会員ビジネス卓話より。㈱九州クラフト工業 原田由起様ありがとうございました。

第１６回例会記録（通算第 2787 回）
平成 30（2018）年１１月２６日
斉唱 国家 君が代
ロータリーソング 「われらの生業」

来訪者紹介
原田由起様（株式会社九州クラフト工業）

［今 日］

例 会

1 今日の歌
2 来訪者紹介
3 会長・幹事報告
4 年次総会/
年忘れ家族会

［ 今月/来月 ］

行 事

1/7 新年会＠松葉
1/8 熊本市域 RC 新春合同例会
＠ホテルキャッスル
1/28 第 4 回クラブ協議会＠ホテル日航
熊本

www.kumamoto-southrc.org

いようにお願いします。兄貴はお酒が入ってない時は、
会長報告（喜讀宣友君）

（あまり無いですが）真面目に、為になるお話をされま

皆さま、こんにちは。本日の卓話は、田川会長年度

す。先日も、期限を設けると、やる事、やらなければな

に行なっていたビジネス卓話復活第 2 弾ということで、

らない事が見えてくると言われておりました。本日は、

現在当クラブで最も旬なお二人にお願いしておりま

そのやらなければならない部分を具体的に聞けるので

す。お一人目は、会長エレクトでもある坂本研一兄貴。

はないかと楽しみにしております。もう一人、お酒とい

アシスタントというか卓話者で株式会社九州クラフト

えば、告坂会員。最近、奥様予定者と同棲を始められた

工業の原田由起さんにもお越し頂いております。もう

と聞きましたが、今一番ハッピーな男で間違いないでし

一人は告坂会員です。坂本研一会員の事を兄貴と呼ば

ょう。予定者も社労士の資格を取られたということで今

せて頂いておりますが、もちろん頼れる兄貴分という

後の展開がますます楽しみなところではありますが、仕

こともありますが、実は同じ中学校の一つ上の先輩で

事においても、夫婦間においても、告坂会員の優位性が

す。そして一つ下、つまり私と同学年に妹さんがおら

低下したのも間違いないと思います。

れます。由香さんと言うのですが・・・。その方と実

先週の月曜日、パレアにおいて職業奉仕委員会の主催

は付き合っていました。もしかして、出会う時期が違

で「本音で語る企業経営の勉強会」が渕田会員を講師と

っていたら“Brother-in-law”
“義理の兄貴”になって

して開催されましたが、普段聞けないようなお話が聞け

いたかもしれないということで兄貴と呼んでいます。

て大変勉強になりました。ロータリーの職業分類は、今

原田さんはくれぐれも由香部長には、私の事は言わな

は 1 業種 5 社まで認められておりますが、もともと 1 業
種 1 社でした。異業種交流の良いところは、同業間のし

熊本南 RC 事務局 〒860-8536 熊本市中央区上通 2-1 ホテル日航熊本内 TEL096-211-2720 FAX096-211-2721 E-mail:info@kumamoto-southrc.org

がらみ無しで、困ったことを話せたり、違った観点から
自分の仕事を見直せることだと思います。ほとんどの方
が、経営者だったり、人を指導する立場ですので抱える

種 1 社でした。異業種交流の良いところは、同業間のし

○東 RC～親睦会のため時間変更

がらみ無しで、困ったことを話せたり、違った観点から

[変更前] 12 月 18 日（火）12：30～

自分の仕事を見直せることだと思います。ほとんどの方

[変更後] 12 月 18 日（火）18：00～

が、経営者だったり、人を指導する立場ですので抱える

○05福祉 RC～親睦会のため日程時間変更

悩みは行き着くところ同じような気がします。今日は、

[変更前] 12 月 18 日（火）12：30～

お二人の卓話から、自分の仕事の参考になる部分を見つ

[変更後] 12 月 22 日（土）18：00～

けたり、解決策が見出せればいいなと思っております。

○東南 RC～親睦会のため時間変更

以上、会長報告とさせて頂きます。本日も宜しくお願

[変更前] 12 月 19 日（水）12：30～

い致します。

[変更後] 12 月 19 日（水）18：30～
○平成 RC～親睦会のため時間変更
[変更前] 12 月 19 日（水）12：30～

出席報告（森本康文君）
会員数

出席数

出席率

前々回
修正出席率

６５名

３３名

53.23％

７７.４２％

出席規定適用免除者
名誉会員

3名

[変更後] 12 月 19 日（水）18：30～
○菊南 RC～親睦会のため時間変更
[変更前] 12 月 19 日（水）12：30～
[変更後] 12 月 19 日（水）未定

欠席記録免除者 1名

○りんどう RC～合同例会のため日程時間変更
[変更前] 12 月 20 日（木）13：00～

０名（会員数には含まれません）

[変更後] 12 月 15 日（土）19：00～
○西 RC～定款に基づき休会

幹事報告（倉崎保広君）

[日

1.芦北 RC よりポスター・パネルのお礼が届いております。

○05福祉 RC～定款に基づき休会

2.来週（12/3）例会は「年次総会・年忘れ家族会」に振

[日

程] 12 月 25 日（火）12：30～
程] 12 月 25 日（火）12：30～

替のため17：30～です。通常時間（12：30～13：30）

○菊南 RC～定款に基づき休会

はございません。ご注意ください。

[日

程] 12 月 26 日（水）12：30～

○平成 RC～定款に基づき休会
例会変更のお知らせ

[日

○平成 RC～年次総会のため日程変更

○水前寺公園 RC～定款に基づき休会

[変更前] 12 月 5 日（水）12：30～

[日

[変更後] 12 月 12 日（水）12：30～

○りんどう RC～定款に基づき休会

○りんどう RC～夜例会を昼例会に変更

[日

[変更前] 12 月 6 日（木）19：00～

○西稜 RC～定款に基づき休会

[変更後] 12 月 6 日（木）13：00～

[日

程] 12 月 26 日（水）18：30～
程] 12 月 26 日（水）18：30～
程] 12 月 27 日（木）13：00～
程] 12 月 31 日（月）18：30～

○西稜 RC～親睦会のため場所変更
[日

程] 12 月 10 日（月）12：30～

[場

所] ホテル日航熊本 7F 「ガーデンバンケット」

新入会員自己紹介 3回目（池﨑龍彦君）

○水前寺公園 RC～親睦会のため時間場所変更
[変更前] 12 月 12 日（水）12：30～
[変更後] 12 月 12 日（水）18：00～
[場

所] KKR ホテル

○りんどう RC～職場訪問のため場所変更

皆さま、こんにちは。3 回目の自己紹介は趣味につい

[日

程] 12 月 13 日（木）12：30～

て少しお話します。私の子ども 3 人とも小学中学の頃か

[場

所] 肥後木材

らソフトテニスをやっており、試合の観戦に行くのが楽

○城東 RC～親睦会のため日程時間変更

しみなのですが、三男が今高校 2 年生で来年の高校総体

[変更前] 12 月 17 日（月）12：30～

が最後となります。長男から始まり 15 年ほど続いたの

[変更後] 12 月 10 日（月）18：30～

で非常に寂しい思いです。もう一つの趣味がゴルフです。

○西 RC～親睦会のため時間場所変更

ゴルフ歴は約 25 年ですが、本格的に始めたのはここ 8

[変更前] 12 月 18 日（火）12：30～

年ほどです。今後皆さま方とゴルフをする機会もあるか

[変更後] 12 月 18 日（火）18：30～

と思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

[場

所] すき焼き 加茂川
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委員会報告

○藤見泰之君

●親睦活動委員会（坂本幸樹君）

本日の言葉は「至誠通天」です。吉田松陰の言葉で誠
を尽くせば願いは天へ通じるという意味の人生円満
の種となるよい言葉です。
◆退会挨拶（藤見泰之君）

皆さま、こんにちは。親睦活動委員会よりご案内で
す。来週12月3日（月）は「年忘れ家族会」です。す
でにご案内させていただいておりますが、未回答の方
がまだ多数いらっしゃいますので、できましたら本日
中のご回答をよろしくお願い申し上げます。

平成 24 年 11 月から丸 6 年間、大変お世話になりま
した。皆様には、いつも親身にお気遣いくださり、深

●スマイルボックス（藤見泰之君）

く感謝申し上げます。

○喜讀宣友君・倉崎保広君・桑原幸雄君・坂本研一君

この 6 年間で、私を取り巻く環境も大きく変わり、今

当クラブへのご来訪者 株式会社九州クラフト工業の

迄の様に様々な会合へ参加できなくなりました。何事

原田由起様を歓迎いたします。また、本日の卓話者 坂

においてもそうですが、特にロータリー活動において

本研一会員、告坂和紀会員に心から感謝します。

は 100％の態勢で臨みたい心情でございます。しかし、

○河津延雄君

ここ 2 年程はそこに至らぬ事が多く、とても心苦しい

先週の職業奉仕委員会勉強会に多数のご参加をあり

ものがございました。そこで今いちど初心に立ち返り、

がとうございました。また、講師の渕田会員にはお忙

新たなスタートを切るべく、この度の決断へと至りま

しい中講師を引き受けいただきありがとうございま

した。

した。

私にとりましてロータリアンであることは大変誇

○堀川貴史君

らしく、その誇らしさの分だけロータリーのバッチは

先週の職業奉仕委員会勉強会では、講師の渕田会員よ

とても重いものでした。入会当初は、私の在籍が熊本

り多くを学ばせていただきました。ありがとうござい

南ロータリークラブの恥とならぬよう、背伸びをして

ました。

おりました。数年間はそれが苦痛に感じることもあり

○坂本幸樹君

ましたが、ロータリーでの、一つひとつの活動を乗り

昨日は未明より原田由起さん、坂本研一会員、告坂和

越えたとき、それは喜びと変わっておりました。

紀君の卓話が楽しみで眠れませんでした。しかし、本

これからは地に足をつけ、元熊本南ロータリークラブ

日 14 時過ぎの飛行機で東京へ行くため早退しますの

のロータリアンとして、皆様に恥をかかせることがな

で、お詫びのスマイルです。

いよう、頂いた御恩を忘れずに人生を踏みしめてゆき

○漆島典和君

たいと思います。

今日の卓話者を見て早退するのをやめました。

熊本南ロータリークラブの皆様、事務局の東さん、

○園田修司君

ホテル日航熊本のスタッフの皆様、大変お世話になり

藤見泰之会員が熊本南 RC を本日で一旦離れると聞き

ました。感謝の気持ちを胸に私の退会の挨拶とさせて

非常に残念です。何の委員でも前向きに頑張られる姿

いただきます。ありがとうございました。

にいつも刺激を受けていました。今日はフジミオプテ
ィカルで作ってもらったメガネで来ました。今後も熊
本南 RC とよい関係を保ってくれればと期待していま

●会員ビジネス卓話（坂本幸樹君）

す。四字熟語の密かなファンより。

○「弊社紹介」
原田由起様・坂本研一君

○木村弘訓君
今日は所用のため早退しますので、お詫びのスマイル
です。
○高宮

宏君

今日は所用のため早退しますので、お詫びのスマイル
です。
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○「働き方改革関連法案とは」
告坂和紀君

【例会予定】
12/10 会員卓話 斉藤

淳君

12/17 外部卓話 巻誠一郎様（NPO 法人ユアアクション）
12/24 祝日のため休会
12/31 定款に基づき休会
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