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遠軽ロータリークラブ

会長挨拶 本間 克明 会長②
皆さん、こんにちは。
本日のプログラムはゲスト卓話です。
北見木材㈱代表取締役社長であります西原英基

様①にお越しをいただいております。
若い頃は野球で大変活躍をされ、箕島高校時代

は投手として甲子園に出場し、近大を経て、実業
団ヤマハでは全国優勝を果たされた方でありま
す。本日は、よろしくお願いいたします。
北見木材といえばヤマハ、そしてピアノです。

現在、メトロプラザが建設中でありますが、プラ
ザには国産最高峰のピアノ、ヤマハフルコンサー
トグランドピアノ「ＣＦＸ」が設置されることと
なっています。
さて、遠軽町ふるさと納税の状況について、お

話ししたいと思います。
ここ1、2年をかけ、返礼品のアイテム数が大

幅に増え100アイテムに達しています。
納税サイトも2社から5社に増え、ウイングも

大きく広がりました。
納税実績は、令和元年度が23百万円、令和2年

度が41百万円、今年度は昨日現在で31百万円と
なっています。

前年度は11月末現在で22百万円でしたので、
順調に増えております。
遠軽信金さんも地域貢献の一環として全営業店

で返礼品を展示されるなど、ふるさと納税を応援
いただいております。
先週末には、返礼品としてアイルランドミート

のアイテムが登録されました。ふるさと納税の起
爆剤として期待が高まります。

来月9日に年次総会を予定しています。総会に
向け、本日より、次年度の会長はじめ役員・理事
の立候補を受け付けますので、立候補される方
は、来週の例会までに、書面にて事務局へ提出願
います。

幹事報告 髙橋 義詔 幹事③
１．RI第2500地区ガバナーエレクトより、次年

度第4分区ガバナー補佐は雄武RCの久保元様が
予定者とのことです。

２．来月の年次総会に向けて、次年度の役員・理
事の立候補者を次週例会前まで受付をします。
書面にて事務局に提出してください。

★開 会 点 鐘：本間克明会長
★国 歌：－
★Ｒ ソ ン グ ：我等の生業
★四つのテスト：－

第３００８回例会記録
日時：2021年11月11日(木)12:30～
会場：ホテルサンシャイン ２Ｆ
司会：前島 英樹 ＳＡＡ④
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１１月
１７日
㈬12:30～

１１月
0２５日
㈭18:00～

夜間例会
親睦活動委員会

３．次週例会は17日㈬。間違えないように。

４．渡辺政俊会員へのお見舞いは明日金曜日まで
に事務局へ持参願います。

委員会報告
◇大西 孝拡 親睦活動委員長⑤

お手元に「クリスマスパーティ歳末家族会」の
案内文を配布しています。コロナウイルス感染予
防のため来賓を招かず、会員と家族のみで開催し
ます。恒例のチャリティバザーは例年通り行いま
すので、皆様の多くの出品をお願いします。

本日のプログラム ゲスト卓話
プログラム委員会 高井 一博 副委員長⑥
本日は、北見木材株式会社 代表取締役社長

西原英基様に卓話を頂きます。
【2面へ】

【名前後の○数字は写真とその中の番号】

Ｒ財団月間に因んで
国際奉 仕委員 会



遠軽ロータリークラブ 会報 第１５号 2021(令和３)年11月17日発行 (2)2021～2022年度

11月 4日 41 38 29 3 84.2%
11月11日 41 38 27 71.1%

例会日 会員 出席計算 出席者数 メイク 出席率 無断欠席数 会 員 数 アップ出席報告

【事務局】〒099-0415 北海道紋別郡遠軽町岩見通南２丁目 遠軽商工会議所内
Tel 0158-42-5201 Fax 42-5134 E-mail：info@engaru-rc.com

【例会場/日】北海道紋別郡遠軽町大通北１丁目 ホテルサンシャイン Tel 0158-
42-1151 毎週木曜日12:30～13:30 ＊第3木曜日は夜間例会 18:00～(19:00)
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加藤幸徳 本前信之

本日のプログラム ゲスト卓話
北見木材株式会社へ赴任して

北見木材株式会社 代表取締役社長
西原 英基 様①

１）自己紹介
＜生年月日＞1967年4月17日（54歳）
＜出身地＞ 大阪府堺市
＜主な経歴＞
・1986年3月：和歌山県立箕島高校卒業

（野球部所属）
・1990年3月：近畿大学卒業（野球部所属）
・1990年4月：ヤマハ株式会社入社(野球部採用)
・1994年12月：野球部引退、(株)ヤマハトラベル

サービス：団体営業部
・1999年2月：ヤマハ(株)大阪営業事務所経理課
・2001年2月：ヤマハ(株)AV・IT事業本部管理室
・2008年3月：インドネシア駐在（管理担当：

販社2年、製造会社5年）
・2014年11月：ヤマハミュージックエレクトロニ

クス出向（管理部長）
・2016年6月：楽器音響生産本部企画管理部管理

グループ
・2018年4月：北見木材（株）出向
２）北見木材(株)会社概要
■会 社 名：北見木材株式会社
■所在地：北海道紋別郡遠軽町丸瀬布元町41番地
■創 業 ：1950年 (昭和25年）8月17日
■主要生産品

1 】ピアノ部品：響板 / 鍵盤板 / 支柱 /
アクションパーツ等

2 】そ の 他：和弓芯材
■敷地・建屋：敷地面積 87,761㎡

建屋面積 8,835㎡
■従業 員数 ：95名（2021年10月末）
■資 本 金：5,000万円
■関連会社 ：渡瀬木材㈱ 丸瀬布林産(協)
■株 主 ：ヤマハ㈱（100%：2012年より)
■2020年度購入量：約5,713㎥（前年比68％）
<CSR活動:「ピアノの森」設置に関する協定＞

オホーツク総合振興局：北見木材(株)：遠軽町
３）赴任後、起こしたアクション
従業員の皆さんの顔と名前を覚えるには。。
昭和から時計が止まっている！
・・そこから感じたことは。。。
個人面談から感じたことの一部。。。

✓人事評価に対する不満者多数
・どのような評価をされているかわからない

・役職者は上司の好き嫌いで昇格している
✓意見を言ったら損。。。

・出る杭は打たれると言った方が多数
✓男女平等に扱われていない

・昔ながらのお茶当番等は女性が担当
✓ある特定の意見で全て決まっている。。。

・一部マネジメント層だけの密室会談？
４）実施したこと
✓人事制度見直し

（等級制度、報酬制度、評価制度他）
✓社長室撤廃→社長席は事務所内へ移動。

社長室は会議室＆来客室へ変更
✓社内では、役職呼称使用禁止。

全て〇〇さんと呼ぼう！
✓休憩所内の分煙化（毎週末は終日禁煙デー）

※2021年コロナ禍で喫煙所撤廃。
2022年4月からは構内全面禁煙

✓トイレを全て温水洗浄便座へ
✓ No残業デー／一斉クリーンデー設定
✓女性のお茶当番廃止。休憩所へ給茶機設置
✓従業員から意見を吸い上げる仕組み

（気づき報告活動）
５）今後に向けて
★｢心理的安全性｣のある職場の定着を目指す！

✓安全と健康は全てに優先するの実現
✓優秀なメンバーの退職リスクの軽減
✓課題の早期発見とスピーディーな解決
✓個人・チームのパフォーマンス向上

⇒コミュニケーション第一
✓愛社精神や仲間意識が生まれる
✓将来に向けたビジョンが描ける
※心理的安全性とは…従業員が安心して、自分

の考えを自由に発言したり行動に移したり
できる状態

最後に、遠軽町の皆様へお礼。
お買い上げ、ありがとうございます（＾￥＾）

須藤順一

出席委員長⑦

ニコニコＢＯＸ 2021-22年度合計269,000円☆閉会点鐘：本間克明会長☆今月会報担当：乾 淳委員 2021-22_15th-03


