
第 1341 回例会 平成 27 年 2 月 25 日(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」  

  4 つのテスト唱和                 

3.）会長の挨拶   

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「岩切正司君・ひばり野隆春君」 

9.）＜ＳＡＡ次週 3 月 4 日例会案内＞ 

  フォーラム「会員増強」 

  3 月のセレモニー・理事役員会 

10.) 点     鐘 

第 1340 回例会記録 平成 27 年 2 月 18 日（水） 

■会長の時間       ●会長 原田宗忠君 

皆さんこんにちは、本日

は第1340回の例会です。 

第2730地区･中部分区ガ

バナー補佐押川弘己さ

んがお見えになってお

りますので又後ほどお

話して頂こうと思いま

すのでどうぞよろしくお願い致します。 

今年に入りずっと体調が悪く咳がどうしても止まら

ないものですから今度市から来ている検診を受けた

いと思っています。ガバナー補佐の方からのお願いで

時期の地区役員に永野洋子君を是非推薦して欲しい

という事です。第 2 回 RLI 研修会に佐土原から何人か

の方に参加して頂きたいと思います。今回の会場が鹿

児島なのですが、大変中身の濃い素晴らしい研修会で

すから、ロータリーの事が大変勉強になります。今の

話を聞いて是非参加してみたいと思われる方おられ

ませんか？参加して良かったという声ばかりですか

らぜひお願いします。3 月 1 日に地区補助金事業の南

ロータリークラブがスポンサーで「車椅子バスケット

ボール大会」が開催されますが、それに対して南クラ

ブより補助金のお願いが来ております、既に寄付をし

ているクラブもあるという事ですので例会終了後に

臨時理事会を行いたいと思います。 

■幹事報告        幹事●長倉祐一郎君 

私事ではありますが、先

日娘の縁談がまとまり

ました。大変嬉しく思っ

ております。 

＜報告事項＞ 

＊第二回車椅子バスケ

ットボール南九州大会

開催のご案内～3 月 1 日（日）開催場所：宮崎市総合

体育館 

試合開始：11:30～閉会式 16:00～ 

＊かのや東ロータリークラブ創立 30 周年記念大会の

ご案内～平成 27 年 4 月 4 日（土）場所：かのや大黒

ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ登録料：8.000 円締め切り 2 月 27 日（金） 

＊公共イメージ地区部門長～イベント及び周年行事

についてのお尋ね～今年度･次年度対象～行事名･場

所･概要･参加費等についてメールにて地区事務所迄 

＊ロータリーの友事務所～ロータリー手帖お買い上

げのお願い。1 部 600 円＋消費税 5 月下旬出来上がり 

■出席報告           ●柳田 光寛君 

会員数＝24 名（免除 2 名） 出席率＝77.2％ 

出席数＝17 名 メイク届＝0 名 

欠席届＝7 名 修正～率＝81.8％ 

 

■ハッピーBOX 披露        ●正岡文郁君 

＜30 周年基金へ＞ 

● 籾田直樹君～2 月誕生祝ありがとうございます。

今後も皆様が積極的に楽しく例会に参加していた

だけるよう受け入れ環境を整えていきます。 

これからもよろしくお願い致します。 

● 正岡洋子さん～2 月の誕生祝ありがとうございま

す。 

● 正岡文郁君・洋子さんご夫妻～2 月結婚記念にて、

今しばらくは生きておりたいと思います。 
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＜財団へ＞ 

● 岩切正司君～押川ガバナー補佐をお迎えして。 

■ 中部分区ガバナー補佐     ●押川弘己さん  

先週の 14 日（土）～

15 日（日）に延岡の

ホテルメリージュで

開催されました「地区

チーム研修セミナー」

に参加して参りまし

た。次期ガバナーの野中玄雄氏の方より次年度 RI 会

長の方針が発表され、やはり会員増強の必要性を言わ

れております。その中でここ佐土原クラブに関係しま

すことは 25 名以下のクラブを無くすという事になり

ますね、9 クラブの中で東クラブ、西都クラブ、佐土

原クラブ子の 3 クラブが 25 名以下のクラブというこ

とになっておりますが東クラブに関しては先日入会

式が行われ 25 名になりました。 

後は西都と佐土原ですから、6 月末迄には何としても

25 名をお願いします。しかし現在 24 名ですから後 1

名ですね、衛星クラブという数名で成り立つクラブも

ありますが、そこまで落ちることはない様に、是非頑

張って下さい。 

■会員卓話            ●鸙野隆春君 

今回は 2 年ほど前に

2 回に渡り台湾に仕

事で行った話しをさ

せて頂きます。弊社

は袋を取り扱う会社

として皆様のほうで

認識して頂いており

ます、この 10 年色

んなお仕事をさせて頂きまして、取り扱いの製品も広

がってまいりました。袋を販売する傍らそれに付随す

る製品、例えば、テープ、段ボール、発泡スチロール、

乾燥剤、保冷財、農業用マルチ、包装機械、省力機械、

チラシ、伝票、多種さまざまな製品を扱っております。

その中で今回の話の中心になる製品が包装機械です、

包装機械と申しましてもやはり多種ありますが、その

中で今回は箱を自動で作る機械、これをお客様に提案

し受注頂けるまでの経緯の話になります。 

約 2 年前になるのですが、ユーザー様はその当時化粧

箱を相当数お使いでした、箱作りには全ての人の手に

よって作られていたので、多くの人件費がかかり、何

とか省力化できないのかと日々悩まれておりました

ので、そこで私は何とか省力できる機械を探し始めま

した。 

１、 インターネットでの検索 

ネットで何でも検索できる時代です、いろんなキーワ

ードで検索しておりましたら、弊社取扱いのある機械

メーカーが見つかりました。富山県、兵庫県、（どち

らも遠方）見えない機械メーカーと打ち合わせするの

は大変です、箱のサンプルを送り、再度打ち合わせを

して、ようやく見積もりまでたどり着く。 

見積もり（約 1000 万円）何人減らせるか、機械消却、

ランニングコストを考えても非常に高いので私の方

で断念！ 

２、 あきらめず宮崎の企業との出会い 

たまたま宮崎の企業が箱作りの機械の取扱いをして

おりました、そこのホームページはいかにも手作りで、

信用性があるのか判断できない感じでした。 

決めた事はすぐ行動 

宮崎神宮の野菜売り場があり、その通り沿いの会社 

ノアシステム（半導体、向上のシステム、LED の販

売、工作機械）の事業 

台湾より機械を輸入販売の実績 

打ち合わせの結果、見積もりが 500 万円（当時は円安）

そこで、ノアシステムさんとユーザー様へ見積もりの

提出、機械の概要の説明、説得力のある内容でしたの

で、全てにご納得頂きました。受注を待つだけだが、

いっこうに返事がない、知らない会社、台湾の機械、

機械を自分の目で見て判断して頂くことになる。 

３、 台湾行き決定 

まずはパスポートを取得、チャイナエアラインでチケ

ットの取得、その当時（水曜日往復、もしくは土曜日

往復）3 泊 4 日の行程でした。 

本日は時間の関係でここまでとさせて頂きますが、ま

たお時間を戴ければその後や、台湾繁華街での楽しい

お話などもさせて頂きたいと思いますので宜しくお

願い致します。本日はありがとうございました。 

 

 
          例会の様子 

 
4 つのテスト 

『言行はこれに照らしてから』 

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 

メモ 


