
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■会長の時間          会長 石田喜克君 

先週の夜間例会・図師直前会

長・山口前幹事の慰労会並びに、

新年度親睦会への多数のご参加

を頂き、また2次会にも10名以

上の参加を頂きましてありがと

うございました。 

今月は会員増強及び拡大月間

です。6月末で2名の退会者があり、48名でのスタート

となりました。まずは、2名の補充と来年 6月末には、

退会者無の純増 4％をクリアーしたく考えております。

55名に到達出来れば、幸いです。皆様のご協力をお願い

申し上げます。特に、会員増強・分類選考委員会の 3名

の方々への情報提供を宜しくお願い申し上げます。 

会員増強委員会には、来週例会時に卓話を頂くように

なっておりますので、大変楽しみにしております。 

話は変わりますが5月に米沢上杉 RCの50周年記念式

典に参加された方々へは、記念誌の配布があったみたい

です。配布限定ですので回覧をさせて頂きますので、当

クラブの後2年後の40周年の参考にして頂けましたら有

難く存じます。 

一昨日に、ホテルマリックスで VTTの会議が尾﨑ガバ

ナー補佐主導のもと開催されました。10月 10日（木）

の例会日に 5名のメンバーが高鍋～川单を視察研修され 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

るみたいです。5名のメンバーに高鍋 RCの例会に参加し

て頂くと交流が出来て宜しいかと考えております。 

理事会で審議させて頂きます。 

ＶＴＴメンバーリーダーは、カロリーン・ウルリヒさ

んで30歳のドイツ人女性です。他 4名は、27歳～37歳

までのドイツ人男性とのことでした。 

今月は、会員候補者のお話をしながら食事をとって頂

けましたら幸いです。喉に食べ物を詰まらせないように

して下さい。本日も、ロータリーを楽しみましょう。 

 

■幹事報告           幹事 岩切 洋君 

＜文書案内＞ 

＊規定審議会の決定事項の件 

＊「ロータリー情報冊子」の 

実費分譲終了案内 

＊薬物乱用防止対策講習会案内 

 日時 平成25年9月18日水 

     14：00～17：00 

 場所 ニューウェルシティー宮崎 

＊西都RCより8月の例会案内 

＊佐土原RCより8月の例会案内 

＜理事会報告＞ 

1.杉尾君の出席免除の件  承認 

2.プロジェクタースクリーン購入の件  承認 

3.パスト会長会開催の件  招集を会長に一任 承認 

4.ドイツＶＴＴ5名を10/10の例会にご招待  承認 

 

  

武 末  喜久治 

 

 

第 1798 回 平成 25 年 8 月 8 日プログラム 

 

 

 

 

 

 

2730地区ガバナー    大迫 三郎 

中部分区ガバナー補佐    尾﨑 敏弘 

第2730地区テーマ 

   『職業奉仕の実践』『感動』 

高鍋ロータリークラブテーマ 

   『みんなで力を合わせて行動を』 

8月の月間テーマ  

   会員増強及び拡大月間 

７．ＢＯＸ披露 

８．各委員会報告 

９．次週例会案内 

10．点   鐘 

11． 

 

１．点  鐘  

２．ロータリーソング  

  四つのテスト 

３．ビジター・ゲスト紹介  

４．会長の時間 

５．幹事報告 

６．出席報告 

 
本日の例会案内  

 ＊会員増強・拡大月間卓話―黒木敏之君 

 ＊血圧測定 

 

 

 

 

 

 

次週は休会 次々週例会案内；8月 22日（1799回） 

 ＊会員職業卓話―岩切君・福岡君 

 ＊プログラム委員会 

第 1797 回 例会内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



☆お誕生日おめでとう♪ 石田君、岡島君、長野君、坂田君 

 

■出席報告       出席委員長 野田俊一君 

出席状況 （8/1分） 

会  員  数 48名 

出 席 会 員 数 38名 

ホーム出席率 82.61％ 

前々回の修正出席率 82.98％ 

 

■ＢＯＸ披露    親睦活動副委員長 森本直樹君 

＜ニコニコ・財団・米山ＢＯＸ＞ 

石田喜克君 誕生日祝いありがとうございました。1年 

1年の重みを感じています。今日は次女の誕生日でし 

た。私は16日で～す。 

柴垣復生君 昨日もやりました。エージシュート 42/44 

 5回目になりました。次は6回目目指しガンバルゾー。 

井上博功君 年度初めに連続で欠席しました。ごめんな 

さい。 

橋口清和君 100％出席表彰のお返しとして。ありがとう 

ございました。 

岡島達雄君 誕生日のお祝いを頂き有難うございます。 

藤本範行君 出席 100％の表彰ありがとうございました。 

 前回の夜間例会では親睦委員の皆様に大変お世話にな 

りました。 

青木善明君 遅れましたが・・・100％出席表彰有難うご 

ざいました。今後も先輩方を目標に頑張っていきたい 

と思います。宜しくお願い致します。 

坂田師通君 誕生祝いのお返しとして。 

長野孝吉君 誕生日祝いのお礼として。今年で 73歳と 

なりました。 

 

■職業卓話                   武末喜久治君                            

今日は私の仕事である 

飲食業の現状と私自身の 

事を、お話させていただ 

きます。 

まず配布のプリントを 

ご覧下さい。外食産業総

合調査研究センターの

2012年外食産業市場規模推計値という資料です。外食産

業といってもこのように細分化されており、その市場は

約29兆円という規模です。私たちの飲食店はその中の営

業給食に分類され、12兆4686億円の市場です。居酒屋・

ビアホール・料亭・バー等は俗にいう飲み屋といわれる

もので 4兆6521億円の市場です。全国の飲食店の軒数は

約43万軒、飲み屋の軒数は35万軒と言われています。

（余談ですが10万人あたりの飲食店数の第１位は東京2

位大阪3位岐阜だそうで宮崎は 29位となっています。飲

み屋の同じく10万人あたりの軒数では 1位が沖縄、2位

がなんと宮崎です。２位は青森、東京は 4位となってい

ます。） 

 さてこの飲食業の実態をみてみますと飲食店・料飲業

を含む飲食業で17兆1207億の市場に対し73万軒で奪い

合うわけですから1店舗あたり2100万円の年商しかあり

ません。すなわち月商200万円に満たない事業所によっ

て構成されているということです。 

また 1店舗あたりの従業員 4人以下の事業所が 70％、

５～９人が18％10人以上になると8％になってしまいま

す。また個人経営が総店舗数の 60％をしめ、法人形態で

あっても資本金1000万円未満が４分の3をしめるなど中

小零細が多いのも私たちの業界の特徴です。 

 それでは大手飲食チェーン店はというと昨年の資料に

よれば上位 50社で 17兆 1200億円の売上で 20％をしめ

ております。このようにみてきますと大半はきわめて零

細で生業的、家業的事業所が多いのです。 

全国的にみると従業員4人以下の小規模飲食店の減り

方は著しく、まわりをみわたしてみると小さなうどん屋

に寿司屋、喫茶店がいつのまにか閉店してしまっている

ことに気づきます。 

 料理を作って提供する飲食業は一見簡卖そうにみえま

すがまず材料を仕入れて調理するのは製造業、売ること

は小売業でありこれに加え接客もてなしという要素があ

り、店によっては高い技術も要求され、見方によっては

あらゆる事業の要素を持っています。他業種から参入す

る人が飲食店の経営が抱える経営要素の多さ複雑さに、

いかに大変かきづくのに時間はかかりません。かくいう

私も40年前はそうでありました。自分や家族が生きるの

に餃子店を選んだわけですが、お客はこない売上は上が

らずこんなはずじゃなかったと何度も思いました。それ

でも辛抱して営業を続けて徐々にお客さんも増えそうこ

うするうちに10年が経ちました。その間宮崎市内に店を

出したり移動販売をしたりあれこれ試行錯誤の 10 年で

した。昭和56年たまたま中華の職人と知り合いいろんな

話をするうち中華料理店を出す事になりました。今木村

君の店の前にある宮崎カメラのあるところです。 

井上君に設計を頼み料理は友達になった職人とその友

人に応援にきてもらい、その年の秋にビッグチャイナと

いう店名でオープンしました。私は餃子屋と掛け持ちで

したが従業員に餃子屋をまかせパート数名とホール接客

を担当しました。井上君の斬新なデザインと調理人のお

かげで開店から満員で昼の営業から夜 10 時の閉店まで

客足が絶えることなく今おもえば若さでしょうか（32歳）

よく体力が持ったものだと思います。今もその職人とは

交流があり、後になって息子が帰郷し福岡の彼の店で修

行させてもらいました。 

４年間働いてくれたその職人の後にスカウトしてきた

料理人についてくれたのが、薬品会社をやめ手伝ってく

 
 

 

 

 

 



れることになったのが現在中国料理「樹々」を経営して

いる妻の弟の清水君です。清水君が独立して、そのうち

次男が帰郷し料理をやりたいというので、たまたま私の

店にいた料理人の兄さんが鹿児島の城山観光ホテルの料

理長をしていたのでそれを頼って研修させてもらったり、

当初の料理長だった人の店へやったりして料理をおぼえ

させました。また昼は私の店で夜は居酒屋で勉強しなん

とか基礎もできたのを機会に20年やってきた店を閉め、

たかなべギョーザ一本に絞りました。 

あれこれするうちに42年経ちました。今は次男を中心

に若いスタッフばかりで営業しています。 

小さくても繁盛店と言われる店はたくさんありますが

共通しているのは、お客を大事にする心を持ち、経営者

である自分も共に働く従業員たちも幸福にしたいという

明確な信念と目標を持った人が成功しているように思い

ます。また私もそういう経営者になりたいと思います。 

18 世紀後半フランスに料理店主という職業が登場し

たとき有名な作家が「ここに誠実で几帳面である限りは

ずれっこない一つの職業が誕生した」といったそうです

が、誠実であれば外れのないビジネスが飲食業だいえる

でしょう。 

 

■高鍋ローターアクト便り 

新世代・ローターアクト委員会 

               委員長 桑野倫夫君 

 ロータリーの会員の皆様、毎日暑い日が続いておりま

すがいかがお過ごしでしょうか。 

今後、できるだけアクトの事についてお知らせをして

まいりますのでご理解とご協力を宜しくお願いします。 

8 月に入り 5日に開催されました(第１月曜日)アクト

の例会に参加してまいりましたので報告を致します。 

ローターアクトの年間の活動計画の予定では、アクト

勉強会となっていましたが下記の議題についての話し合

いが行われました。 

 

（議題） 

① 例会の日時を変更するのか？ 

(現在は第1．3．月曜日のＰＭ7時30分) 

② 9月のアクトの日に今年は何をするのか？ 

(昨年は蚊口浜の清掃をした後にバーべキューをし

て皆で楽しんだ。) 

◎次回の例会までに皆で検討して決める。 

 

（報告事項） 

7月の14日（日曜日）にアクトのメンバーを中心に親

睦を目的としての日单の飫肥散策に行ってきたとの報告

がありました。天候にも恵まれ楽しい 1日を過ごしたそ

うです。（参加者は6名でした。） 

 

（今回の例会参加者） 

アクト 3名  （田中会長）（三原幹事）（新名さん） 

ロータリアン2名 （茂木君）（桑野君） 

   
ＳＡＡ 井上君      クラブ広報委員長 福岡君 

 

   
親睦委員 長濱君       出席委員長 野田君 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

＜メンバー紹介＞ 

平山英俊君 

１．職業    税理士 

２．家族    妻と4人の子供とその配偶者。 

        それに8人の孫、計18人のファミリー 

３．趣味    マージャン的歴６２年、今も現役。 

俳句はホトトギス派。 

４．座右の銘  「和を以って貴と為す」聖徳太子の言 

５．メッセージ ロータリーは死ぬまで一緒。 

        離縁することはないでしょう。 

野田俊一君 

１．職業    会社員（九州電力株式会社） 

２．家族    妻（福岡市）子供二人独立            

３．趣味    ゴルフ 

４．座右の銘  継続は力なり 

５．メッセージ この度出席委員長を仰せつかりました。 

        皆さん、例会への出席よろしくお願い 

いたします。 

＜情報の広場＞ 

 このコーナーでは、皆様の親睦に役立つ情報を常に募

集しています。 

＜クラブ会報委員会より＞ 

 武末喜久治君の卓話、興味深く拝聴させていただきま

した。ありがとうございました。 

 皆様、プロフィールの提出を宜しくお願いします。 

 

 

例会休会及び例会案内 

 8/15（木）お盆の為、特別休会 

8/22 (木）職業卓話―岩切君・福岡君  プログラム委員会 

8/29 (木) 外部卓話―元ＧＳＥメンバー稲森 愛様 


