
■ソング：国歌・奉仕の理想

スマイルボックス

■会員誕生日 ・・・菅、佐藤、川本、中川

■配偶者誕生日・・・佐渡、今井、本庄、大成

■事業所創立 ・・・下山

■就任スマイル・・・三好(秀)

■100％出席 ・・・三好(秀)、大成、中川

クライングボックス

・先月の大雨で愛車が水没しました。全損扱いに

なり大変残念です。 （荒谷隆文）

誕生月代表者謝辞

８月お誕生日を代表して川本会員よりお礼の言葉

が述べられました。

☆「川本会員は古希を迎えられました。おめでとう

ございます。益々のご活躍を祈念いたします。」

幹 事 報 告

幹事 尾野 剛章

・地区補助金承認通知 170,000円

・地区大会本登録のお願い ガバナー 前田 茂

・第54回芸南学童水泳大会新記録トロフィープレー

ト作成依頼

・例会終了後、定例理事会を行います。

会 長 の 時 間

会長 佐々木 秀明

8月8日に竹原ロータリークラブ創立45周年記念事

業で津軽三味線 日本の唄まつりコンサートが行

われます。暑い日が続いておりますが皆様のご協

力お願いいたします。

幹事報告で地区補助金決定通知が有りましたが、

地区補助金に対する審査が非常に厳しくなってい

る中よく承認されたと思います。奉仕プロジェク

ト市川委員長、R財団･米山朝比奈委員長、大変ご

苦労様でした。贈呈式と卓話の日は理事会で決め

ますが9月中に予定しています。

8月は会員増強月間であります。前田ガバナーは

・地区目標で会員増強維持

・3年計画として継続的に実行し純増３％を目標と

する。

・各クラブ1名以上の純増を目標に掲げる。

としています。私はクラブ運営方針で活動目標は2

名以上を挙げております。経済不況下で入会には

大変厳しい時ですが土居会員増強委員長を中心に2

名以上の純増を目標に宜しくお願いいたします。

また会員増強は財政や奉仕活動推進の為に大きな

プラスになりますので会員全員が取り組んでくだ

さい宜しくお願いいたします。
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委 員 会 報 告

■津軽三味線公演 副委員長 市川重雄

8月8日(日)竹原市民館で行うクラブ創立45周年記

念事業津軽三味線井坂斗絲幸社中日本の唄まつり

コンサートについて、前日準備、当日のことにつ

いて詳細に説明されました。

■親睦活動委員会 委員長 吉本きよ子

8月26日(木)大久野島に於いて納涼例会を開催致し

ます。多数の参加をお願い致します。尚、出欠は

お早めにお知らせ願います。

誕生該当者会員卓話

わが事業は環境適応業

会員 佐藤守幸

先ほどは私共に誕生祝いをして

頂き 有難うございました。

私は、8月で78才となりました。

今日まで大病もせず 元気な体

で過させて頂いた事に感謝いた

しております。これからの一年

一年を大事にし乍ら 青春の気

持ちを忘れず 目標を持って過

して行きたいと思います。会員の皆さんに一層の

ご指導下さるようお願い申し上げます。

私は製造業に携わっておりますが常々環境適応業

であると思っております。

昭和8年に父が缶詰製造業を始めて以来、戦中戦後

の7年間仕事は中断しており父が復員して私が中学

2年生以来、高校、大学の春、夏、冬の休みは殆ど

缶詰工場で社員の皆さんと汗を出し乍ら働いてき

ました。

昭和30年入社し3年を経て25才の時、父が脳内出血

で倒れ爾来30年余、半身不随の生活を送ってきま

した。併し話す事が出来ましたのは不幸中の幸い

でした。爾来私は無我夢中で働き工場を倒産させ

ないよう努力してきました。昭和40年代半ば事業

も順調に推移した頃ふと思ったのは現状の仕事の

ままで将来社員にまともなサラリー又福利厚生面

も含めて酬いる事が出来るのかと常々思っており

ました。数年のときを経て私が40歳になった頃、

コーヒー飲料の仕事の話が得意先からあり今後の

事業として検討の末、昭和49年より飲料事業を始

めました。数年間は缶詰と併行して生産を行って

おりましたが飲料生産が急激に増加してきました

ので50年代半ばより飲料丈の生産と致しました。

生産も10数年間は順調に推移致しておりました。

平成7年頃、飲料生産がやや少なくなり始めた頃に

低アルコール飲料生産の免許を取得したら如何と

得意先からアドバイスを受け、早速、国税局に申

請をして数年間を経てやっと許可がおりました。

酒の製造免許は従来の酒造会社を大変保護されて

いる事を感じました。

平成12年3月に大手飲料販売会社より１枚のファッ

クスで4月より飲料の生産を中止するとの知らせが

届き、お先真暗な中にも今後の受注活動を続け、

毎年7000万～8000万の赤字を5年間続け乍らの厳し

い試練を受けました。

平成17年頃より大手のスーパーにＰＢのブームが

始まると同時に自社で開発した低アルコール飲料

を持って各社を訪れ、以来少しずつ受注を拡大し

て現在は大小合わせて38社と取引を行っています。

併し、過去の一社取引の苦い経験からリスクを分

散するため一社当りの受注数量を当社の生産の15

％以内にする事を目標に掲げ販売活動を行ってま

いりました。ようやく最近になって一社当りの生

産を15％以内とする事が出来ました。

私自身、昭和30年度から今日迄 経営に携わって50

有余年となります。昨年6月より愚息に経営をバト

ンタッチしましたが、まだ多くの借入金を残して

おります。借入金を0にするべく目標に向って今後

も財務面で後押しをしております。

いつの時代でも崖っぷちに立った気持ちで仕事を

してきましたので、その事を常々愚息に伝えてお

ります。これからも時代のニーズに合った製品を

作り続けたいと思っております。

理事会報告（８月）

■日 時 平成22年8月5日(木)

■場 所 大広苑

■出席者 11名

■議 題

①中川康子会員、吉田卓司会員へのお見舞いの件

承認

②2010年7月広島県・山口県大水害支援対応の件

募金箱回覧 一人1,000円以上 承認

③地区指導者育成セミナーの件 承認

出席者 会長,幹事,会員組織委員長,財団委員長

登録料 40,000円

④事務局盆休暇の件 承認

8月12日(木)～17日(火)

⑤プログラムの件 承認

・9月9日を職業奉仕委員会担当例会、3月10日を社

会奉仕委員会担当例会に変更する。

・地区補助金申請『ホスピス在宅で末期がん療養

をしている患者さんとその家族を支援する訪問

ボランティアを行う際、良質で迅速な情報提供

や情報交換をする為「広島ホスピスケアをすす

める会・竹原支部」に対しノートパソコンを寄

贈する。』承認。9月30日(木）パソコン贈呈式

を行う。

⑥津軽三味線の件 承認

出 席 報 告

総員 出席 欠席 メーク 免除 出席率

３７名 ２９名 ４名 ０名 ４名 ８８．８９％


