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Be a gift to the world
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お接待をしよう
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●来訪ロータリアン
東京銀座ＲＣ

皆さん、こんにちは。高知ロイヤルＲＣ会長の西川義章
と申します。
私には思いがありまして、私どものような小さなク
ラブ、しかも年齢の浅いクラブというのは、周りのこと

高知東ＲＣ

竹内太一氏
窪田満里子氏

●国際ロータリー
５月のテーマ「青少年奉仕」

●国旗儀礼
●本日の歌「君が代」「我らの生業」

を知らないことが多いです。特にこういう伝統のある
大きなクラブがどんな例会をしているのか、非常に興

Today’s Lunch

味を持つ会員が多うございます。
ということで、今日は非常に楽しみにしてまいりまし
た。逆に、次回高知ＲＣさんにおい出でていただくの
は、どうすればいいか少し苦痛でもあります。けれど、
精一杯のことはさせていただきます。
高知クラブさんが 90 周年を迎える年、私どもは 15
周年を迎えます。高知クラブさんにとって、我々はひ
孫のような存在です。可愛がっていただければ幸いで
す。どうかよろしくお願いします。
本日はありがとうございます。

幹事報告

今 後 の 予 定
今 後 の予 定

●地区大会について(高知RC)

5 月 31 日(火) 通常例会

・バスを利用する方は、14日７時50分までにＮ

5 月 24 日(火) 高知 RC 合同例会(来訪)

ＴＴ東局前に集合。出発は８時。

5 月 17 日(火) 例会：家庭記念日
5 月 14 日(土)～15 日(日)徳島地区大会

15日、徳島駅前を８時出発。大会終了後、13
時会場出発。昼食後、高知には17時到着予定。

その他の予定はわかり次第お知らせします。

例会情報
卓話：「営業部女子課高知支局と私」
株サイラタウン取締役：田中まなみ 様
「営業部女子課高知支局と私」
株式会社サイラタウン取締役営業部女子課高知支局開局特派員
私は香美市出身で土佐女子中・高を卒業後、大学で東京に出てそのまま就職、結婚しました。夫は神奈川
の人でサラリーマンでしたが、30歳のときに、１回の人生、このままサラリーマンを続けるのは嫌だ。起
業したいと。それなら母が個人でやっていた保険事業をしたらどうかということで、16年前、夫とともに
高知に戻ってきました。現在、土佐山田町と高知市御座で保険代理権の店舗を構えています。
営業というと、サービスや商品を売りつけるというイメージを持たれる方が多いと思いますが、本来は
営業とは認められる力だと思います。例えば、採用面接でその会社に認められ内定をもらえる。上司に認
められるから昇進、昇格できる。これはりっぱな営業だと思います。営業力というのは誰にでも必要なス
キルで、他人に認めてもらう力、自分自身を売る力だと思います。
（営業部女子課の活動内容

上映）

あるとき、知人を介して営業部女子課の太田さんという方に出会いました。ばりばり結果を出している
のに、すごく柔らかい感じで、こんな女性に憧れるなと思い、営業部女子課ってどんな活動をしているん
だろうとお聞きしました。私も営業で悩みもありましたし、業種を越えて切磋琢磨できる仲間ができたら
いいなと思って、2014年３月、高知支局を立ち上げました。現在、会員数は220名です。
毎月テーマを決めて２時間の会を開きますが、人前で話すことに少しずつ慣れて、自信にもつながってき
ます。人生をともにしたい友達も多くできて、仕事にも誇りを持てるようになりました。また、この会に
所属して営業が楽しくなったという仲間や人生が変わったという仲間が増えたことが私にとっても幸せ
です。私自身、この活動を通じて、自分の人間としてのての器も広げていきたいと思います。
営業部女子課の目指すものは、男女ともに尊重し合い、一人一人が輝きながら働ける社会を実現するこ
と。ミッションとしては、女性の営業職が会社を越えてつながれる場をつくりだして、その活躍を通じて
個人の幸せ、企業貢献、ひいては地域経済の活性をかなえます。活動方針としては、育児と営業の両立、
相談者不在の孤立化、将来のキャリアが描きにくいなどの問題を解決するために営業女子が会社を越えて
つながるネットワークをつくる。営業女子がさらに仕事で成果を上げ、長く活躍できるように能力開発、
並びにキャリア開発の機会をつくり、提供していきます。個人向けには月１回の勉強会を行い、企業向け
には集客イベントを行い、営業に役立つスキルアップのセミナー等を開催しています。
また、行政とコラボして活動しています。

高知支局独自の取り組みとしては、ＩＴを使って遠隔で会議をおこなったり、女性の活躍を応援するサ
ポーター企業を募集し、現在100社の方に賛同をいただきました。新しい働き方の改革や未来の働きをみん
なで考え、実践していこうとセミナーも企画しています。
今後、営業職に就く女性を増やし、離職者を減らしていきたいと思っています。営業職はコミュニケーシ
ョンやチームワーク力など、全てのキャリアの土台になるものだと思いますので、将来は営業マインドを
持つ女性を目指したいと思っています。
過去10年間、未来の10年間のそれぞれの仕事を考えたときに、今年入学する小学生の65％が大学を卒業
するころには、今はない仕事に就いていると言われています。劇的な環境変化、グローバル、ダイバーシ
ティ、ＩＴ技術革新のスピードが続く不確実な社会では、生きていけば正解という答えはなくなると思い
ます。だからこそ、個々が主体的に考える力を身に付ける必要性に迫られています。
そして、これからの営業に必要なスキルとしては、どんな環境でも結果が出せる専門力。新しい提案が生
み出せる情報力。そして人として信頼される、尊敬される人間に、自分自身もなっていきたいと思います。
将来を予測できなくても、この力があれば生き残っていけると感じます。営業部女子課を通じて、この３
つの力を培っていきたいと思います。

●高知RC：会長挨拶
皆さん、こんにちは。本日はロイヤルRCとの合同例会です。ロイヤルRCの皆さま、本日はお越しいただ
き誠にありがとうございます。
ロイヤルの西川会長は、市内各クラブとの相互交流を積極的に進めておられ、我がクラブとの例会日が
同じということもあり、ビジターではなく合同例会という形で開催させていただきました。
また、５月24日には私どもがロイヤルＲＣの例会に出席いただきますので、よろしくお願いします。
この合同例会を開催にするにあたり、西川会長からは、いつもの高知ＲＣの例会をそのまま見せて欲し
いとのお話でしたので、通常の月初めの例会の流れで進めてまいります。
それでは、早速ですが、会長挨拶に代えて、高知ロイヤルＲＣの皆さまをご紹介します。
西川義章会長、岡﨑秀仁副会長、壬生邦昭幹事、片岡由起夫副幹事、小川龍明様、尾田安広様、國澤忠司
様、清水敏博様、田岡一徳様、寺尾晴邦様、野村和男様、兵藤弥生様、平岡

勉様、松岡

毅様、溝渕博

巳様、山本登志夫様、以上の方々です。
本日はゲストスピーチとして、株式会社サイラタウン取締役営業部女子課高知支局開局特派員の
田中まみ様にお越しいただき「営業部女子課高知支局と私」と題して、お話を伺います。
よろしくお願いします。
また、月初ということで、米山記念奨学生のシファさんがお見えです。
●高知RC：新入会員紹介
・氏名

武者弘晃 様

・生年月日

・職業

株式会社みずほ銀行高知支店長

・配偶者

・趣味

ゴルフ、ジョギング、高校野球観戦

1969 年９月４日
久美子様

・あいさつ
４月から高知支店にまいりました。よろしくお願いいたします。私は昭和 44 年生まれの 46 歳です。
こちらのクラブでは比較的若手に入るのかなと思いますが、若手として高知ＲＣを少しでも盛り上げてい
けるように頑張っていきたいと思います。今後ともよろしくお願いいたします。

高知 RC の報告事項
●地区大会について
・バスを利用する方は、14日７時50分までにＮＴＴ東局前に集合。出発は８時。
15日、徳島駅前を８時出発。大会終了後、13時会場出発。昼食後、高知には17時到着予定。
・バスを利用しない方は12時半までに会場に集合のこと。
・二次会も用意していますので、ご参加をお願いします。
●副幹事より
・長年、懸案になっていた城西公園の時計について、高知市で予算が付き修理は完了しましたが、
高知ＲＣの名前はなくなりました。週報に写真を掲載する予定ですのでご覧ください。
・来年度、再来年度、財団の地区補助金を活用してサインの設置を行います。
●幹事報告
・例会終了後、理事会を行います。
・本日、６時半から三翠園にて現新クラブ協議会を行います。
・５月のロータリーレートは１ドル110円です。
●高橋淳二会員より
４月27日、赤坂御苑で開催された春の園遊会に招かれ、出席してまいりました。長年にわたる高知産業保
●ニコニコ箱(5
月 10 日) 寄付をいただいた方。(順不同)
健事業推進に貢献した功績により、高知労働局より推薦されたものです。

●高知ロイヤルRC：西川義章 会員、田岡一徳 会員、松岡 毅 会員、小川龍明 会員、
天皇、皇后両陛下はじめ皇族の方々にも拝謁し、ありがたいお言葉をいただいてまいりました。大変緊張
國澤忠司 会員、片岡由起夫 会員、野村和男 会員、平岡 勉 会員。

しましたが、栄誉に恵まれた最良の１日でした。

●高知RC：阿部亮一 会員、高村禎二 会員、安光保二 会員、入交章二 会員、津野真千子 会員
伊丹由美 会員、宮地貴嗣 会員、泉田 優 会員、高橋淳二 会員、高野一郎 会員
杉本芙美子 会員、野浪 健 会員、脇口 宏 会員、佐竹新市 会員、関 雅文 会員
芝藤倫朗 会員、森本道義 会員、関 裕司 会員、佐野研治 会員、日和崎二郎 会員、
野村茂 会員、田中まみ 会員
親睦委員会
今年度を通じ、高知ＲＣの各種親睦イベントにご参加、ご協力いただきありがとうございます。その一
環として、多数の皆さまにお越しいただきました。親睦と他の委員会の交流イベント、年度累計の残
金をニコニコいたします。

ニコニコ箱金額と累計
4 月 19 日
23,000 円

累

出席率報告
総数

出席

欠席

5 月 10 日

24

16

5

3

79.17

4 月 28 日

24

17

4

3

83.33

計

670,000 円
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