第2441号

高知東ロータリークラブ 週報
030月31日.2021

本日

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2487回 例会報告／令和３年３月10日

天候

◇ロータリーソング
「奉仕の理想」
◇会 長 挨 拶
皆さん、こんにちは。
東日本大震災から明日で
10年になります。犠牲に
なられた方々に対して、
心からご冥福をお祈りい
たします。
2001年９月、眠りにつこうとしたとき、付
けっ放しにしていたテレビに、世界貿易セン
ターからもうもうと黒煙が上がり見る間に崩
れ落ちる映像が流れたとき、映画の特撮では
ないかと思いました。2004年、スマトラ沖地
震では大きな津波が発生し、多くの犠牲が出
ました。そして、2011年３月11日、現場から
事務所に戻ったとき、がれきを飲み込み農地
を覆い尽くしていく津波の映像に愕然としま
した。それぞれの映像に共通していたのは、
にわかに現実として受け取れなかった自分で
す。
2014年２月、須崎ＲＣさんがホストとして
行われたＩＭで、私は東クラブの代表として
スピーチをしました。「南海トラフ巨大地震
そのときあなたは、そしてクラブは」とい
う非常に重いテーマでしたが「現代では映像
が残され、繰り返し見ることができます。そ
して、そのことが人々の記憶から震災の脅威
を忘れさせないことに繋がっていると思いま
す。また、ロータリアンとして何ができるか

次週

４月７日㈬ 12：30 ザ クラウンパレス新阪急高知
会員スピーチ
「得月樓創業150周年」
松岡 英雄 会員

晴

と自問自答し、発災時に何をといっても思い
つきませんが、防災、発災直後、復興に当
たって、クラブとして、また自らの職業を通
じて何らかの貢献ができるのではないか」と
いった内容で話をしました。そして「阪神・
淡路震災では、壊滅的な被害を被った地域で、
かつての境界が分からなくなって、新たな復
興計画の作成に手がつけられなくて、復興着
手までに時間がかかったと聞いています。そ
のような反省に立って、私たち土地家屋調査
士業界では、東日本大震災の瓦礫の撤去の際、
道路側溝、境界壁の基礎など、地表面の境界
に関する痕跡まで撤去しないように要請し、
そのような作業が行われたという報告が、被
災地の仲間から届いています」といった紹介
をさせていただきました。
南海トラフ地震に備え、あるいは発災後に
どのような貢献ができるか、会員同士、機会
を見つけてお互いの職業の話として取り上げ
るのもいいのではないかと思います。
◇会 長 報 告
入会推薦が出ていた増田伝郎さんに対して、
異議はありませんでしたので入会が確定し
ました。
水上会員が３月末で定年退職のため、野志
会員は転勤のため、退会されます。
今西さんと増田さんの歓迎会と水上さんと
米山奨学生のフィエンさんの送別会を24日
に行います。水上さん、野志さんは24日の
昼の例会に出席されます。
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◇幹 事 報 告
17日はロータリー休日です。

◇会員スピーチ

今西

博 会員

「私の履歴書」

１月に入会させていただきました今西 博
です。
私どもの会社は、もともと桟橋にあった和
光薬業が親会社です。和光薬業が人用の医薬
品に特化していたのに対し、それ以外のもの
を何でも取り扱いができるように、50年前、
卸団地ができると同時に和光商事㈱を設立し
ました。会社の基本方針は「未来（あす）の
生命（いのち）と健康を創造する」です。
取扱品はいろいろです。
１．医療用機器…もともと米国コダック社医
療用フィルム高知県総代理店でコダックレン
トゲンフィルムを高知県下で販売していまし
た。柳澤先生、久病院の沖先生には大変お世
話になりました。現在ではフィルムの時代か
ら変わってデジタル化が進み、医療画像診断
機器の販売が中心となっています。仕入れ先
もコダック社からケアストリーム社、その後、
現在はフィリップス社との取り引きに移行し
ています。
２．動物用医薬品…県内の動物病院への薬品
販売、牛豚鶏など食用として飼育する動物の
薬品類、また競走馬の薬品、市町村役場向け
の防疫用薬剤（ハエや蚊の幼虫駆除）を販売
しています
３．養殖魚医薬品販売から始まった養殖魚部
門…現在は配合飼料、魚のワクチンの販売が
中心となっています。また養殖業者の育てた
魚を購入して販売する業務も行っています。
鮮魚の販売は各地の漁連、漁協を通じて全国
に販売しています。
私は昭和31年生まれで、高知学園に小中高
12年間通いました。父は和光薬業を経営して

いました。私には三つ上に兄がおり、兄は将
来の後継者として小さいときから期待をされ
ていましたが、私はあまり厳しく育てられず、
のんびりと子供時代を過ごせました。そのせ
いか、小中高とほとんど勉強した記憶はあり
ません。中学は陸上競技部、高校はバスケッ
トボール部に入部しましたが、あまり長続き
はせず、陸上は1年間、バスケットは２年で
やめ、中学で入った塾は１カ月で辞めてしま
いました。映画が好きで学校が終わった後や、
特にテスト前の学校が早く終わったときなど、
アサヒ劇場、テアトル土電、名画座等によく
行っていました。
四国を出たかったので、大学は関西の神戸
学院大学に入学をしました。神戸の都会生活
を夢見ていましたが、大学のキャンパスは兵
庫県の山奥でとんでもなく田舎でした。当時
ブルースリーの映画が大流行し、私もブルー
スリーにあこがれ、大学では武道をやろうと
思っていました。人があまりしてない武道が
いいと思い、躰道（たいどう）という一風変
わった武道を選びました。これは沖縄の空手
から派生したもので、バッグ転、バク宙、側
転をしながら技を出すというアクロバットの
ような武道でした。練習は大変厳しく毎日３
時間以上練習をし、１年生で20名ほど入部し
たものが、半年で６名に減りました。私は練
習をするとどんどん上達をして楽しくなって、
４年間続きました。
部活に明け暮れていた大学の４年間でした
が、卒業までに海外旅行がしたいと思い、ア
ルバイトで貯めたお金で、イギリスに１カ月
間ホームステイをしながら語学研修をすると
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いう格安プランに１人で参加しました。英語
は全く喋ったことはなかったので、随分苦労
をしました。ガイドブックには、イギリスの
入国審査では「What is the purpose of your
trip？」と聞かれると書いてあって、答えら
れるようにしていったのですが、実際には、
何かボソッと言った言葉が聞き取れず、隣に
並んでいた日本人に助けてもらってなんとか
入国できました。
３週間の語学研修をしてホームステイも終
了し、その後の自由活動ではスコットランド
とスイスのモンブランを見に行きました。ス
イスまではパリ経由の列車です。フランス人
は英語ができるにもかかわらずフランス語し
か話さず、切符を買うのにも苦労しました。
言葉の壁や人種差別なども経験し、大変な思
いもしましたが貴重な経験と楽しい思い出と
なりました。大学４年間の経験は、その後の
人生にも活かされているように思います。卒
業後、現在の会社に入社、病院や畜産農家、
競馬場、動物病院、養殖業者、市町村役場な
ど一通り現場を経験しました。
35歳で役員になりました。当時の会社の売
り上げは７億円。経営の知識も全くなく、必
要に迫られて経営の勉強を始め、いろいろな
勉強会にも参加しました。その中の一つ、中
小企業家同友会の経営分析のセミナーで、岡
本淳一さんと知り合いお付き合いが始まりま
した。あるとき、自社の経営分析発表の場で
友人の経営者から、うちの会社内容について
批判を受け、会社を経営するにはもっと自分
に厳しくしないといけないと、それがきっか
けで目覚めたように思います。
何とか会社の規模を大きくしたいと思い、
幹部を集めた会議の場で10年間で30億円を目
標にしようと発言したところ、社員から大変
な反発を受けました。けれども、幸いにも
様々な業種を取り扱っていましたので、それ

ぞれの分野で販売を積み重ねてゆくことで規
模の拡大ができると皆を説得して、苦労しな
がらも何とか10年で達成することができまし
た。大言壮語も自分ができると思って言って
みるものだと思いました。
趣味はテニス、スキー、ゴルフ、読書で
す。若いころには本を読んだこともありませ
んでしたが、30代半ばで肺炎に罹って２週間
寝込んだとき、以前から興味のあった司馬遼
太郎や宮城谷昌光などの歴史長編小説を読み
ました。司馬遼太郎は「竜馬がゆく」
「坂の
上の雲」
「酔って候」などが好きです。宮城
谷昌光は中国古代歴史小説家ですが、自分の
生き方を見つめ直す上で大変参考になりまし
た。
会社を経営する中で、これまで大変なこと
も何度かありました。役員になったすぐ後に
バブルが崩壊し不良債権処理や対応、また、
一人しかいない総務経理担当者が心筋梗塞で
突然亡くなり困ったこともありました。父は
和光薬業にいて当社には非常勤でしたので、
問題が起きても私が対応するしかなく、苦労
しながらも、なんとか乗り越えてきました。
振り返ってみると、ここまでやってこられた
のもツキがあったのではないかと思います。
厳しい環境の中、取引先や社員にも恵まれ、
素晴らしい人との出会いが自分を育ててくれ
たように思います。昨年６月に12年間務めた
社長職を退きました。これからは、会長とし
て、少しのんびりしたいなと思っているとこ
ろです。
この度、東ロータリークラブに入会させて
いただき、皆さまと新しい出会いができたこ
と、大変光栄に思います。ロータリーの奉仕
の精神を学び、社会に少しでも役に立てる人
間になるべく精進していきたいと思います。
ご指導ご鞭撻をよろしくお願い申し上げま
す。ご清聴ありがとうございました。

◇出席率報告
総数 出席 欠席
３月10日

−3

54 44

6

２月24日

−5

54 39

0

メイク
アップ

HC出席率 出席率

1

81.48％ 88.24％

10

72.22％

100％

竹村克彦 今西さん、ありがとうございま
した。
西森やよい 今西さん、卓話ありがとうご
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ざいます。改めて歓迎申しあげます。東日本
大震災から10年、あのころ会員の皆さまと交
わした言葉がつい昨日のことのように思い出
されます。
今西 博 会員スピーチの機会をいただき
ありがとうございました。
中平真理子 日曜日、四万十市のPETS無
事終了いたしました。柳澤パストガバナーお
疲れ様でした。急に忙しくなりそうです。

鬼田知明 岡さん、娘含め友人が免許取得
の際には大変お世話になり、ありがとうござ
いました。先日、初ドライブに行ってきまし
た。
西山忠利 久しぶりの例会出席です。
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 ３件

■高知東ＲＣ当面の日程
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
５月５日㈬ 休会（国民の休日）
５月12日㈬ 定例理事会
５月15日㈯・16日㈰
地区大会（サンポート高松）
５月19日㈬ 第６回クラブ協議会・現新合同
（城西館）
５月26日㈬ 役員会
６月２日㈬ 定例理事会
６月16日㈬ 委員会活動実績報告
６月23日㈬ 委員会活動実績報告
理事エレクト会（例会終了後）
６月30日㈬ 最終夜間例会
（ザ クラウンパレス）

■例会変更のお知らせ
高知南ＲＣ
４月１日㈭
高知西ＲＣ
４月２日㈮
高知ロイヤルＲＣ
４月６日㈫
高知中央ＲＣ ４月８日㈭
高知西ＲＣ
４月９日㈮
高知北ＲＣ
４月26日㈪
高知ロイヤルＲＣ
４月27日㈫
高知西ＲＣ
４月30日㈮

植樹例会
ロータリー休日
ロータリー休日
夜間例会
夜間例会
ロータリー休日
夜間例会
ロータリー休日

● ニコニコ箱 ●
ニコニコ

チビニコ

合

計

先週まで

974,201円

13,108円

987,309円

３月10日

16,600円

693円

17,293円

今期の累計

990,801円

13,801円

1,004,602円

●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
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