
 
 

点鐘 
合唱       我等の生業 
ビジター紹介      
◎ 都 城       
戸高  敏幸  緒方  洵  岡崎  誠一 外山  勝 
徳留  芳照  寺尾  豊  前田   浩 高野 広美 

横山修一郎  江夏  昇  澤井 悦造  修行 本承 
東郷  研哉  岩本 八郎 江夏祥一郎 間  和彦 
飯山勘七郎  木脇 義紹       
◎ 都城北      
木脇 義貴 井福 利秋 原田 奏二 室田 張吉 
仮屋 文秋 桜井 邦博 島本 賢治 梅崎 裕一  
◎ 都城中央 
外薗 敏文 中尾  隆  鶴田 貞久 荒牧 康雄  
石井 芳満 橋詰 雅次 伊賀崎 繁 中村 武照 
                          各氏      

□会長の時間        小田 賢一 
みなさん、こんにちは。 

  本日の例会は職場訪問例会で、我がクラブの岡崎

会員のご配慮により、㈱岡崎鶏卵グループ本社の社

屋と新工場を見学させて頂くことになりました。 

  岡崎会長、岡崎誠一社長、大変お世話になります。

ありがとうございます。 

 会社の詳しい内容につきましてはのちほど伊藤専

務より、ご紹介があります。 

岡崎鶏卵は昭和３０年に創業され、一昨年満５０周

年記念と社長交代式をされました。今年で５２年間、

隆々発展して来られ、さらに第３代目の岡崎誠一社長

が、これから若い経営感覚で陣頭指揮をとられて、

ますますのご発展が期待される企業グループであ

ります。 

  本日は、社屋や新工場などハードの見学と同時

に、岡崎鶏卵がなぜ発展し続けるのかという経営ソ

フトの部分も学ばせて頂ければ幸いです。 

さてロータリーの職業奉仕月間にちなんで、「職業

奉仕の理念」とは何かと改めて確認しますと、自分

の職業を通じて地域社会に奉仕すること、仕事を通

じて良い商品をつくること、良いサービス、良い技術

を提供することとあります。 

 

  しかし、現実は自己中心的に自社だけの利益追求に

走るあまり、商品捏造や賞味期限のごまかしなどの事

件が後を絶ちません。 

  コンプライアンス（法令遵守）と言う言葉が、最近よく

使われますが、不正や違法をした企業が、事件の解決

に費やす時間と労力、精神的負担、経済的負担、そして

社会的信用失墜、などなどを考えると「職業奉仕の理

念」の重要性が増して来ると思います。   

ロータリーは、１００年余りにわたって公正な商い習慣

と高い職業倫理基準を掲げてきました。われわれロー

タリアンは、職業奉仕月間を機会に「職業奉仕の理念」

を改めて学び、誇りに思い、自覚を新たにして、田村ガ

バナーが言われているように発信していかねばなら

ないと思います。 

               会長の時間でした。

 

□幹事報告          小俵  武 
○ えびのＲＣ……例会休会 10/18（木） 特別休会

例会変更10/25（木）18:30-えびの市国際交流ｾﾝﾀｰ

○ ＧＳＥ歓迎会のため 

○ 小林ＲＣ……例会変更  

10/24（水）→10/23（火）18:30-ｶﾞｰﾃﾞﾝﾍﾞﾙｽﾞ小林 

          ＊３ｸﾗﾌﾞ合同ＧＳＥ歓迎会 

○ 日南ＲＣ……例会変更   10/24（水）12:30-お

び印刷  ＊職場訪問のため 

○ ガバナー……… 

「移動パネル展」について（第２回通信）  

 10/31締切 

     米山記念奨学会だより 

○ 地区財団………地区補助金申請について 

決定のお知らせ 

○ 地区大会………ｺﾞﾙﾌの組合せ表．宿泊確認書 

 
□クラブ報告事項 
＊ １１月定例理事会  10/31（水）18:30-ﾒｲﾝﾎﾃﾙ  

＊ 10/20.21（土日） 地区大会  延岡 

☆ 参加者へ交通の確認書配布 

＊ 献血協力…11/20（火）9:30-16:30 都城ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ 

☆都城北ＲＣの献血にご協力ください。 

週 報 第１５４６回  平成１９年 １０月１７日

    会長 小田 賢一 
    幹事 小俵  武 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
   

□  本 日のプログラム     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□出席報告 

会員数     6４名 

出免数      ５名 

出席数     46 名 

出席率     77.97％ 

前々回修正出席率 10/3 96.61％ 

前回修正出席率 10/10 86.44％ 

 

届出有 河村 甲斐 串間 永野 藤岡

福本 柳田 吉田努 吉元  

上田 久木野 吉田勉 脇丸 

ＭＵ有会員 

10/10 ｸﾗﾌﾞﾌｵｰﾗﾑ 

 

 

 

 

 

 

 

10/12  都城 

10/11  中央  

 

10/16  北 

 

棈松 大峯 小田 小坂 岡崎

鎌田博 河中 川元 木佐貫 

最勝寺 鮫島 四季 志摩  

高橋 高辺 土持  天水  

外山 内藤 中村七 中山  

萩原 平川 馬渡 三坂  

柳田 山浦 吉原 吉元 上田

久木野 久保  

なし 

藤岡 福永忍 岩下 岡崎  

上田 甲斐 

なし  

ＭＵ無会員 

10/3 

 

鬼束 中村静  

要ＭＵ会員 

10/10  

  

中村静 吉田勉 串間 福永忍

福本 栄福 鎌田継 福永直 

□委員会報告   なし 

□本日のプログラム    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     職業奉仕    三坂委員長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１９年前に職場訪問した時の写真 

□ＳＡＡ報告          鳥集 寿一 
◎ ニコニコ箱 
棈松 豊治…岡崎さんお世話になります 
鎌田 博文…岡崎さん職場訪問例会を有難うございます 
長友 喜信…腰痛治療のため６週間の賜暇休暇を頂きまし

た。お陰で元気になりました。会長・幹事・

クラブよりお見舞いを頂き有難うございまし

た 
河中  功…岡崎会長の御厚意に感謝して 
小田 賢一…岡崎鶏卵様、職場訪問をさせて頂き有難うご

ざいます 
小俵  武…岡崎鶏卵職場訪問有難うございます。 

新工場完成おめでとうございます。少  々
三坂 昭一…岡崎社長お世話になります。１９年前も訪問

しております。年を取りましたネ 
◎ 今後のプログラム 
１０／２４  地区大会報告 
１０／３１  ゲスト卓話 
１１／７   会員卓話…Ｒ財団担当 
１１／１４  会員卓話…国際奉仕担当 
 
 10／17 計 

ﾆｺﾆｺＢＯＸ 13,000 163,000
ｺﾞｰﾙﾄﾞ BOX 0 45,75

2
ﾛｰﾀﾘｰ財団 0 166,600
米山奨学会 0 324,00

0 
教育振興基金 0 158,00

0
＊竹と風の学校    33,916 

雑誌会報委員会 
志摩 誓啓 吉田  勉 鮫島 孝慶 馬渡 秀光 
甲斐 克彦       ロータリー事務局 制作 



 

 

 

 

 

 

 

                                   伊藤専務より商品説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

（財）米山記念奨学会 表彰制度【2007 年 7 月改訂】 ※特別寄付金の累計額が対象

● 個人の表彰  

 ・準米山功労者（対象者：累計額3万円）が復活します 

 ・累計額100万円未満は10万円ごとに感謝状、100万円以降は10万円ごとの感謝状 

  に加え、100万円ごとにピンバッジ（400万円以上はクリスタルの盾）が贈られます 

 ・累計額30万円の表彰品（盾）は廃止となります 

 ・累計額60万円以降、30万円ごとの表彰品（ネクタイピン／ブローチ）は廃止   

累計額 表彰名 表彰品 

3 万円 準米山功労者 なし 

10 万円 第 1 回 米山功労者  感謝状【青色】 

20 万円 第 2 回 米山功労者 マルチプル 感謝状【銅色】 

30 万円 第 3 回 米山功労者 マルチプル 感謝状【銅色】 

↓ ↓  〃 

60 万円 第 6 回 米山功労者 マルチプル 感謝状【銀色】 

70 万円 第 7 回 米山功労者 マルチプル  〃 

↓ ↓  〃 

100 万円 第 10 回 米山功労者 メジャードナー 感謝状【金色】＋ピンバッジ 

110 万円 第 11 回 米山功労者 メジャードナー 感謝状【金色】 

↓ ↓  〃 

200 万円 第 20 回 米山功労者 メジャードナー 感謝状【金色】＋ピンバッジ 

210 万円 第 21 回 米山功労者 メジャードナー 感謝状【金色】 

↓ ↓  〃 

300 万円 第 30 回 米山功労者 メジャードナー 感謝状【金色】＋ピンバッジ 

310 万円 第 31 回 米山功労者 メジャードナー 感謝状【金色】 

↓ ↓  〃 

400 万円 第 31 回 米山功労者 メジャードナー 感謝状【金色】＋クリスタルの盾 

400 万円 
以上 

10 万円ごとに表彰されます。 
10 万円ごとに感謝状、 
100 万円ごとにクリスタルの盾をお贈りいたし

ます。 
 

● 法人の表彰  

 ・準米山功労法人は、5万円以上35万円未満から、5万円以上50万円未満へと変更されます 

米山功労法人は、35万円毎の表彰ではなく、50万円の1回のみとします 

 
 


