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■会長の時間         会長 福岡 直樹君 

 先だってのＩＭお疲れ様

でした。大成功でした。 

 小さいミスは幾つかあった

とは思いますが、何とか無事に

終了することができました。坂

田実行委員長はじめ、木浦幹

事、各委員長、会員の皆様方本

当にありがとうございました。 

 二次会も大変盛り上がり高

橋君が日頃どれだけのプレッ

シャーの中でお仕事をされているのかを、垣間見る瞬間

がありました。 

 25日は、佐土原ロータリークラブ創立 30周年記念式典

です。参加されるメンバーは宜しくお願い致します。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■幹報告＜文書案内＞      幹事 木浦亨英君 

＊中部分区会長幹事会のご案内 

 日時 2018年4月3日（火） 

     18：30～ 

 場所 ホテルマリックス 

＊宮崎県薬物乱用防止指導員 

 の就任について（依頼） 

 平成30年2月から2年間 

 

  

 

■会員卓話             板垣 衛 君          

まず、先週のＩＭ開催に

奔走いただいた会長、実行

委員長ほかの方々に感謝申

し上げます。私の想像を超

える参加と皆さんとの親密

な関係に驚きました。 

さて、今日は執行猶予中

だった会員卓話の執行日と

なりましたが、長い時間を

お話しする材料を用意して

おりませんので早く終わった場合はご容赦ください。 

高鍋信用金の経営理念と取組について 

 前々回の例会で、会長からロータリークラブの奉仕理
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高鍋ロータリークラブテーマ『エンジョイ』 

第 2730地区ガバナー   押川 弘已 

中部分区ガバナー補佐   久寿米木 和夫 

RIテーマ 『ロータリー：変化をもたらす』 

地区テーマ『ロータリーを知り理解を深めよう』 

 

3月の月間テーマ  

  水と衛生月間  

７．月初めのセレモニー  

８．ＢＯＸ披露 

９．委員会報告 

10．ＩＭ報告・会員卓話   

11．次週例会案内 

12. 点  鐘  

 

  

 

   

１．点  鐘  

２．ロータリーソング  

  君が代・奉仕の理想 

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   ＊米山ランチ 

＊月初めのセレモニー 

 ＊ＩＭ報告―坂田君   ＊会員卓話―川上君     

＊雑誌紹介       ＊理事会 

 

   

 

 

 

 

   

      

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

次週例会案内；3月 8日（2012回） 

 ＊血圧測定 

＊米山奨学生奨学金授与＆卓話―千 民宇君 

 ＊プログラム委員長 

 

        第 2010回 例会内容（2/22） 

 

 

 

 

 

 



念について、その一つである「他人のことを思い遣り、他

人のために尽くす」人道的奉仕についてのお話がありま

した。そのお話を聴きながら、我が身を振り返ってみまし

た。ここだけの話にしておいていただきたいのですが、最

も身近な他人、我が家の中央に鎮座し、矢継ぎ早にお願い

（実質的には指示なのですが）を繰り返す家内のことで

す。私と家内の関係では、私は何の報酬も求めない、究極

の奉仕者ではないかとひとり思い至り、ロータリーの奉

仕の理念を純粋に体現しているのではないかと思ったと

ころでした。 

 本日は、信用金庫の経営理念と私の属する「たかしん」

の経営理念とそれらに根ざした取組みについて、周知の

ことではありますが、少しだけ紹介させていただきます。 

 信用金庫は、中小企業や地域住民のための協同組織に

よる地域金融機関です。協同組合は、相互扶助を基本理念

としており、会員や利用者並びに地域のニーズにお応え

することを経営の基本においています。信用金庫はその 

社会的使命・役割の達成に向けて、3つのビジョンを掲げ

ています。 そして、高鍋信用金庫では 

「たかしん」の経営理念として 

金融仲介機能の発揮および非金融サービスの提供等を

通じて、地域やお客様の発展・成長に寄与し、その結果と

して安定的収益を確保する「好循環型サイクル」の実現を

目指す。としています。 

これは、ロータリークラブの職業奉仕の理念にもつなが

るものではないかと考えております。次に、地域や事業所

の皆さんにどんなお手伝いができるのかと考えた中での

取組みを四つほど紹介させていただきます。 

一つ目は、「縁musubi」という取組みです。これは、企

業紹介ガイドブックとこれを電子化した電子書籍とから

成っています。電子ブックには、たかしんホームページと

「miyazaki  ebooks」の双方からアクセスできます。これ

は無料提供しています。 

二つ目は、たかしんが事務局となって、宮崎県信用金庫

協会が主催し、「みやざきの宝発掘 創造 プロジェクト」

を開催しました。今年度は昨年度に続き2回目の開催で、

グランプリ審査会を含むセミナーを 4 回開催し、延べで

300人の参加がありました。商談会には 27社のバイヤー

35社（うち当金庫取引先 20社）の県内信金の取引先の参

加があり、のべ商談件数 171件、49件の成約があり進行

中の物もあります。物産市には47業者（うち24社がたか

しんの取引先）が参加し、1日で12,290人の来場があり、

481万円を売上げました。十分ではないものの初回に比べ

一定の成果はみられたのではないかと考えています。 

三つめは、高鍋デザインプロジェクト「まんぷく

TAKANABE」に対するお手伝いに取組んでいます。これは、

高鍋町、町内事業者、県内デザイナー、高鍋信用金庫の連

携事業で、宮崎県工業技術センター、日本デザイン振興会、

信用中央金庫がバックアップしており、九州初の取組で

す。たかしんは信用中央金庫に係る費用とプロジェクト

のお手伝いに職員を参加させています。 

四つ目は、「たかしん5」による連携です。当金庫を含

む全国の 5つの「たかしん」は、相互に地域の活性化を図

るべく包括連携協定を平成 28年 5月 27日（金）に締結

しました。他の連携金庫は次の 4金庫です。 

 高崎信用金庫（本店：群馬県高崎市） 

 高松信用金庫（本店：香川県高松市） 

 高岡信用金庫（本店：富山県高岡市） 

 高山信用金庫（本店：岐阜県高山市） 

 全国の5つ「たかしん」が広域の連携協定を締結し、地

域間交流により地域の活性化や地方創生に資する事業を

共同で実施することにより、これまで以上に付加価値の

高い金融サービスをお客様に提供することを目的として

います。連携協力項目は、7つの項目にわたります。 

（1） 大規模災害発生時の相互協力協定締結 

（2） 共同キャンペーンの実施 

（3） 経営者・若手後継者等の人的交流 

（4） グルメ博・ビジネスマッチング等の共同開催 

（5） 各信用金庫エリアへの団体旅行実施 

（6） 職員の相互交流 

（7） キャンペーン時の粗品、懸賞品の共同開発 

共同キャンペーン、粗品、懸賞金の各地の特産品の利用、

年金旅行の相互訪問、職員の相互交流はすでに実施して

おり今後も継続していくこととしています。年金旅行で

は当地から昨年度は高山市へ 40人、今年度高山市へ40人

訪問しています。当地へは昨年度高山市から二班80人の

旅行を受け入れ、花守山に案内しています。今年度は高岡

から見える予定でしたが台風のため流れてしまいました。 

 「たかしん5」ではありませんが、1年前には福岡から

永年交流のある福岡ひびき信用金庫のお客様80人がソフ

トバンクキャンプの観戦ツアーで高鍋を訪問され、昼食

をとってもらいました。また、個人的には、地域経済活性

化のために、毎週末、夜の町内外を徘徊しています。ここ

にもいろんな所で出くわす方がいらっしゃいますが。 

 以上のとおり、地域と地域の事業者、そこに暮らす方々

を支援することにより、私たちも安定した収益が確保で

き、更に支援が広げられるように頑張りたいと考えてい

ます。しかしながら、いろんなところで行われている連携

協定や物産市、ビジネスマッチングなどが、新聞紙上に取

り上げられるほどには簡単に実効性のあるものにはなら

ないと感じています。ついては、継続して取り組むことが

大切だと考えますので、ここにいらっしゃる方々の「たか

しん」に対するご支援を宜しくお願い致します。 

手前味噌の話ばかりでしたが以上で卓話を終わります。  

 

 

■ＢＯＸ披露      親睦活動委員長 岩切 洋 君 

＜ニコニコ・財団・米山ＢＯＸ＞ 

【福岡直樹君】ＩＭはお疲れれ様 

でした。ご協力いただき感謝 

申し上げます。 

【木浦亨英君】先週のＩＭ、皆様 

大変お疲れ様でした。お陰様 

で無事に終えることが出来 

ました。 

【岩切 洋君】先日のＩＭお疲れ 

様でした。翌日は弊社の感謝祭にご来場、ご協力頂き 

ました会員の皆様に感謝いたします。 

 



【藤本範行君】5日間の関西の旅。神戸・大阪・京都・奈 

良の斑鳩当を巡り京都近代美術館ではゴッホ展を楽 

しんできました。 

【板垣 衛君】ＩＭ開催に当たり実効委員長をはじめ 

  奔走いただいた方々に感謝申し上げます。 

 

■出席報告       出席副委員長 長野孝吉君 

 

出席報告（2/22）       

正 会 員 総 数 46名 

出 席 会 員 数 34名 

ホーム出席率 73.91％ 

修正出席率 82.61％ 

 

 

 

       

 ３月の例会案内 

3/1  2011回  月初めのセレモニー  米山ランチ 

         ＩＭ報告、 会員卓話、雑誌紹介 

         理事会 

3/8  2012回  血圧測定 

米山奨学生奨学金授与＆卓話 

         プログラム委員会 

3/15 2013回  会員卓話 

3/22 2014回  会員卓話  100万㌦ 

3/29  休会   特別休会  

         

  

     

 

炉辺会合のお知らせ 

日時  平成 30年 3月 15日（木）19時～ 

場所  春爛漫 

会費  3,500円 

                    親睦活動委員会 

 

 

 

 

 

    ピアノ演奏  森幸子さん 

 

 

 

「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、次の各項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。 

  

 

『メ－クアップしましょう』  

県内近隣クラブメ－クアップ会場 

出席委員会 

月 

宮崎南 宮崎観光ホテル西館8階 

宮崎東 ニューウェルシティー宮崎 

延岡東 ガーデンベルｽﾞ延岡 

火 

日向東 はまぐり荘 

宮崎 宮崎観光ホテル 

西都 あかのや 

都城北 都城ロイヤルホテル 

水 

日向中央 はまぐり荘 

延岡 ホテルメリージュ延岡 

宮崎北 ホテルマリックス 

都城西 ホテル中山荘 

佐土原 ワールドコンペンションセンターサミット 

木 
宮崎中央 ワールドコンペンションセンターサミット 

都城中央 都城大丸 

金 
宮崎西 宮崎観光ホテル 

都城 メインホテルナカムラ 

 

     

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 

 

   

 


