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第 1282 回例会 平成 25 年 11 月 20(水)
＜今日のプログラム＞
1.点
鐘
2.ロータリーソング
「それでこそロータリー」
3.会長の時間
4.幹事報告
5.出席報告
6 ハッピーＢＯＸ披露
7．委員会報告
8．会員卓話「吉田康一郎君」
9．次週の例会案内
「委員会中間報告」
「Ｘｍａｓカップ杯報告会」
10．点鐘
第 128１回例会記録 平成 25 年 11 月 13 日（水）
■会長の時間
会長 宮原建樹君
皆さまこんにち
は、本日も欠席
者が多いようで
すね、今日村岡
君に家を出る前
に電話して「迎
えに行くよ」と
声掛けしました
が今大変忙しくしているようです。
「来週は出ます」
と言われておりました。新入会員の方も休みが続い
ていますので心配ですが、新会員さんの場合は特に
スポンサーの方に協力をお願いしたいと思います。
やはり欠席が続きますと全般的に億劫になりがち
ですからね、スポンサー以外の方々にも機会があり
ましたら声掛けをしていただくと良いかと思いま
すので宜しくお願い致します。本日配布週報の「会
長の時間」の欄に伊勢神宮や薬師寺、東大寺の写真
が掲載されていますが私はカメラを忘れて行き写
真を全然撮れなかったものですから良かったです。
昨日は西都ＲＣ例会に米山奨学生の楊さんが卓話
に呼ばれて行って参りました。少し早めに待ち合わ
せしましたから梶田君の会社に寄りお茶などご馳
走になり西都ＲＣ例会場の敷島へ向かいました。例

会の進行は佐土原とは違い 12 時半から食事を始め
て会長の食事が終わると「会長の時間」が始まり他
の方々は食事をしながら・・でした。昔の佐土原と
同じですね。ロータリーソングも佐土原と違う唄を
用いていました。私も何とか口パクで歌いました
（笑）楊さんの卓話は事前に３つの要望が出ていま
した。 佐土原では故郷雲南省の紹介などソフトな
内容でしたが、他のクラブという事もあり又違う感
じの固めの内容でした。輪を重んじる中国文化の話。
京セラ会長の稲盛氏の経営理念。これを話されまし
た。素晴らしい内容でした。卓話後には要望されて
いた内容の質問も飛び交いましたがしっかり受け
答えしておりました。そつの無い完璧な日本語に西
都ＲＣの方々も感心しておられました。帰りに岩切
君の蓮光寺にお邪魔してもてなしていただき、次に
太田君が会社に居るとの連絡がつきましたので向
かおうかと思いましたが、丁度となりが佐土原ＲＣ
の事務所兼吉野さんの自宅ですから、訪問しました。
少々慌てていましたが（笑）コーヒーなど出して頂
きました。楊さんも犬が大変好きだと言うことで、
吉野さんの飼われている犬をずっとなでて楽しん
でおられました。次に太田君のアサヒホームへ向か
いました。事務所裏にある「居酒屋しのぶ」を見学
して「本当の居酒屋さんの様に何でも揃っていて凄
いですね！いつでも呼んで下さい。」と感激されな
がら帰られました。楊さんには「佐土原ＲＣの例会
には毎週来てもいいのですよ」と言っております。
楊さんも「毎週来たいくらいです。」と言われてお
りました。来月は年末懇親会が入っていますから又
招待しようと思います。本日は会員卓話が予定され
ております。時間も 30 分しっかりとっていますの
で、大久保君どうぞ、たっぷりお話下さい。
■幹事報告
●幹事 原田宗忠君
※国際ロータリーよ
り「財団月間」に伴う
文書前年度世界のロ
ータリアン活動報告
＊南アフリカにて保
健や医療専門家に研
修を提供＊インドの

ムンバイで子供たちの為にわずかな医療費で眼科
ケアを提供＊グアテマラで洗面場とトイレを設置
＊メキシコで歯科診療所を開設＊世界各地で子供
たちにポリオワクチンを投与。
※日本事務局～ロータリー財団ニュース１０Ｐ添
付。
※11 月 24 日（日）は「第 3 回佐土原ＲＣ杯スポー
ツ少年団クリスマスバレーボール大会」開催日です。
開会式・閉会式への参加協力をお願い致します。
※各徴収がございましたが、未納の方は速やかに納
入をお願いします。
■
出席報告
●林 厚雄君
先週は私も急な仕事 が
入り仕方なく欠席を し
ましたが本日欠席の 方
も同じ理由ではない か
なと思います。

＊会員数
26 名
＊免除会員数 2 名
欠席者～正岡君村岡君
ひばり野君日高君長倉
君
梶田君川畑君永野君
■ ハッピーＢＯＸ披露

＊出席数
＊欠席数
＊出席率

18 名
8名
75.0％

＊
修
正
84.1 ％
●村上 實君
＜ニコニコへ＞
＊ 大久保貞子君～お陰
様で 31 周年に成りました。
これからもどうぞよ
ろしくお願い致します。
＊ 荒武義博君～無事に
定年を迎えることが出来
ました。
＊ 吉田康一郎君～先週の例会を報告無しで欠席し
て申し訳ありませんでした。事務局の吉野さん
ごめんなさい。
＊ 柳田由起子さん～誕生お祝い有り難う御座いま
す。年々月日が過ぎるのが早くなった様に感じ
ます。
＜米山へ＞
＊ 荒武義博君～これからは楽しい人生を送りたい
な～と思っていますが・・・
＊ 宮原建樹君～楊潔さん西都ＲＣでの卓話がすば
らしくて感動しました。
＜財団へ＞
＊ 岩切正司君～体重をへらすことにはげんでいま
す、協力お願いいたします。
＊ 荒武義博君～そうはいかん！と嫁さんに言われ
ました。とうとう、60 才です。

■ 委員会報告

●吉田康一郎君
15 日金曜日の歯車会は
ＡＭ8 時集合と早いで
すが宜しくお願いしま
す。大久保君は前日な
るべく早くお店を閉め
て体力温存して参加下
さいね。先週は息子か
らの誘いで、白川湖へ
行って来ました。次の日は上高地まで足を伸ばしま
した。どちらも景色が大変素晴らしく観光客も大勢
おりました。カメラは持って行きましたがもう少し
性能の良いカメラを買わないと勿体無いなぁ！と
思いました。次の日帰って又早朝からゴルフに行き
まして、さすがに疲れが出ております（笑）
■会員卓話
●大久保貞子君
地区大会では初めて
ＲＩ会長歓迎晩餐会
に出席しました。相川
会員のエイサーを観
たくて参加しました
が、良い経験が出来ま
した。卓話の順番と言
うことで 2.3 日前か
ら何を話そうかと・・
眠れない日々でした（笑）今月お陰様で 31 周年を
迎えることが出来ました。昨年は 30 周年のご招待
日を２日間設けて沢山の方に来ていただきお祝い
する事ができ感謝しております。今年は質素にと
考え何もしませんでした。今のお店は 2 軒目にな
ります。25 才でスタートさせた１軒目のお店は
7.2 坪と小さなお店でした。そこで 35 才までの 10
年間営業させていただきました。今のお店に来て
からもう 21 年経ちましたが自分でもびっくりし
ています。移転する時には色々な事が心配で体調
も崩し病院に通いながら準備をしたのを覚えてい
ます。年数ばかり経って今も日々勉強しながら営
業しております。お客様も常に違いますし同じ方
でもその日の機嫌等でこちらの対応を変える必要
がありますし、スタッフも今 4 人おりますが、女
性ばかりですから難しいと感じています。夜のお
酒を出す店ですから私自身色々なトラブルに巻き
込まれそうになった事も少なくはありませんから
プライベートな部分には随分慎重になります。今
の若い人は簡単に携帯番号なども教えるように思
い心配しますが、
「お店の中での事は守ってあげら
れるけど、外で起きたことは守ってあげられない
から」と常に話しています。有難いことに今は真
面目な女の子達ばかりなのできちんと報告相談し
てくれています。色んな方から「ママはスタッフ
に厳しいですね」とよく言われますが、お店もお
客様もスタッフも守る為には必要な事だと思って

います。お客様でも入店を断る事もあります。お
客様同士のトラブルをなるべく回避出来るように
席やカラオケの順番にも気を遣う事もあります。
今はストーカー対策規正法等も整えられ警察への
相談もしやすくなっていると思いますが、昔は相
談に行っても「実際に何かされましたか？」と言
われて、実際に何かされなければまともに話も聞
いて貰えませんでしたから、自己防衛するしか無
く慎重になりました。暴力団関連でも恐ろしい思
いを何度もし、もうお店を続けるのは無理かな・・
と思ったことも数回あります。しかし何とか守ら
れて今は本当に良いお客様に恵まれて感謝してい
ます。先日もお客様から、
「店は貴方が開けている
のではなくお客様が開けさせてくれているのです
よ」と言って頂き本当にそうだなと思います。私
の年齢で仕事が出来る事も幸せです。最近では親
子 3 代で来て下さるお客様もいらっしゃいます。
「スナックめぐみ」に癒しを求めてご来店下さる
お客様が居て下さるうちは営業出来るように頑張
って参りますので今後ともどうぞよろしくお願い
致します。本日は有り難う御座いました。

１.
２.
３.
４.

4 つのテスト
『言行はこれに照らしてから』
真実かどうか
みんなに公平か
好意と友情を深めるか
みんなのためになるかどうか

次週予告
11 月 24 日（日曜日）Ｘｍａｓカップ杯
場所 広瀬西小学校 7 時 50 分集合
11 月 27 日 委員会中間報告
12 月 4 日 フォーラム ロータリー親睦
12 月 11 日 会員卓話 「 荒武義博 」
12 月 18 日 年次総会

