
第 1231回例会 平成 24年 10月 17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』                   

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.  職場訪問 「樅木工業（有）」 

9.  次週の例会案内  

10. 点鐘 

第 1230回例会記録 平成 24年 10月 3日（水） 

■会長の時間 会長 

村上 實君 

皆さんこんにちは、

本日は第 1230 回の

例会です。先週まで

各委員会の討論会が

行われておりまして、

一応全クラブに出席

させていただきましたが、各委員会とも非常に良い

意見が出されておりました。あと各委員会がそれに

向かって活発化してくれることを望んでおります。

また随時例会で報告し合う事が大切だと思います

のでよろしくその点もお願い致します。今月は「職

業奉仕月間」ですね、ロータリーの本質であります

ね。先ずは私の仕事の話をしたいと思います。先日

取引先の関係で、鹿児島、薩摩まで行って来たので

すが、鶏肉加工・ブロイラーですね、鶏インフルエ

ンザ問題の時に仕事が無くて困った仲間ですが、そ

この取引先がケンタッキーフライドチキンなので

すね、凄く厳しいのですよ、3ヶ月に 1回工場全部

に監査が入る訳ですが、先日行った時に詳しく聞い

たのですが想像以上に厳しい内容でした。工場内の

ゴミ箱に何が捨てられているか・・まで厳しくチェ

ックが入るとの事でした。100枚あるものが 101枚

あっても駄目、99 枚でも駄目、勿論機械で 100 枚

作るのですがそこで不良が出て、1枚抜き等してい

ると多少の誤差が出ることも有る訳ですが、絶対に

駄目で、全ての工程から調べさせられるそうです。

数年前に食肉偽装問題が大きく報じられましたよ

ね、国産で無い物を国産と表示して流通させていた

と、今は全て国産のものは国産と表示してあります

ね。 

そういう事もあって我々資材メーカーにもかなり

厳しい体制がとられております。1枚の不良が市場

に出回ると全てを回収することになるので厳しい

訳ですね、袋自体の金額は僅かだとしても中に入る

ものが高額になると、損害賠償を請求の事態にもな

る訳です。保険を使って支払う事態になる事もあり

ますからそう言う事にならない為にも社員に分か

ってもらう必要があるのですが、どうしても 8時間

働いて幾らという感覚の方も少なくなくていかに

女性の方も多くて、女性と言うのは色んな感情を持

っているのですよね、子供がいれば子供の事も気に

なるし、旦那さんと喧嘩でもすれば、朝から機嫌の

悪い時も在りますし、だから職場に入る時には鏡を

見て笑顔でと話をしているのですが、そう簡単な事

では無いのですが、これは徹底して言うしかないと

思っています。またそういう従業員を見かけたら徹

底して話しかける様にしております。このような中

で、会社のため自分の為と品質管理意識をいかに上

げさせるか・・大変悩ましい事の一つでありますが

その中皆で頑張っておるところであります。今月は

「職業奉仕月間」ですから後で委員長に話をしても

らいますが。その前に私の方から少しお話させて頂

きました。 

 ■幹事報告    日高 邦孝君 

＊ 例会変更届け～無 

＊ 地区大会の出欠ま

とまりましたので、参

加者を報告いたしま

す。会長・宮原エレク

ト・林厚君・林萬君・

藤堂君・中武君・永野

君・大久保君・吉田君・原田君・長倉君・太田君・

事務局の 13名で参加です。 
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参加と致します。吉田君・宮原君・原田君・長倉君の

4名の方は 9日（金）記念ゴルフコンペにも佐土原を

代表して参加して下さいます。良い成績を期待してお

ります。頑張って下さい。 

＊3クラブ合同研修会ですが 10月 27日（土）になり

ますので皆様予定をあけておいて下さい。前24日（水）

の例会変更を理事会決定後に案内いたします。 

■ 出席報告          原田 宗忠君 

会員数23名（免除会員 2） 

 出席数 20 名出席率 

90.4％ 欠席届 3名（福

井君・村岡君・永野君） 

 修正出席率 86.9% 

先週欠席いたしましたが、

神奈川県の茅ヶ崎中央Ｒ

Ｃにメイクして参りました。例会の流れなどはほとん

ど同じでしたが違いと言えば、ＳＡＡではなく幹事が

例会を仕切って進めておりました。あとはビジターに

対して全員が握手に来てくれ大変気持ちよく参加さ

せて頂くことが出来まして、とても良い事だなぁと思

いました。 

■ ハッピーＢＯＸ披露   長倉 裕一郎君 

＜財団＞ 

 ◎中武 幹雄君～10

月 1 日は当事務所の創

立記念日です。代理店を

始めて 32 年になりまし

た。これもひとえに皆様

のご支援のたまものと

感謝いたします。これからもよろ

しくお願い致します。 

 ◎吉田 康一郎君～お蔭様で私の会社が満 25 年を

10月に迎えました。色々在り

ましたがこれからも一生懸

命がんばって行きたいと思

います。 

 ◎岩切 正司君～かなしいことが出来ました。残念

です・・・。 

■委員会報告 ロータリー財団   郡司 武俊君 

9 月 26 日に財団委員会

を開き会長・幹事にも出

席していただきました。

地区補助金申請が通り

ましたので久峰運動公

園へのベンチ寄贈計画

を藤堂会員等に御願い

して進めております。また次年度に向けて申請案を皆

様から出していただきたいと思います、色々と難しい

点もございますが先ずは出してみないと始まりませ

んのでよろしく御願いします。 

米山に関しまては前年どおりの寄付でと考えており

ます。 

米山奨学            梶田 與之助君 

員会の内容は郡司君よ

り報告していただきま

したので、私は「米山梅

吉」さんと「米山奨学会」

について少しだけお話

しようと思います。奉仕

の人「米山梅吉」は常に

“何事も人々からして欲しいと望むことは人々にも

その通りせよ” 

これは米山梅吉氏の願いであり、ご自信の生涯そのも

のでした。“他人への思いやりと助け合い”の精神を

身をもって行いつつ、そのことについて多くを語らな

かった陰徳の人でした。それから 50 年の歳月が流れ

ましたが、民間外交として世界に平和の種子をまく

“という米山奨学事業の使命は一貫して変わってい

ません。むしろ、今日の世界情勢と日本のおかれてい

る状況を考える時、その使命はますます重要性を増し

ているのではないでしょうか。留学生への支援は、未

来に向かって平和の架け橋をかける尊い奉仕なので

す。このような事も理解しながら、委員会活動を進め

て参りたいと思います。 

■ クラブ広報        中武 幹雄君 

先日 6 時半から西佐土

原のかぼちゃさんにて

委員会を開催しました。

終始ロータリー1 色で

いい時間となりました。

色々な話が出来たので

すが。広報としての課

題目標として何点かにしぼり報告させて頂きます。 

＊町内の各施設・事業所・学校へ「ロータリーの友」

を寄贈し置いて頂き少しでも多くの方に読んでもら

い理解の輪を広げる。これに伴う経費等の問題もあり

ますから理事会で検討してもらう。町内のスポーツ少

年団へ少しでも多くの関りと支援活動をするための

案として、各団体の備品（ボール等）を大会の記念品

として提供する。 

職場訪問としての案としてＮＨＫさん見学等もよい

のではないかとの 

■フォーラム「職業奉仕について」  岩切 正司君 

10 月は職業奉仕月間

ですので私がお話さ

せて頂きます。ロー

タリー4 代奉仕の中

で一番大事なのがこ

の職業奉仕でありま

す。ロータリーの金

看板ともいえます。設立の目的もこの職業奉仕であり、

異業種の集まりというのが大前提であります。職業奉

仕を日本語で訳しますと微妙に意味が違って参りま

すものですから、理解し受け止めて実践する中で色々



と理解し難く誤解も生まれる事もあるわけですが、シ

ェルドンが言いますには、自分とこのお客さんがきち

んとリピーターとして戻ってきてくれるような仕

事・商売をすることなのだと言っております。お客様

の為に仕事をすることが職業奉仕に繋がり・自分にも

返ってくる。という事ですね。日本的に申しますと、

「おもてなしの心」で常に仕事をするという事でしょ

うか。異業種の方たちと接する中で得た職業奉仕の実

践を自分の職業に生かす、実践すると言う事が一番大

切で、ロータリー会員である意味合いの良さではない

でしょうか。 

今月は「職業奉仕月間」でございます。シェルドンの

理念をしっかりと学んで実践して、先ずは皆様のお仕

事の充実と業績の向上に繋げて下さい。 

■ 本日の例会風景 

  

 

吉野事務局のスナップです 

 

 

 

セレモニーの皆さんです 

 

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 

 
次週予告 

10月 27日（24日）3クラブ合同研修会 

シーガイア・コンベンションセンター3Ｆ15：00 

懇親会 サンホテル（住吉）17:20～19:20 


