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第1182回の記録　  平成 23 年 9月 28 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

　　「それでこそロータリー」

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．会員卓話「林　厚雄君」

９．次週例会の案内「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1183回　 平成 23年 10月 12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」
9月のテーマ
　「職業奉仕月間」

10月5日（水） ・・・「1182回」会員卓話「日高　邦孝君」

　　　　　　　　　　　理事会　10月のセレモニー

10月12日(水） ・・・「1183回」会員卓話「林　厚雄君」

10月19日（水）・・・「1184回」通常例会→15：00～職場訪問

10月26日（水）・・・「1185回」夜間例会

　先週の9/28（水）６時から幹事と２人で北ＲＣの夜
間例会（観月会）に出席して来ました。宮崎北ＲＣの
概況を知らない会員もおられると思いますので・・・

１）創立　昭和４４年１０月２２日（1969年）４２年
２）RI 承認　昭和４５年１月６日
３）認証状伝達式　昭和４５年４月２６日
４）スポンサークラブ　宮崎ロータリークラブ
５）チャーターメンバー　２９名
６）名誉会員　宮崎県知事　東国原英夫 
　　　　　　　宮崎市長　　津村重光 
　　（チャーターメンバー）　野村靖夫
７）会員数
　　正会員　　　５１名
　　名誉会員　　　３名
８）スポンサーとして設立したクラブ
　　高鍋 RC　　昭和５１年６月１７日
　　西都 RC　昭和６０年７月２３日
　　佐土原 RC　昭和６２年１０月１６日
９）宮崎日本大学高校インターアクト
　　昭和５１年４月２４日
１０）姉妹クラブ
　　台湾土城 RC　１９８８年４月２０日
１１）社会奉仕活動
　　フェニックスプロバスクラブ
　　設立　平成１１年９月１４日
　プロバスクラブ（英 : Probus Club）は、世界各地の
ロータリークラブ(RC)が、その社会奉仕事業の一環と
して退職者およびセミ退職者のために創った親睦団体
で、義務として強制されない社会奉仕団体でもある。

会長の時間 ＜ 荒武　義博  会長 ＞
次にクラブ運営の基本として再認識の意味で
　ロータリーの基本単位は、クラブでありクラブが十
分に機能して初めて地域社会への奉仕もロータリー財
団の支援も可能になり、地区や国際ロータリーで奉仕
する指導者も育成できるものである。クラブの会員増
強が大切なのはその為である。
　２７３０地区では、前年度のクラブ全体では２４名
増加であるが、個別に見ると１５名増加から、９名減
少のバラツキが大きい。出席率に関しても同じことが
言える。そこで、会員増強にもっとも力を入れたクラ
ブが宮崎北ＲＣで１５名の増加、このことは以前、太
田増強委員長から報告されたとおりです。佐土原RCも
今年度、７名の増員を目標に頑張りたいと思いますの
で、ご協力お願いします。
 （連絡事項）
10/5（水）
　本日午後７時から宮崎市教育委員会　教育長　宮崎
幸生氏　地域スポーツ振興会会長の迫口氏と当クラブ
該当者
（会長・副会長・幹事・奉仕・広報）計７名予定で、
　毎年開催されてます地区内の小学校全校バレーボー
　ル大会に、当クラブとして協力を検討していきます。
10/19（水）
　３時００分～３時１５分予定で　宮崎市長室訪問
　17 名の予定で連絡
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　　  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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◆◇◆◇ 事務局便り ◇◆◇◆
☆10月19日(水）の例会食は「カツ丼です」
　例会後に宮崎県庁「市長室」訪問15：00～
☆10月のセレモニー記念品提供は　住吉電器さんです。
　（荒武会長）ありがとう御座いました。
☆日高会員～卓話原稿の事前ご提供～ありがとう御座います。
☆佐藤　高元会員の全快復帰が１日でも早まりますことを
　心よりお待ちしております。
☆会員卓話・委員会報告等「原稿提供」の
　ご協力をどうぞお願い致します。

幹事報告 ＜ 幹事　永野　陽子 君 ＞
※ガバナー事務所～
　東日本災害義捐金の取り扱い
について
　①補助金の対象：東北大震災
　　支援に関するものであるこ
　　と。
　②申請方法：企画書と予算書
　　をガバナー事務所へ提出し
　　てください
　③締め切り：平成 23 年 10 月 17 日
　④補助金額：未定（なるべく多くのクラブにいき
　　　わたるように検討致します）
※ガバナー事務所～
　長峯基「政治に愛を」小冊子 5部送付の案内
　クラブ奉仕研修セミナーの案内～
　　日時　11 月 19 日（土）午後 2時より 5時まで
　　場所　メインホテル
　　登録料　1名 2.000 円
　　締切り　10 月 25 日（火）
※高鍋 RC/ 西都 RC ～ 10 月例会案内着

委員会報告
○奉仕プロジェクト委員長　岩切　正司君

出席報告＜ 出席委員長　吉田　康一郎 君 ＞
会員２４名 　（免除１名）

欠席者数　　　　　４名

有届け者～　佐藤君・原田君

　　松浦君・田邉君

出席者数　　　　１９名

出席率　　　８６．９％

無断欠席数 (前回 )０名

メークアップ　　　１名

修正出席率　６６．６％

♪10月のセレモニー♪

10月誕生月～太田　忍君・福井　輝文君・林　厚雄君
　　♪～おめでとうございます～♪

会員卓話

例会中は携帯電話の電源を切るか
マナーモードにして下さい・・・MEMO

今まさに「企業は人なり」である
　会社を立ち揚げまして９月で丸８年になります。当
初４名で立ち揚げました。起業するにあたっては大変
な事ばかりでした。まず、資金の工面が難題でして国
金に出向き資料を貰って計画書を作成し手続きをしま
したが自分の借入予想額には程遠く、足りない分は保
険を解約して資金に当てました。
　次の難題は　冷凍庫　冷蔵庫　冷凍車　それに肉を
カットするスライサー、ハム類をカットするスライサ
ー、ミンチ等を作る機械等など購入の為に保証人が必
要でして、その保証人をお願いするのが大変な悩みで
した。金融機関　リース会社等に対して当時何の信用
もありませんでしたので当時保証人になって貰った方
には今でも本当に感謝しております。
　当初４名でスタートしたわけですが年数を重ねる事
に少しずつスタップを増やし、現在12名で頑張ってお
ります。最初の５年間は毎朝常に６時半には出社しタ
イムカードを押しておりました。従業員が出社する前
にパソコンを立ち上げ、留守電での注文やＦＡＸでの
注文などを全て注文書に書き写し、従業員が出社した
ら直ぐ仕事に取り掛かれるように準備をしました。私
たちの仕事は朝が勝負ですので、いかに早く注文頂い
た品物を揃えてお客様の求める時間に納品できるかが
重要になります。
　今思えば、このような事を５年間続けてきた事が今
の会社に繋がったと思っております。従業員にはいつ
も感謝・初心・笑顔の挨拶を忘れずに過ごしましょう
と伝えています。そして上に立つものが率先して仕事
に取り組む大切さを伝えています。

それから我が社の経営理念であります
①お客様と従業員に必要とされ、また愛される会社作り。
②社員の成長がお客様の成長、会社の成長に繋がる。
③食を通じて我が社に関わる全ての人々の幸せと地域
　社会への貢献を目指す。
　私たちは毎朝朝礼でこれらを確認し合い、目指して
います。私はいつも従業員に対し仕事を通してあなた
方が一人の人間として成長してくれることが会社の成
長につながり、その事が又あなた方への報酬にもつな
がります！と話しております。

　職業奉仕月間にあたり毎週
お話をさせていただこうと考
えております。

日高　邦孝君
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