
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■会長の時間          会長 石田喜克君 

みなさま、こんにちは。

昨日の、甲子園球場の延岡

学園高校野球部の準決勝戦

をテレビ観戦された方は、

素晴らしい感動を得られた

ものと推測いたします。宮

崎県初の決勝戦進出ですが、

先程からプレーボールしており試合状況が気になって仕

方ありません。例会終了後は、ゆっくりと応援をして下

さい。鵬翔高校サッカー部に続く優勝を是非成し遂げて

頂きたいと思います。昨日の夜は、宮崎市内で会合があ

り、久しぶりに『号外』なるものを入手できました。今

日の新聞に記載されておりましたが、３万数千部を瞬時

に印刷、配布される宮崎日日新聞社さんの対応にビック

リした次第です。発刊するか、否かのギリギリのタイミ

ングが生命線でしょう？私も判断を問われる経営者の一

人として、そういうところを勉強していかなければと考

えさせられました。甲子園球場の猛暑の中での全員野球

が一戦一戦強固になり、素晴らしいチームワークで故障

者がでればカバーし合う姿を見ていると見習わなければ

いけない事が多々ありました。本年度スローガンに掲げ

ております『一人はみんなの為に、みんなは一人の為に』 

を延岡学園球児たちが実証してくれております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高鍋ロータリークラブもチームワークを更に磨きをか

けて目標達成をしたいと思いますので、みなさまのご協

力・ご指導をお願い申し上げます。 

最後になりましたが、未来の夢計画の助成金が入金に

なりました。１０月以降に実行計画に基づき、対処させ

て頂きますのでご協力をお願い致します。 

本日も、ロータリーを楽しみましょう。 

 

■幹事報告 ＜文書案内＞   幹事 岩切 洋君 

＊9月のロータリーレート 

 1ドル＝100円 

＊恒久基金/大口寄付アンケート 

＊平成25年度赤い羽根共同 

募金運動による助成金要望 

事業審査会資料配布の件 

＊ロータリー米山記念奨学会よ 

り普通寄付金：申告用領収証申請、受付開始について 

＊ドイツＶＴＴ受入に関するスケジュール打合せ会 

  日時 平成25年9月3日（火）18：30～ 

  場所 宮崎市民プラザオルブライトホール 

＊西都ＲＣ 9月例会案内 

＊佐土原ＲＣ 9月例会案内 

＜臨時理事会報告＞ 

1.1800回記念例会の件 

紅白饅頭を長谷川だんごへ注文  承認 

2.100％出席例会日  下記日程 2回実施予定  承認 

1810回例会（11/7） 1830回例会（4/10） 

 

  

武 末  喜久治 

 

 

第 1800 回 平成 25 年 8 月 29 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．会員卓話 

10．次週例会案内 

11．点   鐘 

 

１．点  鐘  

２．ロータリーソング  

   日も風も星も 

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  （1800回記念例会＝紅白饅頭） 

＊外部卓話―石井十次顕彰会（財）税田格十様 

 ＊100万ドル 

 

 

 

 

 

次週例会案内；9月 5日（1801回） 

 ＊月初めのセレモニー    ＊米山ランチ 

  ＊会員職業卓話―井上君  ＊理事会 

第 1799 回 例会内容 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



■出席報告       出席委員長 野田俊一君 

 出席状況         

会  員  数 48名 

出 席 会 員 数 39名 

ホーム出席率 81.25％ 

前々回修正出席率 86.96％ 

 

 

■ＢＯＸ披露     親睦活動委員長 木浦亨英君 

＜ニコニコ・財団・米山ＢＯＸ＞ 

石田喜克君 延岡学園高校野 

球部の初の決勝進出おめで 

とうございます。あと一時 

間後位に優勝の二文字を宮 

崎に！ 

中武泰一郎君 地区の財団委 

員会に出席できず、代理出席して頂きました岩切幹事 

には大変ご迷惑をおかけ致しました。 

河野修君 誕生祝いのお返しとして。 

山口項一君 延岡学園の優勝を願って。 

 

☆会員職業卓話           岩切 洋君 

今年で51歳になります 

髙鍋生まれ髙鍋育ちの髙鍋 

人です。地元西小、西中学 

校、高校は野添会員大先輩 

の日向工業高校、大学は大 

分県の日本文理大学（旧大 

分工業大学）を卒業後、東

京の建設会社で約3年間現場監督をしておりました。 

そんな折、祖父が亡くなり葬儀で帰省した際、父親か

ら帰って来いとの話があり帰郷する事となり、実家の会

社に勤務する事になりました。と同時期に学生の頃から

付き合っていた今のかみさんと結婚したのが今から 25

年前の事です。 

こちら帰って来てからは主に官庁工事や事業系の現場

の監督をやりながら建築士の資格取得に励んでおりまし

たが、学生時代のツケがまわって結局取得まで 7年の月

日が掛かった次第です。（汗） 

13年前の平成12年会社設立40周年と同時に先代より

社の代表を引き継ぎました。この間、息子一人娘二人を

授かりまして、今年長女も結婚する事になりました。息

子は大学在学中で次女はまだ小学 5年生で、私自身、微

力ながら今年西小学校のPTA会長を拝命させて頂いてお

ります。 

会社事業の沿革としまして、昭和 35年に先代が岩切建

設として営業を開始、昭和44年に建設業知事登録、昭和

51年有限会社設立をしております。平成 3年7月に株式

会社に組織変更し現在に至っております。現在私を含め

正社員 22名とパート１名で営業しております。 

元々は祖父の時代から大工をはじめ父親が中学卒業後

祖父の下で丁稚として大工になり、会社として立ち上げ

たのは先代である父でした。建設業も景気のいい時代も

ありました。ただ、全国の統計を見ますと、平成12年ピ

ークの 600,980業者から平成 25年 469,900業者となり

131,080 業者が何らかのカタチで廃業倒産されておりま

す。県内においても平成12年6,448業者から今年3月現

在で4,622業者に減り、28,3％のマイナスで全国的に見

ても減尐のベスト10にランクされております。それだけ

厳しい時代になりました。 

弊社年間受注の割合としましては、木造注文住宅30％、

セブンイレブン 30％、リフォーム 20％、事業系 20％で

ここ数年推移しておりますが、県の工事を始めとする官

公庁の工事はここ数年受注出来てない状況です。そんな

中で何とか地場の工務店としてやってこれたのも先代が

築いた民間メインのスタンスと信用のおかげだと思って

おります。 

弊社では毎年,年末にみんなで翌年取得する資格を決

め、各自それに向けて頑張るようにしています。資格の

難易度は様々ですが、仕事に活用できる資格であれば当

然資格手当も付きますのでスキルアップ、また仕事のモ

チベーションも上がってくると思い取り組んでいます。 

また、弊社ではお客様感謝祭として毎年2月に会社にて

祭りを開催させて頂いております。この祭りもお陰様で

今年の 2 月で丸 10 年を迎えることが出来、毎回来場者

800名を越えるお祭りになり、最近では 2月間近になる 

と「今年は祭りはいつね?」と聞かれる事もあり、祭りを

段取りするほうもやりがいが出てきます。祭りを続ける

事で祭りを通して会社を身近に感じて頂き、最終的には

仕事につながっていければと思っております。 

何事も継続していく大切さ、「継続は力なり」でやっ

ております。 

 

☆会員職業卓話           福岡直樹君 

 学生の頃は、学校の先生に

なりたいなと思っていました

けど、全然勉強をしませんで

したのでそうそうにあきらめ、 

家業の花屋になる事を決めま

した。高鍋高校を卒業して、

東京フローリスト養成学校に

入り、その紹介で、(株)丸コシという花屋にアルバイト

時給500円で入社し、赤坂プリンスホテルに配属になり

ました。残業が毎月150時間以上あり、そこで根性がつ

いたように思います。朝6時前に週3回出社し、レスト

ランのお花を変えるのですが、ウェートレスのお姉様方

が、ケーキ、ミルク、ソーセージなどを残していてくれ

て、又、先輩が朝食と弁当を買ってきてくれましたので、

朝から3食、これが今の体格を作ったようです。 

 専門学校へなかなかいけませんでしたので、1 年半で

退職し、学校で知り合った方が花屋を始めるということ

なので、安い給料で半年手伝い、お金がなくなってきた

のでマネキンクラブに所属し、小田急で 8ヶ月干物を売

っていました。22才の時、地元に帰って、福岡生花店に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



入社、10年くらいは毎年 10,000,000万ぐらいずつ売り

上げが伸びましたが、その後、12～13年は横ばい、5年

くらい前から尐しずつ減尐している状態です。前は仕事

に追われる毎日でしたが、今は、在庫管理など売上が落

ちている分、しっかり勉強するようになりました。 

景気が回復して、また、お花がいっぱい売れるように

なれば良いと考えます。 

 

■委員会報告 

 平成25年度赤い羽根共同募金街頭募金活動予定 

 日時 平成25年10月22日(火) 

      15：00 ホテル泉屋ロビー集合 

      15：00～17：00 活動時間 

 予定店舗 マックスバリュー高鍋店・ジョイアス 

 

 

 9月の例会案内  

 

  9/5 （1801回）月初めのセレモニー・米山ランチ 

         会員職業卓話―井上博功君・理事会 

  9/12（1802回）新世代月間卓話―桑野倫夫君 

         血圧測定・プログラム委員会 

  9/19（1803回）夜間例会・観月会（十五夜） 

  9/26（1804回）外部卓話―高鍋警察署・100万ドル 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

＜メンバー紹介＞ 

尾﨑敏弘君 

１．職業     なし（元タバコ屋） 

２．家族     妻が１人 

３．趣味     ボンヤリしていること 

４．座右の銘   事にあたっては誠心誠意 

５．メッセージ  仲良くしましょう。 

             

木浦亨英君 

１．職業     米穀卸・販売 

２．家族     妻、子供（３人）、父、母、祖母            

３．趣味     ゴルフ 

４．座右の銘   務めても なほ務めても 務めても 

務め足らぬは務めなりけり 

５．メッセージ   

          

＜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＞ 

 岩切洋君と福岡直樹君の卓話、お二人の素晴らしい御

人柄を垣間見ることができました。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。 

 

 

 

    
  副ＳＡＡ 青木君        尾﨑敏弘ガバナー補佐 

 

 

         

 

新「ロータリーの目的」 

  ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎と 

して奉仕の理念を奨励し、これを育むことにある。 

  具体的には、次の各頄を奨励することにある： 

第1.知り合いを広めることによって奉仕の機会と 

 すること； 

第2.職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事は 

 すべて価値あるものと認識し、社会に奉仕する 

 機会としてロータリアン各自の職業を高潔な 

 ものにすること； 

第3.ロータリアン一人一人が、個人として、また 

  事業および社会生活において、日々、奉仕の 

 理念を実践すること； 

第4.奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネット 

  ワークを通じて、国際理解、親善、平和を推進 

 すること 

付記 

 「ロータリーの目的」の4つの頄目は、等しく 

重要な意味を持ち、また同時に行動を起こさなけ 

ればならないものであるということで、RI理事会 

の意見が一致した。（ロータリー章典 26.020） 

 
 

 

 

四つのテスト  

    言行はこれに照らしてから 

     １、真実かどうか 

     ２、みんなに公平か 

     ３、好意と友情を深めるか 

     ４、みんなのためになるかどうか 

 

 

 


