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第1209回の記録　  平成 24 年 5月 2日

週報
2011 . 7 ～ 2012 . 6

2011～2012年度
ロータリーテーマ

１．点　　　　　　　鐘

２．ロータリーソング

　　「我 ら の 生 業」

３．四 つ の テ ス ト

４．会　長　の　時　間

５．幹　 事　 報 　告

６．出　 席　 報　 告

７．委　員　会　報　告

８．ゲ　ス　ト　卓　話

９．次週例会案内「SAA」

10．点　　　　　　　鐘

本日のプログラム

佐土原ロータリークラブ
国際ロータリー第２７３０地区

第1210回　 平成 24年 5月 9日（水）

会　　長 ： 荒武　義博
副 会 長 ： 村上　　實
幹　　事 ： 永野　陽子
会報委員長 ： 藤堂　孝一
会　　計 ： 梶田與之助
事 務 局 ： 吉野由里子
 宮崎市佐土原町下田島
 　　　　　　11703-18
　　TEL：0985-62-7833
　　FAX：0985-62-7877
例 会 日 ： 毎週水曜日
例 会 場 ： 
　　石崎の杜「歓鯨館」
　　TEL：0985-62-7757

2730地区ガバナー 　　　長峯　基
中部分区ガバナー補佐　　林　務
RT会長テーマ
　「こころの中を見つめよう　博愛を広げるために」
2730地区テーマ
　「善いことをしよう」
佐土原テーマ
　「クラブ会員の絆を　より深めよう」
5月のテーマ
　「委員会活動推進月間」

5月2日（水） ・・・「1209回」会員卓話「大久保　貞子君」
　　　　　　　　　　5月のセレモニー・理事役員会
5月9日（水） ・・・「1210回」ゲスト卓話
5月16日（水）・・・「1211回」クラブフォーラム
5月23日（水）・・・「1212回」次年度方針発表
5月30日（水）・・・「1213回」地区協議会報告会

5 月度の例会予定

今日は、５月２日１２０９回の例会です。
　この会長の時間も数え
れば、４０回を迎えまし
た。振り返りますと非常
に勉強になりましたの一
言に尽きます。
　会長の職を与えて頂い
たことに改めて感謝申し
上げます。私の年度も残
すところ、今月と来月の
２ケ月となりましたが、
会員の皆様のご協力のおかげだと感謝いたします。
　先月４月１８日の早朝例会は、正岡会員の「大光寺」
にて坐禅を始めて経験させて頂きました。又、４月２５
日の夜間例会は、新会員の長倉会員のお店「四季の惠」
で定休日にもかかわらず開催できました。段取り、準備
等を頂きました会員の方に感謝申し上げます。これから
も１００パーセント出席を目標に全会員の協力をお願い
します。
　話は変わりますが、この会長の時間で毎週、皆さんの
前で話をさせて頂いてますが、ほとんど原稿はありませ
ん。そのときの思いつきがほとんどです、ですから話し
た内容と週報に出る内容に多少の違いはお許し下さい。
もっとうまく話が出来たら、人をひきつけられる良い話
が出来たらと常に反省しております。
　でも、私自身は、大変この機会を通じて勉強になりま
した。多少なりとも成長したのではと自己満足しており
ます。・・・・・・・又、会長職の立場から多くのロー
タリアンにも出会う機会を頂きましたことにも、感謝致
します。これは、幹事も同じ気持ちだと思いますよ。結
論は、前向きにロータリー活動をすることが、大事だと
思います。皆さんも是非、積極的に進んで行動を起こし
てみてください。
　この場に立ち、自分の意見をどしどし述べてください。
ただ例会に来て食事して帰るだけの人にならないで下さ
い。来月からは、新会場での例会となりますので気分一
新、次年度会長に良い形で引継いで今年度を終えたいと
思います。
　短い間でしたが、佐土原ロータリークラブの２度目の
例会場として使用させて頂きましたが、５月末までの例
会場となりました。

「石崎の杜　歓鯨館」支配人、副支配人、スタッフの方
には大変御世話様になりました。またロータリークラブ
・ライオンズクラブ・佐土原商工会により植樹した桜の
季節には、観桜会も計画したいと思います。佐土原ロー
タリークラブを代表しまして、暑く御礼申し上げます。

会長の時間 ＜ 荒武　義博  会長 ＞
幹事報告 ＜ 幹事　永野　陽子君 ＞
＜文書＞
※地区ローターアクトク
　ラブ第 41 回幹部研修会
　時間変更案内
　日時：2012年5月19日
　　　　18：30 ～ 21：00
　　　　2012年5月20日
　　　　10：00 ～ 15：30
　場所：霧島市国分総合
　　　　福祉センター
※５月のロータリーレート　１ドル＝82 円
※西都ＲＣ～５月の例会案内
※高鍋ＲＣ～５月の例会案内
※中武　幹雄会員のお父様がお亡くなりになられました。
　お通夜・告別式等の案内をＦＡＸ　しております。
　みなさまよろしくお願いいたします。

委員会報告
○会長エレクト　村上　實君
　次年度会長・幹事会に
日高君と参加して参りま
した。討議内容は。ガバ
ナー補佐への捕縄金に関
する事で、各クラブでさ
まざまな考えがありまし
て、我がクラブの方針も
決めたいと思います。理
事。役員会を中心に皆様
の意見を組んで決めたい
と思います。
　５月26日（土）鹿児島地区協議会参加の打ち合わせを
行いたいと思います。詳細を又参加の皆様へ連絡いたし
ます。

○梶田　與之助君
　佐藤　高元会員の近況
報告をさせていただきま
す。病気治療により長期
休会をされています。ご
本人の体調は良いのです
が、例会出席には不安な
点が残ります・・との事
にて、残念ですが６月末
で退会？を考えていらっ
しゃるそうです。大変残
念な報告となりました。



　　  四つのテスト
　「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
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MEMO

出席報告＜ 出席委員長　吉田　康一郎 君 ＞
会員数　　　　　２３名
出席免除　　　　　１名
　　　　　　（正岡 文郁君）
出席者数　　　　１６名
欠席者数　　　　　７名

有届け者　　佐藤君・村岡君
　　吉田君・原田君・長倉君
　　田邉君・中武君
メイク届　　　　　無
無断欠席者　　　　無
出席率　　　７２．７％

○親睦委員長　福井　輝文君
「第 33 回きむら杯ゴルフ
コンペのご案内」を致し
ます。
1. 日　時
　平成24年5月24日 ( 木 )
2. 開会式　9時45分～
3. 開　始
　10時06分
　（アウト・イン同時）
4. 場　所
　ＵＭＫ　カントリークラブ　TEL　39－7777
5. 競　技　
　ダブルペリア方式（同スコアの場合は年長者優先）
6.　賞　
　優勝・準優勝・3位～ 10 位・飛び賞他参加賞・ベスト
　グロス賞・ニアピン賞・ドラコン賞
7. 参加費　3,000円　（当日受付にてお願いします。）
8. プレー費　税込み 9,000 円
　　（キャディー・ワンドリンク・食事付き）
　　※5/15 日〆切

5月のセレモニー
♪５月誕生月～
　　岩切　正司君（5・3）
♪ご夫人誕生月～
　　日高　裕子さん
　　藤堂　真由美さん
♪結婚記念月～
　　原田　宗忠君
　　岩切　正司君

　皆様こんにちは、この
場所に立ちお話をさせて
いただくのは３回目にな
りますが、大変緊張いた
します。ゴールデンウィ
ークの最中ですが、私の
仕事は全く関係なく通常
通りに営業しております。
　先週の日曜日小・中学
校の同窓会に参加してき
ました。毎年恒例ですが
今年は皆54歳です。前会員の宮内君も元気にしておられ
ました。皆それぞれ色々なことを経験しているようで、
離婚した人・再婚した人・定年を迎えて農業を始めたけ
れども１日中妻と一緒に過ごすようになり「もうたまら

ハッピーＢＯＸ披露
＜ニコニコへ＞
※郡司　武俊君～
　４月の誕生祝いお返し～下の子供も巣立ち。とうとう
　二人になりました、新婚生活 27 年振りです。
※村上　實君～
　４月の誕生祝ありがとうございました。これからも健
　康で頑張ります。
＜財団へ＞
※岩切　正司君～ロータリーの友を読みましょう。

会員卓話

ん！」とぼやく人等さまざまでした。
　私がスナックを営んでいることは皆知っていますが、
何せその頃はネクラで、人と話をするのも苦手な私でし
たので皆驚いています。
　そんな私が今年の11月でオープンから30周年を迎える
ことが出来そうです。これもお客様のお陰と、スタッフ
の方々のお陰だと本当に感謝しております。佐土原のロ
ータリークラブにも入会させていただき皆様のような方
々の前でお話し出来るのはとても光栄な事です。
　オープンから現在まで一番難しく感じているのはスタ
ッフ教育です。女性特有の難しさにいまだに苦労してお
ります。一人を褒めるとそこで必ず摩擦みたいな事が生
じそれがそのまま直にお客様の接客に結果として出ます
し、とても神経を使います。
　スタッフは長期の人と短期の人とそれぞれに長所と短
所がありますからバランスを考えて働いてもらっています。
　お客様は一生懸命働いたお金で来店して下さる訳です
から楽しんで頂ける様にするのは勿論ですが、言葉遣い
・礼儀等には厳しく指導しています。
　皆様は従業員の方々への接し方や教育・指導などどの
ようにしておられるのでしょうか？是非お教え下さい。
このお仕事は長時間立ちっぱなしのかなり体力を要する
仕事なので、求人案内を見て面接に来られて採用しても
１日で辞めていく人も少なくありません。外から見た目
とのギャップの大きい仕事だと思います。
　先日は新規の若いお客様が２名で来店されたのですが、
他のお客様の迷惑になるような酔い方をされたので、退
店して頂きました。勿論とても勇気の要ることですし、
その場合はお金も頂かないわけですから難しい判断では
ありますが、大切なお店とお客様・スタッフを守る為に
はどうしても必要な時があります。
　日々色々な事があり、色々な方とお会いできるこの仕
事は私にとってとても勉強になっております。そんな中
でやはり健康の大切さを強く感じます。ロータリー入会
前に更年期の症状が始まり随分キツイ思いをしました。
その時お医者様からとにかく良い事を考えるようにして
下さいと言われましたがお客様の中にも同じく更年期に
悩んでおられる方が人と会うのが嫌で夫と口を訊くのが
苦痛です・・と言われます。男性も会社の人間関係で悩
み鬱になり入院していた・・といわれる方もいます。
　大体目を見れば判りますので、スタッフにもお客様と
会話をする際には必ず目を見ながらお話を伺う様にと教
えています。
　最後に・・皆様もどうぞ、お体を大切に健康を維持し
て下さいね。
今後ともどうぞご指導のほどよろしくお願い致します。

○大久保　貞子君

♪5月記念月の皆様おめでとうございます♪
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