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2013 年 4 月 18 日（木） 第２５７５回例会 天候：晴れ 司会：横山貢副幹事 No. 38
＊＊＊茅ヶ崎ＲＣ会報は当クラブホームページ［http://www.chigasaki-rc.com］からもご覧頂けます

＝本日の例会行事＝
◇歌唱

「それでこそロータリー」 「覇気あれ我がクラブ」

◇幹事報告

◇委員会報告 親睦 他

◇卓話 「企業の求める人財とは」 梅田弘人君
◎ゲスト・ビジター紹介
大箭剛久様（田中・和田両会員ゲスト・株式会社丸越 代表
取締役）、大木 暁様（岡田会員ゲスト・横浜銀行茅ヶ崎支
店 支店長）
◎幹事報告
◇ＲＩより 国際ロータリー２０１３年国際大会 信任状証明
書と投票代議員カード
◇ガバナー事務所より 次年度クラブ幹事とクラブ事務局
研修会の案内 ・５/２０ (月)１５：３０～１７：３０ ・藤沢産業
センター８Ｆ「情報ラウンジ」
◇米山奨記念学会より
＊ハイライトよねやま １５７
＊奨学生の世話依頼について ・ カウンセラー委嘱状：斉
藤信夫君 ・ カウンセラー・ハンドブック
奨学生情報・・・ＶＵ，ＨＯＡＮＧ，ＭＩＮＨ（ヴー・ホアン・ミ
ン） 男 東海大学 学部４年 国籍：ベトナム
研究テーマ・・・アイデンティティとバイリンガル
◇ＩＭホストクラブ（綾瀬ＲＣ）より ＩＭ収支報告書と残金
返金の通知 ◇タウンニュース
◎例会変更
☆寒 川
４/２９（月） 休 会（祝日のため）
５/６（月） 休 会（振替休日のため）
☆綾 瀬
４/３０（火） 休 会（クラブ定款により）
５/１４（火） １８：３０点鐘 ザ・ウィングス海老
名 （創立記念例会）
☆綾瀬春日 ５/１（水） 休 会（クラブ定款により）
５/１５（水） 移動例会 （職場訪問：(株)ベレイ
マージ）
５/２２（水） ⇒ ５/２３（木） 夜間例会

◇会長挨拶
◇退会式 岡田和弘君（さよならロータリアン）

◎会報 着
相模原・綾瀬・寒川

上）入会予定の大
箭剛久様、大木暁
様、退会の岡田和
弘会員 下）委員
会報告の出口会長
エレクト、古知屋
親睦委員長

◎委員会報告
出口会長エレクト：４／２１地区協議会の確認
親睦［古知屋会員］：５／１６親睦家族旅行の内容＝静岡
県東海大学海洋科学博物館など
◎スマイル報告 稲毛 隆会員
大木 暁様（ゲスト・入会予定者） 名古屋から参りま
した。よろしくお願いいたします。
岡田和弘君 11 ケ月と短い間でしたが、大変お世話にな
りました。多くの会員の皆様と楽しい時間を過ごさせて
頂き、ありがとうございました。後任の大木支店長もよ
ろしくお願いします。
※裏面へ続く

◎出席報告
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田中賢三君 ゲスト大木さん、大箭さん、ようこそ。吉
田会員御入会おめでとうございます。エンジョイロータ
リー！岡田さん、藤沢ロータリーをよろしく。梅田さん、
スピーチ楽しみです。
伊藤留治君 梅田さん、卓話楽しみです。
杉本行廣君 ①大箭様、大木様のご来会を歓迎して ②
梅田さん、卓話ご苦労様です。楽しみに聴かせて頂きま
す ③13 日に三番目の孫が誕生しましたので。男子です。
和田幸男君 入会予定の大箭さん、大木さん、ようこそ。
梅田さん、卓話よろしくお願いします。
吉田恵子君 ４月 14 日、高山の春のお祭りに行ってまい
りました。桜はまだ三分咲き位で周りの山々はすごい雪
景色でした。４月なのに雪を見れたことがとてもよかっ
たです。
出口敬純君 大箭さん、大木さん、入会お待ちしていま
す。梅田さん、卓話よろしくお願いします。
平井 茂君 梅田さん、卓話ご苦労様です。お客様よう
こそ。
加茂正司君 お客様ようこそ。入会お待ちしています。
岡田さん、頑張って下さい。
加藤 寛君 梅田さん、卓話楽しみにしております。岡
田さん、御栄転おめでとう御座います。
粂 仁夫君 梅田弘人さん、卓話楽しみです。岡田和弘
さん、ごくろうさまでした。
河本啓伸君 岡田さん、何を断りもなく辞めるんです
か！今度、藤沢を襲いに行きます。大箭さん、大木さん、
ようこそ。変な歌から始まりますので、体質に合わない
場合は本日中に申し出るようお願いします。
成田栄二君 大箭さん、大木さん、ようこそ！岡田さん、
お元気で！梅田さん、卓話よろしくお願いします。
中山富貴子君 新緑の美しい季節になりました。ゲスト
の大箭様、大木様ようこそお越し下さいました。これか
ら宜しくお願いいたします。
岡本辰男君 梅田さん、卓話とても楽しみです。
斉藤信夫君 岡田さん、色々お世話になりました。
杉田祐一君 大箭さん、大木さんようこそいらっしゃい
ました。私も先週入会したばかりですが、諸先輩方に支
えられて楽しんでいます。どうぞよろしくお願いします。
梅田弘人君 岡田さん、短い間でしたが、お世話になり
ました。本日は拙い話ですが、よろしくお願いします。
稲毛 隆君 大箭さん、大木さん、ようこそいらっしゃ
いました。岡田さん、短い間でしたが、お世話になりま
した。
［本日 20 件、30,000 円でした］
【卓話概要】
＝TOTO グループの一員として求める人財＝
～変化を創造し続ける強い人財～
①強い『WILL（意思・夢・想い）
』を持つ人財
ＴＯＴＯの理念に共感した上での 「自分を成長させた
い」
「お客様に喜んでいただきたい」
「世の中を変えたい」
等『WILL』が無ければ何も始まらない。

修正出席率
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＝卓話者プロフィール＝
うめだひろと 1962 年 1 月 8 日生まれ
衛生陶器ＭＤ ＴＯＴＯ茅ヶ崎工場・
工場長 2012 年入会 現年度：親睦・
出席

卓話「企業の求める人財とは」
梅田弘人君
②『WILL』の具現化へ自律し挑戦できる人財
「想い」だけでは決して「自分自身の成長」「お客様の満
足」
「世の中の変革」も実現しない。自分で考え（自律）、
新しい事にチャレンジ（挑戦）し続けて初めて実現できる。
１．印象に残る成功体験をもつ人財
２．周囲と協働してチームワークを実践できる人財
３．高い問題意識を持って、自ら成長・学び続ける事がで
きる人財
４．論理的に、意志を持って、行動できる人財
５．ストレスマネジメントができる人財
～学生と社会人との違い～
学生・・・正解が有ることが前提
正解を探す上手さやスピードで評価≒インプット重視
社会人・・・自分なりの解を自ら創り出すことが前提
自分の言葉で語り、行動を起こす ≒アウトプット重視
～採用担当から見た現在の学生像～
最近の学生（新入社員）の気になる傾向
個性の尊重⇔ものの見方、考え方に偏り
オンリーワン志向⇔競うことを嫌う、失敗を避ける
協調性がある、チームワーク重視⇔波風を立てたくない
素直で真面目⇔言われたことはやるが、理解が表面的
～採用で重要視していること～
１．素直さ、謙虚さ、明るさ、叱られ強さ
２．目標を掲げ、やり切った経験、やり抜いた経験
３．学ぶ癖 ⇒時代が変化しても陳腐化しない能力
４．疑う力 ⇒考えること（相手視点、視野の広さ、視点
の高さ、時間軸）
５．真の情報収集力 ⇒ネット頼り（考えなくなる）
～学生の実情「安全欲求・所属欲求」～
１．
「地元で」
・・・６０％超
※男性よりも女性、理系より文系が地元志向
２．
「人の役に立ちたい」
※リアリティが持てないと、地元など自分なりに問題意
識を持てるフィールドを志向
３．「学力」等については、企業の評価より学生の評価が
低い・・・自分に自信を持てない（持てない環境に育つ）
４．
「会社の中で偉くなりたい：２９．６％」
「成功したと言われる生活を送りたい：５８．１％」
「夢を叶える仕事に就きたい：７５．７％」
・・・「いい大学に入って、大きな会社に入るのがいい
人生」という単純な世の中でない事を悟っている
卓話は当クラブホームページからお聴きになることが可能です

