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今月のテーマ 疾病予防と治療月間

第1598回例会
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■本日の例会／ 第1599回 令和元年12月19日（木）
●会長・幹事報告 ●各委員会報告
例会終了後 年末家族懇親会 夜間例会

■会長挨拶

宮崎観光ホテル

篠原英介 会長

もの言わぬモノがもの言うモノづくり
私がここ 10 年くらいで最も感動
した言葉です。意味は、
「良い製
品作りに真摯に取り組んでいれば
実績は裏切らない」という感じで
しょうか？機内誌で拾った言葉です。食品を製造・
販売している者として日々、胸に刻んで仕事に取り組
んでいます。
私たちの会社は、３～４の業者を経由して最終消
費者、つまり食べる人まで届けるのですが、時に誰
のために作っているかわからなくなることがあります。
原因は、仕様や流通形態、数量や納期、その増減
やタイミング、価格や他の製造との絡みなのですが、
それぞれの状況で、商社・物流業者・小売店と相手
が変化するのです。
そこで私は、冒頭の言葉を胸に、自社の職員が作
り、食べる人に届くまでの間で、少しでも邪魔をしな
いように、作り手の味が損なわれないように、と各
社に伝えています。
言い換えれば「透明な存在であるべき」だと考え
ているので、最終消費者までの価格の上乗せにも目
を光らせているつもりです。
食べてもらう人のために作っているというのは真実
と言えますが、職業に取り組む姿勢や意義をおなじ
みの４つのテストの形式を借りて常に意識するように
しています。
1．個人のためになるかどうか？
1．組織のためになるかどうか？
1．顧客のためになるかどうか？
1．社会のためになるかどうか？
これは、個人が職業を通じて社会の役に立つ人に
なるためのステップだと考え、活字にしたところです。
まずは、職業人として自分の能力を発揮すること
に尽力したり、家族を養ったりする。

【出席率状況報告】
・会 員 数 ‥‥‥‥‥‥ 55 名
・出 席 者 ‥‥‥‥‥‥ 34 名
・欠 席 者 ‥‥‥‥‥‥ 21 名
・出 席 率 ‥‥‥‥ 62.96％
・11/28 の修正出席率‥ 64.81％

次に、会社やチームの一員として汗をかくこと。周
囲と連携し達成感を得ること。
そして、それが顧客の満足へつなげられれば、一
人前の職業人だと言えるでしょう。
最後に、社会のためになるには？？？半人前なの
に社会に役立つ仕事は、
、
、というのは甚だおこがま
しいと思っています。今は、おいしいお菓子を届けて、
喜んでもらい、その上で、お金まで貰えるとしたら、
恵まれた仕事だな、と考えています。

■幹事報告

江口健一 幹事

ガバナー事務所より
クラブ戦略委員会の設置のお願
いが来ております 宮崎中央ロータリ
ークラブでは、5 代前会長と現会長
、幹事、会長エレクト オブザーバー
としてチャーターメンバーに参加していただきたいと思っ
てます。 首里城火災に対する支援金
1 人 500 円 台風等災害に対する義損金
1 人 500 円 各クラブ協力する事になりました。
南九州大崎クラブのメールアドレス変更のお知らせ
が来てます。
第 7 期 2730RLI パートⅢ DL 研修セミナーが開催
されます。

■委員会報告

フェローシップ委員会
高橋誠司 委員長

夜間例会（新年懇親会）のご案内
令和２年度の新年懇親会を下記
のとおり計画しております。ぜひと
も皆様ふるってご参加いただきます
ようお願いいたします。
日 時：令和２年１月９日（木） 18：30～
場 所：
「杉の子」
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国際奉仕委員会

田中

寿 委員長

2020 年 5 月
龍山ロータリークラブ訪問ツアー
ご案内
2020 年 5 月は当クラブが台北
龍山ロータリークラブを訪問する
年でございます。期日および日程の詳細につきまして
は別添の予定表をご一瞥いただきたいと思います。
Ａ）4日間コース
出発5月13日（水曜日）宮崎発…
帰着5月17日（土曜日）
費用 お一人部屋利用122000円
二人部屋利用100000円
Ｂ）3日間コース
出発5月14日（木曜日）鹿児島空港発…
帰着はＡ班と同じく5月17日に宮崎空港帰着です
費用 お一人部屋利用…110000円
お二人部屋利用…95000円
いずれのコースも、燃油サーチャージはクラブで負
担する予定です。
尚、前日ご案内申し上げましたように、この訪台は
公式行事でございますので大変申し訳ございません
が不参加の会員には 3000 円負担していただきます。
あしからずご了承ください。

■年次総会

指名委員長

新田敬介 委員長

2020 年度～ 2021 年度
宮崎中央ロータリークラブ
理事及び役員候補者
役員

理事

小村賢一郎

クラブ奉仕
委員長

会長エレクト

坂本弘史

職業奉仕
委員長

佐藤龍三郎

副会長

坂本弘史

社会奉仕
委員長

三輪修珍

幹

西橋龍博

国際奉仕
委員長

生駒俊明

篠原英介

青少年奉仕
委員長

江口健一

会

長

事

直前会長
会

計

ＳＡＡ

平松

寛

渡邊

勝

■2018～2019年 決算報告
江口健一 幹事
2018 年 7 月～ 2019 年 6 月ま
での会計において一般会計、特別
会計の監査にあたり通帳と支出証
明書に相違ありませんでした。

■退会あいさつ

林

■会員卓話

西部雅子 会員

貴信 会員

幼児教育・保育無償化は国の投資
１無償化≠義務化ではない
保育料金は世帯収入によって決
まります。しかし、あくまで収入なの
で“借金がある”とか“生活費を入
れない”などの事情は加味されないため、お金が理由
で幼児教育を受けられない子供が一定数いました。
無償化になり、その子供たちも幼児教育を受ける環
境に一歩前進しました。
が、日本は待機児童を抱えているため義務化とはな
りませんでした。今後は義務化を目指してほしいと思
います。
２幼児教育・保育無償化の目的
少子化対策や女性の社会進出といわれています。
確かに、人口維持合計特殊出生率は２，０７から２，
０８なので、現在の１，４２ではかなりの少子化になり
ます。
また女性の社会進出は、人手不足にも大いに期待
されるところです。
が、真の目的は「国による将来への投資」です。その
きっかけは２０００年のノーベル経済学賞を受賞した
「ペリー幼稚園プログラム」です。
３ペリー幼稚園プログラム
貧しい地区に生まれた３歳から４歳のこどもに質
の高い教育をおこなった。ペリー幼稚園に通うことが
できた５８名と通えなかった６５名の子どもの４０年
にわたる追跡調査。ペリー幼稚園に通うことができた
５８名は、１９歳の時点で高校卒業率が高く、２７歳
時点で持ち家率が高、４０歳時点で年収が高く犯罪
率も低かった。貧しい家に生まれても質の高い幼児
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教育を受けられれば安定的な雇用を確保し犯罪に
走ることが少ないと証明されました。
４、幼児教育は質の高い投資
６歳までに非認知能力（意欲、忍耐力、すぐ立ち
上がる力等）を高めることが最もコスパがいい。１万
ドル幼児教育に費やすと１５００ドルから１７００ドル
のリターンがある。
１５％から１７％とのリターンは公費としてはかなり高
いそうです。
ちなみに認知能力（学力）は中学生には差はなくなり
ました。しかし乳幼児期にしっかりと身についた非認
知能力は一生影響を及ぼします。
「子どもの教育は、乳幼児期に一番お金をかけるの
がいい」です。

■出席委員会報告

松岡敬三 委員

◆11/28メイクアップ者名（敬称略）
生駒俊明、黒木雄一、小村賢一郎、秦

喜八郎

ハッピーボックス（敬称略）
●鳥山 浩…誕生祝ありがとうございました。昨日、
11日80歳・傘寿の誕生日を迎え夫婦で祝いをしま
した。これを機会に人生をエンジョイしたいと思いま
す。
●松山春喜…先週は誕生祝を有難うございまし
た。60代最後の年になります。充実した一年間
にしたいです。
●井上真由美…誕生日のプレゼントをありがと
うございました。来年から国民年金を受け取れま
す。介護保険証も送られてきました。嬉しいよう
な悲しいような…。来年もよろしくお願い致しま
す。
◆ビジター
髙宮眞樹 会員（宮崎西ロータリー）

〒880-0806
〒880-0806 広島1丁目3番地3
広島1丁目3番地3 秀豊ビル
秀豊ビル 4階
4階
シーガイアコンベンションセンター
会長／篠原英介

副会長／小村賢一郎

0985-22-9170

幹事／江口健一
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