2021-2022 年度 RI テーマ ：奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために
HIRATSUKA RC テーマ
：ともに ひらめき きらめく !
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Hiratsuka R.C. Weekly
１．真実かどうか ２．みんなに公平か ３．好意と友情を深めるか ４．みんなのためになるかどうか
会長 : 柏手 茂 副会長 : 白石 慎太郎 幹事：米山 俊二 クラブ会報委員長：平井 敬規
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本日の卓話者ご紹介
TANOTECH株式会社
代表取締役 三田村 勉様

MUP

毎週木曜日 12:15〜13:30
グランドホテル神奈中 2F
平塚市松風町 2-10 平塚商工会議所内
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3名

計

43 名

修正率

本

第 3334 回

例会日
会 場
事務局
連絡先

70.49 %

きっかけを掴む事が出来たのかと思います。
小 1 の頃に聞かされた話ですが、私の祖父は家族よりも
近所の貧しい子供たちにお供物を分け与えるという方だ
ったようで、血筋というのは、血よりも伝聞で心が繋が
る事で生まれるものではないかと感じた次第です。私が
生まれた時には天に居りました。
さて、私は小学生からプログラミング雑誌に投稿して
は掲載され、掲載料でお小遣いを得ていましたが今でも
英語が得意というわけではありません。努力しているか
というと、そうでもなく、プログラミングでゲーム作り
に挑戦しつづける事で、様々なテクニックを自然と身に
着けてきました。小学生の将来の夢は「舞台役者」と「プ
ログラマー」。これは、小学校時代に老人ホームで慰問
公演をしたときのご利用者の涙が私の道を決めました。

卓

話

「はばたく中小企業 2020 に選ばれて」
TANOTECH 株式会社
代表取締役 三田村 勉
TANOTECH 株式会社の三田村と申します。
TANO は「楽」という漢字由来で楽しいと、楽になると
いう意味がこめられ、2013 年、平塚市商工会議所より
産業フロンティア賞を頂いた事もあります。あれから 8
年の時を経て様々な出来事がありましたが長くなります
ので、本文では割愛させていただきます。
私は 1972 年、裕福な僧侶の家系で横須賀市にて生まれ
たつもりがいつの間にか母子家庭になっており、小 1 か
ら 4 回引っ越し、5 回目に辿り着いたのが平塚です。平
塚では松延小、金旭中、大原高と学生時代を過ごしまし
た。小 3 あたりから防衛大学の学生が居候にきていまし
たが、居候がパソコンを持っていた事からパソコン雑誌
を読む機会を頂きました。
小学生の時にパソコン雑誌で見つけた「原稿料」とい
う言葉はプログラミングを作ってみたいと感じる気持ち
を加速させました。振り返ると貧乏であったからこそ、

以降、高校を出ると演劇とプログラミングの道に進み、
26 歳まで、舞台とプログラミングで生きてきました。
その後、パソコン全盛期となった事もあり、プログラミ
ング一本に絞りましたが、2012 年、母の介護のために里
帰り起業という事で平塚市に戻ってきました。ラッキー
ソフトという会社で 6 期努め、2018 年、TANO という
商品に集中するために、TANOTECH 株式会社を設立。
設立の翌月にはリケアアワードの銅賞を受賞。2020 年、
中小企業庁「はばたく中小企業 300 社」に選ばれます。
そして、今年はアジア健康長寿イノベーション賞 2021、
最優秀事例としても採択されました。実はラッキーソフ
ト時代はギリギリ全期黒字でしたが、TANOTECH は 3 期、
ギリギリ赤字です。それもそのはず。2018 年に TANOTECH
を起業したのは全ての赤字の原因が TANO にあったため、
責任をとって退任と事業を引き継いだのが理由です。
現在、連携企業の総資本は数兆円になる程、多くのネッ
トワークを作る事が出来るようになりましたが、まだま
だ経営者としては未熟です。
ビジョンとビジネス、その間でどのように「いまをいき
る」か、悩みだらけですが。長年培ったプログラミング
思考で世の中の課題をどのように解決するかを常に考え
エッセンシャル思考をもって一手を指してまいります。
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幹事報告
◎上期情報集会を開催いたします。テーマは「平塚ロー
タリークラブの魅力を増す為には・・・」です。
各グループ幹事は日程が決まりましたら、事務局まで
開催日、開催方法、参加者名をご連絡願います。対面
での集会の場合は一人 3,000 円の補助がクラブより支
給されます。
12 月 16 日の例会でグループごとに皆さんの意見をま
とめて、発表をお願いいたします。本日色別グループ
一覧表を配布しておりますので、ご確認ください。

来月から第 3 週目の例会で声明の唱和を行いたいと思
います。
○プログラム委員会 相山委員長
11 月の卓話の予定です。
11/11 は平塚青年会議所 理事長 小澤淳史様、
11/18 は村井弦斎まつり実行委員会の小林美和子様、
を予定しております。

◎第2780地区主催の入会3年未満の新会員対象に日帰り
研修旅行が開催されます。
日時：2021 年 11 月 27 日 ( 土 ) 9：30
小田原駅新幹線口集合 (18 時解散予定 )
場所：三島米山梅吉記念館見学墓参 伊豆フルーツ
パーク 三島大社参拝 懇親会
今回は米山奨学・学友生の親睦旅行と同日に開催し、
交流の場もあります。米山奨学生と交流を図り、ロー
タリーの意義や活動をより理解して頂き、ロータリ
ー活動のスキルアップを図ると同時にロータリーの
横の広がりを新会員の方に感じて頂きたく計画いた
しました。

今週のお祝い
誕生日祝い・・・志村 拓会員
結婚祝い ・・・日坂泰之会員、福澤正人会員、
柏手茂会長、志村拓会員

○長期計画委員会 清水裕委員長
10/25 に第 1 回目長期計画委員会を開催いたしました。
昨年度クラブビジョン声明が採択されました。皆さん
に周知する、そしてこれが我々の目指す方向として、
クラブ会報委員会

◎ 平井 敬規

3名

メークアップ（MUP)

常盤卓嗣会員、守屋宣成会員、山口紀之会員
本日のスマイル

14名

ゲスト

1名

委員会報告
○20-21 年度出席委員会 鈴木忠治委員長
20-21 年度例会 100% 出席者表彰
青山紀美代会員、浅野康会員、江藤博一会員、小林誠
会員、清水裕会員、清水孝一会員、常盤卓嗣会員、鳥
山優子会員、成瀬正夫会員、牧野國雄会員、升水一義
会員、三荒弘道会員、森 誠司会員、山口紀之会員、
米山俊二会員、米山範明会員、渡邉美和会員
以上 17 名の会員には記念品を差し上げます。

本日の卓話者である
三田村勉様と記念撮影です

◎来週の11月4日(木)は休会となります。
次の例会は11月11日(木)で通常例会となります。
お間違えの無いようお願いいたします。
また、11 日は 11 月第一回目の例会となりますので、
例会後に理事・役員会が開催されますので、理事・役
員の方はご出席をお願いいたします。

志村会員は誕生日祝いと
結婚記念日祝い︑
柏手会長は結婚記念日の
お祝いでした

参加対象者は入会 3 年未満の次の会員の方々です。
出欠回答は 11 月 5 日までに事務局までお願いいた
します。
相山会員、浅野会員、市川会員、大島会員、
志村会員、下平会員、新堀会員、菅沼会員、
中谷会員、原田会員、又城会員、松本会員、
宮下会員、守屋会員、渡邉会員

20-21年度100%例会出席者の記念品贈呈。

TANOTECH( 株 )
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三田村
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ビジター
卓話・行事予定
11月04日(木)
11月11日(木)

休会
平塚青年会議所 理事長 小澤淳史様

市内例会変更
緊急事態宣言中につき、休会
○ 関口 幸恵

菅沼 久志

松本 崇

