを
お伝えしきれなかったので、今日まとめてみ
ます。①他の動物と同じように口は食べると
ころ、呼吸は鼻ですること。②そのために
は、口を閉じたとき、舌（ベろ）を上あごに
しっかりとくっつけてください。以上です。
•鬼田知明　西内さん、先週の卓話は大変参
考になりありがとうございました。三谷さん、
本日は卓話ありがとうございました。
•水上　元　多くの会員の皆さまにラン展に
お越しいただきありがとうございました。コ
ロナ禍の中で「密」を避けながらの開催でし
たが、会期中約２万2,000人という過去最高
の入園数でした。誕生日のお祝いをありがと
うございました。牧野植物園の春のご案内を
配付させていただきました。ご来園をお待ち
しております。
•森田倫光　ドラゴン賞ありがとうございま

した。ドライバーにヒビが入りましたが、保
健で新品が手に入りました。
•土居祐三　また入札のくじが当たりました。
•柳澤光秋　誕生祝い、入会記念、お礼。
•岡本淳一　誕生祝いのお礼と米山奨学生の
フィエンちゃんが、今月で奨学生を卒業しま
す。ロータリーの皆さま、長い間ありがとう
ございました。
•早瀬源慶　誕生祝いお礼。今月下旬で85歳
を迎えます。昨年12月から、鬼田さんには申
し訳ありませんが、晩酌日を３分の１に少な
くしました。その結果、体重２kg減少に成
功し、古い服・ズボンを着ることができるよ
うになりました。但し、夜間例会等では十分
いただきます由、念のため。
•別役重具　妻の誕生日祝いお礼。何歳にな
るのか知らないことにしています。
•西森　大　妻への誕生日のプレゼント、お
気遣いいただきありがとうございます。
•石川　健　妻の誕生日を祝っていただきあ
りがとうございました。
•猿田隆夫　結婚して○十年です。覚えてい
ません。
•今西　博　３月17日結婚記念日です。お祝
いありがとうございます。
•松本隆之　家庭記念日お祝いありがとうご
ざいます。今月は東京に２回参りますので、
私には近づかない方がいいです。　　
•ザ クラウンパレス新阪急高知　いつもあり
がとうございます。
◇遅刻・早退　４件

３月３日

２月17日

総数
－3 54
－3 54

出席
46
42

欠席
3
0

メイク
アップ HC出席率

85.19％
77.78％

出席率
94.12％
100％

2
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●会長／竹村克彦　●幹事／西森やよい　●雑誌会報委員／永野正将・関　淑公
●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

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
921,051円
53,150円
974,201円

13,108円
0円

13,108円

934,159円
53,150円
987,309円

チビニコ 合　計

３月３日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
３月31日㈬　役員会
４月７日㈬　定例理事会
　　　　　　第５回クラブ協議会（次年度）
　　　　　　　　　　　　　　　（得月樓）
４月21日㈬　役員会
４月25日㈰　ゴルフコンペ
　　　　　　　　　　（パシフィックＣＣ）
４月28日㈬　ロータリー休日

■例会変更のお知らせ
高知南ＲＣ　　３月25日㈭　花見例会
高知中央ＲＣ　３月25日㈭　花見夜間例会
高知北ＲＣ　　３月29日㈪　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　３月30日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　４月１日㈭　植樹例会
高知西ＲＣ　　４月２日㈮　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　４月６日㈫　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　４月８日㈭　夜間例会
高知西ＲＣ　　４月９日㈮　夜間例会
高知北ＲＣ　　４月26日㈪　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　４月27日㈫　夜間例会
高知西ＲＣ　　４月30日㈮　ロータリー休日
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