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第３０４１回例会 ２０１６年３月１７日
本日の卓話者ご紹介

株式会社

代表取締役社長

グランドホテル神奈中

週報第３０４１号

を設置、共に会社をやってきた祖母の弟を久保田塗料興

モトヨシ

業として独立させました。

元 吉 裕 員 会員

昭和 47 年に現在の社屋を建て、私もここで育ちまし
た。昭和 52 年には塗料の調色工場を寒川に設立、父の
弟が社長となりピーエム化工㈱として独立、昭和 55 年
に㈱モトヨシに商号変更し現在に至っております。
次に自己紹介をさせて頂きます。昭和 42 年、祖父が
平塚ＲＣに入会した年に生まれ、姉と弟がおります。崇
善小、江陽中、大磯高と常盤会長の後輩でもあります。
スポーツは得意でしたので、小学生のときは少年野球、
水泳、中学ではバスケットボールをやっておりました。

入会記念卓話

足が速かったので、運動会ではリレーの選手でアンカー
でした。背が小っちゃく色黒、坊主頭だったのでチビ黒

自 己 紹 介
株式会社

サンボと言われたことも・・・。

モトヨシ

代表取締役社長

元

吉

裕

員

バスケットでも動きはいいのですが、チビでしたので
なかなかシュートを打たしてもらえず、敵のボールを

昨年 12 月に認証頂きました元吉裕員と申します。昭

カットして速攻でドリブルシュートを決めるのが得点パ

和 42 年６月 23 日生まれ 48 歳になります。当クラブ

ターンでした。その頃、中体連で対戦していたのが金旭

には祖父

中の高橋建二君でした。

喜馬太、父

幹員もお世話になっており私で

３代目となります。父が他界した８年前より、次はお前

高校に入ってもバスケット部に入部しましたが、顧問

が入れと諸先輩方からお誘いを頂いておりましたが、昨

の先生と合わず１年の秋に辞め、帰宅部。自給 420 円

年６月に４代目代表取締役社長に就任したのを機に、入

でアルバイトをしておりました。

会させて頂くこととなりました。今回卓話の機会を頂き

高校３年で大学受験に失敗し浪人生へ。代ゼミに通い

ましたので、あらためて会社の紹介と自己紹介をさせて

ながら夜は青少年会館の自習室で勉強。その時の自習室

頂きます。

仲間が小野学君です。

祖父は四国高知の出身で、若くに両親を亡くし、単身

１年浪人してなんとか専修大学商学部に入学すること

大阪に出てきたようです。その後、平塚の方に移り、日

ができました。大学では勉強よりも仲間との楽しい時間

産車体の前身

の記憶しか残っておりませんが。

日国工業の購買に何年か居てその後独

立、昭和 25 年に元吉塗料店として開業致しました。
昭和 36 年には元吉塗料㈱を設立、同年相模原営業所

＜出席報告＞

大学卒業後は塗料の総合商社オーウエル㈱に入社。主
に製造工場で使われる塗料を扱う会社で、私は名古屋営

本 日 3月17日 会員数 63名 対象者 60名 出席者 49(47)名 出席率 79.03％
前々回 3月 3日 会員数 63名 対象者 60名 出席者 44(41)名 出席率 69.84％ MUP 1名 計 45名 修正率 71.43％

業所に２年、主にエレベータの製造工場の担当。つくば

◎保健福祉局生活衛生部薬務課より『平成 28 年「春の

営業所ではオフィス家具の製造工場の担当として３年務

かながわ献血キャンペーン」について』

め、30 歳の時に平塚に戻り㈱モトヨシに入社。入社当

実施期間：４／１（金）～５／ 31（火）

初 windows95 が出だした頃で、
販売管理をこれまで使っ

ご協力よろしくお願い申し上げます。

ていたオフィスコンピュータからパソコンに切り替える
ことから始まりました。１年かけ並行稼働させながら
データの移行を完了し、その後営業の方へ。

◎地区より月信へ新会員 2 名の寄稿のお願い
名：「ロータリーに入会して」

題

工場関係の営繕塗装工事を経験しながらビルの改修、

第 11 号（５／１号）に載ります。

防水工事等も手掛けるようになりました。お陰様で色々

字

数：５～ 600 字

とお声を掛けて頂ける機会も増えて参りましたが、弊社

締

切：４／ 15（金）

が塗装工事の請負もやっているということはまだまだ知
らない方も多く、今後この分野の強化にも努めて参りた
いと思います。

◎次年度当クラブでは地区青少年交換学生を受け入れます。
つきましてはホストファミリーを募集致します。ご協

また、塗料の分野は一般消費者にはなかなか馴染がな

力よろしくお願い申し上げます。

く、手に触れることのない方がほとんどだと思います。

交換学生：JADE（ジャジ）さん・国籍ブラジル

広く皆さんに知って貰うために、お店のシャッターに絵

1999 年生まれ 17 才女性

を描く「シャッターアート」を企画して皆さんに塗って

来日期間：2016 年８月～ 2017 年７月

頂いたりもしています。ご興味もある方は是非お声を掛

＊５／ 13 次年度ホストクラブ研修会があります。

けて下さい。

会長、カウンセラーの出席となります。

結びに、ご縁があり、皆様とご一緒させて頂くことと
なりました。まだまだ分からないことも多いですが、ご

＜メークアップ＞
＜メ ー ク ア ッ プ＞

１名

＜本日のスマイル＞
＜本日のスマイル＞

２７名

小飯塚立雄会員

指導ご鞭撻の程宜しくお願い申し上げます。
＜委員会報告＞
＜委員会報告＞
◦友好クラブ委員会

青山紀美代委員長

＜ゲ
ス
＜ゲスト＞

ト＞

２名

今年度は花巻ロータリークラブ 3000 回記念例会に出

小林

誠様（入会前ゲスト出席）

席しようと下記のとおり日程を決めました。

玉井常裕様（野村證券平塚支店

新任）

後日ご出欠確認を致します。
是非皆様ご参加ください。
お待ちしております。
日

程：６／７（火）～６／８（水）

宿

泊：花巻温泉

佳松園

＜ビ

所：小田原市民交流センター UMECO・サンサン
ヒルズ集合

◎２／７（日）に行われました第８グループの I.M. を

０名

２１日（木） ★夜間例会
テレビ神奈川「神奈川ビジネス Up To Date」
司会

エンテーション開催
場

ー＞

＜卓話・行事予定＞

◎ 2016 年度新規米山奨学生及び継続学生のためのオリ
時：４／９（土） 12:00 ～

タ

４月１４日（木） 通常例会になりました。
（卓話予定）

＜幹事報告＞
＜幹事報告＞

日

ジ

経済ジャーナリスト

２８日（木） 入会記念卓話
５月

内田

裕子様

菅原喜幸会員

５日（木） 休会（祝日）
１２日（木） 企業訪問（職業奉仕委員会担当）
２０日（金） ★夜間例会
北里大学病院
主任教授

消化器内科

小泉和三郎様

２６日（木）（卓話予定）

まとめた DVD が事務局に届いております。
ご覧になりたい方はお申し出ください。

＜市内例会変更＞
＜市 内 例 会 変 更＞

現在ございません。

クラブ会報委員会
茂 茂 葛西粟野
敬 裕 藤田明嗣
クラブ会報委員会 ◎西村裕子
◎西村裕子 ○北本省三
○北本省三 柏手柏手
葛西 敬 菅原喜幸
藤田明嗣

