ࡆ˹܄ʷ˂ʉʴ˂ɹʳʠ
ÒÏÔÁÒÙ ÃÌÕÂ ïæ ÍÉÙÁÚÁËÉÃÈÕÏ

ڨ

今月のテーマ 職業奉仕月間

第1603回例会

2020年1月30日 Vol.34／No.28

■本日の例会／ 第1604回 令和2年2月6日（木）

【出席率状況報告】

●会長・幹事報告 ●各委員会報告
●米山奨学生奨学金授与式
●会員卓話‥日髙淑晶 会員
●誕生＆結婚お祝い報告‥フェローシップ委員会
●ハッピーの紹介

・会 員 数 ‥‥‥‥‥‥ 54 名
・出 席 者 ‥‥‥‥‥‥ 36 名
・欠 席 者 ‥‥‥‥‥‥ 18 名
・出 席 率 ‥‥‥‥ 66.67％
・1/16 の修正出席率‥ 70.37％

■会長挨拶

篠原英介 会長

１月一時、
２月逃げ月、
３月さらさら
これは学生時代の恩師の言葉で
す。年が明けるとあっという間にそ
の学年が終わるぞ、という戒めの
意です。
１月の会長挨拶より
その１―2020 年は区切りもよく東京五輪開催も併
せ「あの時はちょうど○○だった」と後々思い出しや
すい年になります。何か新しいことを始めるのに絶好
です。
その２―今年度のガバナー方針「童心に帰る」に
ちなみ「校歌おぼえていますか？」と自分の出た学校
の校歌を再考してみました。
その３－職業に関連して今や２７品目もある食品ア
レルギーについてご紹介しました。
また、先週のゲストは神村学園の野田センター長
でした。問題を抱えた生徒に向き合う大変なお話は
とても感動的でしたね。今月は職業奉仕月間ですの
で再度ご紹介します。現在、クラブの新たな奉仕事
業として、この神村学園の生徒に職場体験の機会を
提供するという企画を立ち上げています。きっかけは
２年前に台湾から来た交換留学生ダニエル君です。
片木会員の紹介で彼の希望する作業現場に連れて
行ったのですが、短時間にも関わらず彼にとって大
きなインパクトがあったようで、その後の進路に大き
な影響を与えたらしいのです。
これこそ、私たちロータリアンの職業を通じた奉
仕ではないかと考えました。ぜひ、みなさんで推進
を図り、次年度以降にしっかりと事業化できればと
考えています。
一方で、世間は新型ウイルスの話題で持ち切り、
世界経済への影響も懸念されています。私自身も仕
事柄移動が多いので、自衛手段を講じ、生活に支
障が出ないよう努めたいと考えています。

最後に、２月はパスト会長会、クラブ協議会と半
期を振り返る会議もあります。より良いクラブ運営に
繋げたいと考えています。どうぞよろしくお願いいた
します。

■職業奉仕委員会

生駒俊明 委員長

4 月にくすのき賞の表彰式を行う
にあたって昨年から推薦者を募って
参りました。
お陰様で今現在 3 名の方の推薦
を頂いています。
最終締め切りが 2 月 27 日となっています。
引き続き、くすのき賞にふさわしい方のご推薦をよろ
しくお願い致します。

■会員卓話

前田剛也 会員

東京オリンピック・
パラリンピックと食
杉の子は社団法人国際観光レス
トラン協会に加盟しています。この
協会は 1959 年東京オリンピック
が決定した年に海外からの役員やＶＩＰに食事を提
供する目的で設立されました。現在は日本食文化の
育成と発展を目的に掲げています。
1964 年の前回と今回のオリンピックを比べてみま
した。
参 加 国 93 ⇒ 206、 参 加 選 手 5,151 ⇒ 11,090
大会経費 1 兆 800 億円⇒約 3 兆円（決定時 7000
億）。また 1964 年の国家予算が 3 兆 3,000 億で
今回の大会経費はそれに相当する額になります。
大会中の食を見てみますと、選手やスタッフなど
に約 140 万食、一日最大 45,000 食が提供されま
す。事業給食大手の会社が契約し、その額は 62
億 3470 万円です。選手食堂は 4000 人のスタッフ
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で稼働する予定です。食材の基本は有機農業により
生産された農産物や有機畜産により生産された畜産
物ですが、日本では有機農業の耕地は全体の 0.2%
しかなく、それに準ずるレベルの承認や規格での調
達になります。またできる限り国産と被災地食材を多
く取り入れることになっています。
メニューは、アジア、インド、アフリカ、ヨーロッパ、
日本、アメリカ等の各地域の食が供給されます。
食材はドーピング、アレルギー、食中毒に関して
細心の注意が求められ、それには食材の選別、調
達が最重要となります。食中毒に関して、食材自体
が持ち得る菌よりも、むしろ人から人に感染するウィ
ルスへの注意が必要と思います。例えば、ノロウィル
スは少量（10 ～ 100 個）でも発症し特に注意が必
要です。宮崎県でも毎年ノロウィルスは発症しており、
原因は十分消毒されていない手で食材を扱うことが
ほとんどです。
華やかなオリンピックですが、裏方である食に関
して少しの興味を持っていただければと思いました。
最後に私たちは毎年夏にレストラン協会の補助を
受け、親子体験料理教室を開催しております。親子
（高
校生まで）で参加いただき、イリコの頭とはらわたを
取る作業や、イリコがすり鉢とすりこぎでパウダー状
になるまでの作業等を行っていただき冷や汁を一緒
に作ります。その後その冷や汁や宮崎の食材で作っ
た美味しい料理を食べていただく企画です。昨年は
天ぷらを目の前で揚げて食べていただきました。最
後に修了証をお渡しし、感想文を書いていただき、
それを協会にフィードバックします。
ご興味があれば是非お声を掛けてください。

■会員卓話

田中 寿 会員
今日は私のオフィスの仕事に関
係することを取り上げてみました。
ブライダル・社員教育の二つの
部門に加えてキャリア教育の分野
で厚労省などの講師を受けており

ます。
最近では、福岡の家内の実家の家業を代表取締
役として首を突っ込んでおります。
ブライダルに関しては、最近では MC( 司会者 ) に
しぼってやっておりますが、オフィス・Kei の宮崎と
福岡の二つのオフィスで年間 1100 件ほど扱っており
ます

社員教育を昨年はほとんどが福岡ですが 30 数社
実施しております。
キャリア教育では福岡県・長崎県・宮崎県を中心
に年間約 40 数校で実施しており福岡では年間通し
てのカリキュラムとして採用していただいている私学
もあります。
今日は BRIDAL の部門で礼装の話をしてみたいと
思います
ここがポイントです
① スラックスとベスト（ジレ）

グレーのストライプは入ったスラックス
シルバーまたはグレーのジレ
② ネクタイとシャツのカラー（襟）
シルバーのネクタイやボウタイ
ウイングカラーのシャツ

黒いスーツに白いネクタイですか？

披露宴やお祝いの席に出席する服装はどうする

副会長／小村賢一郎

幹事／江口健一

ダークスーツ ＋ 礼装用ネクタイ＋ポケットチー
フ

光沢のある生地の物であれば淡いピンクや淡いブルーでも構いません

ポケットチーフ

ネクタイと同色の光沢のあるものがベストです

袖口はダブルカフスそしてカフスボタンをしてみませ
んか

社員の結婚式に出席するときは？②

靴は・・・・
礼装には黒い革の紐編み上げの物が基本的です

最近若い方たちの中には、黒っぽいスーツに茶の靴を合わせる方がいますが礼装には×です

• ①編み上げ、鏡面仕上げ加工もしくはエナメル
• ②ストレートチップかプレーントウ

皆さんが社員の結婚式に出席する場合は、
ほとんどの場合主賓の一人としての出席のはずです

• ③ウイングチップやスリッポン、
モンクストラップは駄目です
• ④ヌバックやバックスキンは駄目です

そんな時の服装は

準礼装!スタイル：ディレクターズスーツ・タキシード

• ⑤靴下は薄手の黒

ｽﾄﾚｰﾄチップ 内羽根



モーニングなどの正礼装は、新郎・
両親
等の服装です、それに次ぐ礼装です

ｽﾄﾚｰﾄチップ外羽根

プレーントウ外羽根

■出席委員会報告

佐藤龍三郎 委員長

◆1/16メイクアップ者名（敬称略）
久保山洋一、黒木陽子、秦

喜八郎

ハッピーボックス（敬称略）
●黒木雄一…誕生日のお祝いありがとうございます。
今年は6回目の年男です。イイトシになりましたが良い
年にしたいと思います。
●松田くるみ…お誕生日のお祝いありがとうござ
います。またひとつ年を重ねることに感謝してい
ます。抜萃のつづり・ページ110に、夫水谷の文
章が載りました。ご覧ください。
先週の木曜日、東京文化放送「大竹まことゴール
デンラジオ」のゴールデン・ヒストリーにて10
分間紹介されました。ありがとうございます。

〒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

招待客の場合

黒い一般的にいう礼服 略礼服）でも間違いではありませんが、華やかさと個性の表現が足り
ないと思いませんか。
ちょっとアレンジしてみませんか？
ネクタイ
白無地からシルバーに変えてみてはいかがですか？

0985-22-9170

