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三木

保典 副会長

皆さんこんにちは。まず本日は和歌山ロータリークラブより木綿会長、2640地区副代表幹事の脇坂様に
はお忙しい中お越し頂き有難うございます。
昨日は立冬ということでいよいよ冬に向かうわけですが夏日のところがあったりしてなかなか実感がわかな
いですが、今年も残り２カ月を切り慌ただしい時期になってまいりました。
そんな中で私事ですが例年この時期に、今年の商品ベスト30とかが発表されます。
私は日経トレンディを見ていますがこれを楽しみにしています。私自身今の時代の流れにどの程度ついて
いけているかの確認のためですが。
ちなみに今年の1位は安室奈美恵、いきなりここで流れについていけなくなりましたが、ただ経済効果として500億は凄いで
すね。2位はドライブレコーダー、これは東名高速煽り運転をきっかけに前年の2倍、364万台でこれは理解できます。
後はペットボトルコーヒー、ちびだら飲み。ＺＯＺＯ。グーグルホーム、アマゾンエコー。マンガ君たちはどう生きるか。ア
イボ。バイトケーブル。本麒麟。ノニオと続き、今年も時代の流れについていけなかったと反省しています。
来年はオリンピックを翌年に控えまた5月には新元号が発表されますがそれらに絡んだヒット商品がどの様な形で出てくるの
か楽しみに世の中の流れを見ていきたいと思います。

幹 事 報 告

乾

敦雄 幹事

◦ガバナー事務所より2018-2019国際ロータリー第2640地区地区大会ご参加のお礼と市内8ロータリークラ
ブへ、コ・ホストクラブとしてご協力のお礼が届いております。
◦当クラブ11月15日の例会は20日（火）和歌山ロータリークラブとの合同例会に変更します。また11月22
日の例会は休会ですのでお間違いのないようよろしくお願いします。
◦こばと学園だより… …………………………………………………………………………………………… 回覧

委 員 会 報 告

和歌山ロータリークラブよりご挨拶

国際奉仕委員会 佐藤 義記 委員長
台北東海ロータリークラブへの例会訪問
のご案内を皆様にお配りしております。
日にちは2019年3月20日（水）
、21日（祝・
木）
、22日（金）の予定です。
出欠のお返事を11月20日（火）までにお願いします。

和歌山ロータリークラブ
より、木綿紀文会長と脇
坂三蔵地区副代表幹事
がお出でいただき地区
大会に際してのお礼のご
挨拶がありました。

お誕生日お祝い

お め でとうございます
❶

真実かどうか

❷

寺下

浩彰さん
（71才）先日東京でノーベル賞の本庶先生の講演を聞いてきました。そ

加納

研次さん
（50才）11月5日の「世界津波デー」が誕生日です。50代に突入してこれ

北浦

康臣さん（45才）入会して皆様のお仲間に入れていただいてから楽しい時間を

みんなに公平か

れによるとガンに負けないようにするにはニコニコ笑ってスト
レスをためないようにするのが一番だということでした。
からますます仕事に励みたいと思います。

すごさせて頂いております。今日は初めての卓話がんばります。

❸

好意と友情を深めるか

❹

みんなのためになるかどうか

❶

真実かどうか

❷

みんなに公平か

卓話「代表取締役就任からの取組活動とBtoC新事業の活動報告」 当クラブ会員 北浦 康臣さん
今年、和歌山東ロータリークラブに入会させ
て頂きましたダイワトーヨー住器北浦です。
今回、卓話の経験をさせて頂きありがとう
ございます。弊社は、父が1974年に創業し
1977年にリクシルフランチャイズチェーンに加
盟し、主に住宅資材（窓・建材・住設）の販売、
施工を行なって参りました。７年前に私が２代目として代表取締
役に就任し、経営の難しさを痛感しながら日々活動をしております。
本日は、この７年間の活動報告をしたいと思います。
2011年４月に代表取締役に就き、2012年に会社初の赤字決
算をしました。取引先が大口の新築ビルダー様が多く新築着工に
依存し売上が安定しない事が原因としてありましたが、よく原因を
考えてみると、社員が定着しない事やリフォーム現場の受注量が
少ない事など自社に問題点がたくさんある事に気付きました。経
営の難しさを身を持って経験しました。
その後、リクシルを通じ同業他社の会社見学をお願いし働き方

改革や工事体制の強化を行ってきました。当社には今まで経営理
念もなく他の会社では当たり前に行っていることも出来ていない状
態でした。退社時間の管理や部長・課長制度、資格手当、メン
タルトレーニング研修の参加など少しづつですが経営理念に沿っ
た思いを社員に伝え活動してます。
資格保有者も少しづつ増えリフォーム工事の自社完結も出来る
体制になってきました。
新しいＢ to Ｃ事業は、一般の消費者に販売する会社を設立し、
リフォーム工事を行っています。当社は、Ｂ to Ｂ法人会社への営
業を基本に事業を行っていますのでＢ to Ｃ事業は１からの事業と
なります。但しリクシルの流通店としてアルミサッシ、窓開口部に
特化した他にはないリフォーム会社として地域の方から選ばれる、
お客様のお困り事を解消出来る会社になりたいと考えてます。
社員も少しづつ増え、まだまだ改善すべきところがたくさんあり
ますが、毎日勉強しながらお客様からありがとうと言って頂ける人・
会社になりたいと思います。

JR和歌山駅前花壇  花の植え替え
2019 年 11 月 11 日
（日）和歌山市内 9 ロー
タリークラブ＆ NPO 法人花いっぱい推進協
議会の皆さんでＪＲ和歌山駅前花壇の花の
植え替えを行ないました。
当日は尾花和歌山市長も参加されました。
（出席：吉田会長）

にこにこ箱

ありがとうございました

和歌山ロータリークラブ 木綿 紀文さん、脇坂 三蔵さん
地区大会ではコホストをお引き受け頂き有
り難うございました。
来年は１日Ｉ . Ｍ .も予定しているので宜し
くお願い申し上げます。
山本 進三さん 地区大会にご参加、ご協力いただきあり
がとうございました。
角谷 芳伸さん 北浦さん卓話よろしくお願いします。
樫畑 友洋さん 木綿会長、脇坂副代表幹事今日はありが
とうございます。
樫畑 友洋さん 北浦さん、卓話楽しみにしています。
武田 慎介さん 北浦さん 本日の卓話楽しみにしています。
上中 崇司さん 北浦君、卓話がんばって下さい。

赤井
佐藤
片岡

雅哉さん
義記さん
聖佳さん

木下 智仁さん
細川 竜二さん
三木 保典さん
乾
敦雄さん
奥村 申二さん

北浦さん本日はよろしくお願いします。
北浦君、卓話楽しみです。
北浦会員、本日は卓話の程、よろしくお
願いします。
北浦様本日は宜しくお願いいたします。
北浦さん、卓話たのしみにしています。
北浦さん本日卓話よろしくお願いいたします。
北浦さん本日の卓話よろしくお願いします。
北浦さん、卓話楽しみにしてます。

（お誕生日お祝い）
加納 研次さん 誕生日祝いを頂いて。
北浦 康臣さん 今日卓話頑張ります。

本日の累計…48,000円（計17名17件） 〔お誕生日お祝い…229,000円 皆出席表彰…10,000円 その他…517,000円 累計…756,000円〕

本日の例会

11月20日
（火）
ダイワロイネットホテル和歌山4Ｆ

■和歌山ロータリークラブとの合同例会
■卓話「ＩＲ（統合型リゾート）誘致に向けた取り組み」
和歌山県企画部企画政策局 局長 横山 達伸さん
次回の例会

11月29日
（木）

■卓話「和歌山の食と農における産学官連携について」
和歌山大学食農総合研究所 三谷 隆彦さん
11月６日
（火）和歌山 R.C.

前回の例会

11月8日
（木）

■卓話「代表取締役就任からの取組活動とＢto Ｃ新事業の
活動報告」
当クラブ会員 北浦 康臣さん
■ロータリーソング
水谷
「和歌山市市歌」「四つのテスト」

豊 ソング委員長

■ビジター報告
藤村 孝義 親睦委員
和歌山ロータリークラブ 木綿 紀文さん、脇坂 三蔵さん
山本

進三

11月13日
（火）第7回月信編集会議    山本 進三
   木下 智仁
11月14日
（水）和歌山西 R.C.
例会場／ダイワロイネットホテル和歌山 〒640-8156 和歌山市七番丁26-1 TEL（073）435-3333・FAX（073）423-0057
会員数 41名
（内出席規定適用免除会員9名）
11月８日
（本 日） 432-4343
28名/38名
73.7％
事務局／〒640-8142
和歌山市三番丁6関西電電ビル5Ｆ
TEL（073）
・FAX（073）
432-4845
例会日 木曜日 12時30分

メーキャップ
国際ロータリー第2640地区
和歌山東ロータリークラブ
11月12日
（月）和歌山北 R.C. 創立／1959年2月23日
内畑 瑛造、中山 恒夫
（敬称略）

出席報告
会報・広報委員会／樫畑 水谷
友洋

豊竹村出席委員長
克治
西岡

崇 10月25日
玉置 （メーキャップ後）
博康

❸

29名/37名

好意と友情を深めるか

78.4％

❹

皆さん、出席してください。

みんなのためになるかどうか

