第２４９２回例会
2022年05月12日(木)12:30
例会は新型コロナウイルス感染拡大防止対策の一環として、 対面例会の他、
YouTube配信とホームページ上での開催とし、 何れかの方法で出席をお願いします。
YouTube配信のURLは事務局よりご案内します。
こちらの例会報告をご覧いただき、 簡単な感想を 事務局 に送っていただくか、
YouTubeのコメント欄にコメントを残して下さい。

例会次第

点鐘
国歌静聴
ロータリーソング「奉仕の理想」静聴
四つのテスト読誦 職業奉仕委員会
誕生月お祝い
ロータリー財団寄付認証披露
会長時間
幹事報告
委員会報告
同好会報告
ニコニコ箱の時間
卓話
点鐘

誕生月会員お祝い

5月生まれの皆様
Choudhary Samar 会員
森 直基 会員
秋山 竜一 会員
中山 昌実 会員
おめでとうございます!
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ロータリー財団寄付認証披露

ポールハリス・フェロー
谷本 次郎 会員
小林 孝憲 会員
マルチプル・ポールハリス・フェロー
下前 嘉彦 会員
深川 泰志 会員
ロータリー財団へのご理解ご協力ありがとうございました。

会長時間

会長

杉町

孝 会員

皆さんこんにちは。
さて、 ゴールデンウィークもあっという間に過ぎ、 5月初めての例会となりました。
先般4月28日行われました、 第2710地区ロータリー奉仕デー in MAZDAスタジアム
には、 45RC・約200人のロータリアンが、 カープとEnd Polio Now
の真っ赤なコラボTシャツを着てマツダスタジアムに集結し、 9ケ所にてEnd Polio Now
とウクライナへの人道的支援金の募金活動や、 団扇やロータリークラブのPR冊子1万枚の配布活動を行い、
vsヤクルトスワローズ戦を観戦しました。
試合の途中ではオーロラビジョンにもPRされ大いに盛り上がりました。
参加して頂きました武部会員・松野会員・吉永幹事、 有難うございました。
また、 翌日の29日、 「14RC合同懇親ゴルフ大会」には土砂降りの雨の中、
多数のメンバーさんに参加していただき有難うございました。 スコア上位5人で競うクラブ対抗戦で3位となり、
ANAクラウンホテルで行われた懇親会で表彰されました。
ちなみにンバーは池久保会員・水野会員・赤木会員・川本会員・渡部会員でした。
また特別賞ではドラコン賞に小林直哉会員、 シニア賞で水野会員、 最年長完走賞として18ホ-ルを回られた原田会員が表彰されました。
受賞されました皆さん、 誠におめでとうございました。
明日13日には、 京都伏見RCの故・玉井公詞会員の「追悼例会」が行われます。
4月20日に亡くなられました当クラブの山本忠男名誉会員とは野球を通じ親睦を深め、
現在の「姉妹クラブ」にまで発展致しました。
また甲子園球場で行う「全国RC野球大会」も一緒に設立されたメンバーです。
「追悼例会」には今年度より全国RC野球大会代表コミッショナーとなられた中尾会員、
そして吉永幹事と私とで出席して参ります。
そして、 翌日の14日は「第37回全国RC野球大会」が開催され、
当クラブは第1試合の京都西RCと対戦する事となっております。
野球部の皆さん、 大いに楽しみ頑張ってきましょう。
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幹事報告

幹事

吉永

征史会員

《理事会報告》
●創立53周年記念例会会計報告が承認されました。
●年度最終例会(6月30日)を夜間例会に変更することが承認されました。
《お知らせ》
●次週5月19日(木)の例会は時間・会場ともに変更し、
16時30分より広島国際空港にて職場訪問例会を開催します。
詳しい案内は後ほど職業奉仕委員会の小林委員長よりご案内します。
《BOX配布物》
●ガバナー月信

委員会報告

クラブ総務委員会 池久保会員
会員総数 102名
リアル出席 80名
YouTube出席数 9名
職業奉仕委員会 小林孝憲委員長
●次週5月19日(木)16時30分より広島国際空港において職場訪問例会を開催します。
終了後にはフォレストヒルズガーデンで懇親会も開催します。
●当日、 バスにご乗車される方は15時20分にホテルグランヴィア広島東側玄関口にお集まりください。

同好会報告
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野球同好会 倉本会員
●5月14日(土)に甲子園において全国RC野球大会が開催され、
当クラブは第1試合で京都西RCとの対戦となります。 着用ユニホームにご注意ください。
ゴルフ同好会 松野会員
●4月23日 芸南CC
3位 原田会員
準優勝 西開地会員
優勝 秋山会員
ベスグロ 赤木会員
●4月29日 広島CC 西条コース
3位 丸本会員
準優勝 池久保会員
優勝 水野会員
ベスグロ 丸本会員・川本会員
●4月29日 広島14RC合同懇親ゴルフ大会成績
個人戦A組
久保豊年 会員 第10位
水野 勝 会員 第3位
個人戦B組
池久保典也 会員 第6位
水野 勝 会員 シニア賞
原田義弘 会員 最年長完走賞
小林直哉 会員 ドラコン賞(OUTスタート)
団体戦3位

ニコニコ箱の時間

大賀&吉田

【会員出宝】
杉町会員、 山内会員、 吉永会員、 宮本会員、 中川良浩会員より
皆様GWはいかがお過ごしでしたか?コロナの感染者数もまた増加していますが、
対面例会を続けられるよう感染防止に努めてまいりますので引き続きご協力をお願いします。
安藤会員本日の卓話よろしくお願いします。
福永会員、 三宅会員、 濵本会員、 古田会員、 西開地会員、 石原会員、 榎会員、 岩本会員、 野口会員、
倉本会員、 佐伯会員、 安藤会員より
先月24日の創立53周年記念例会及び懇親会にご出席くださりありがとうございました。
久しぶりのご夫人同伴ということで、 会場も華やぎ盛大に53周年を祝うことが出来ました。
6月30日の最終例会が親睦委員会最後の職務となりますが、
会員の皆様の親睦が一層高まるように設営して参りますのでよろしくお願いいたします。 親睦委員会より
安藤会員より
本日、 新会員卓話をさせていただきます。 よろしくお願いします。
東会員・合田会員より
安藤さん、 本日の新会員卓話楽しみにしています。
ガバナー月信の新会員紹介の写真は誰かわかりませんでした(笑)
深川会員より
この度、 変形性股関節症の手術から生還してきた深川です。 今、 私の左足には人工関節が挿入されております。
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術後はとても快調で今にも走れそうな具合です。 しかしながら、
もう片方の右足も骨盤に当たっている骨が擦れてきており、 7月に手術が決まりました。
入院は約1か月で例会にはWeb参加となりますが、 両足人造人間として元気に復帰しますので、
よろしくお願いいたします。
久永会員より (2枚)
創立53周年祈念例会では永年在籍と米寿のお祝いをして頂き、 有難うございました。
これからも元気でやりたいと思いますので、 よろしくお願いいたします。
水野会員より (3位)
4/29、 14RC合同懇親ゴルフ大会ではA組3位、 また同時開催の多打喜会では優勝することが出来ました。
久保豊年会員より
広島14RC合同懇親ゴルフ大会にはA組10位の飛び賞を頂きました。 皆さん、 雨の中お疲れ様でした。
中山会員より
誕生日のお祝いありがとうございます。 誕生日を迎えるのもあまりうれしくない年になってきました。
森会員より
誕生日のお祝いありがとうございます。
倉本会員より
先日、 妻の誕生日に花を頂戴いたしました。 妻は大変喜んでおりました。 ありがとうございます。 今後とも、
よろしくお願いいたします。
桑原会員より
今年も妻の誕生日に、 素敵なお花が届きました! ありがとうございます!
島本会員より (大枚)
GWに、 石鎚山を二日かけて縦走しました。 百名山一座目です。 これから、
百名山を初登頂するごとにニコニコに入れたいと思います。
赤木会員より (大枚×3)
5/1・8に柳井CCで行われたキャプテン杯で優勝いたしました。 3ラウンドで10バーディ、 ネット8アンダー、
2位と12打差でした。 合わせて30なので30,000円をニコニコ箱に入れます。
中山会員・岡部会員・丸本会員・小林孝憲会員・小林直哉会員より
三保さん、 広島空港ビル内に4月27日にオイスターファームをオープンされましたこと、
おめでとうございます。 益々のご発展を祈念申し上げます。
杉町会員より
小林直哉さん、 この度の「鮨・酒・肴 杉玉 うらぶくろ店」開店の運び、 誠におめでとうございます。
益々のご発展を祈念申し上げます。

卓話時間

『新会員自己紹介』 安藤正裕 会員
本日は、 貴重な例会の時間をいただきましてありがとうございます。
今回は自己紹介ということでいろいろとお話させていただきます。
私の大学の後輩が私に整骨院のチェーン展開に興味ないですか、 と誘いがありました。
最初は東京に後輩の知り合いの整骨院をチェーン展開している会社からコンサルタントを受けながらいろいろ準備
をしてましたが
、
その道中で介護施設と整骨院を併設したら相乗効果が出てよいのではないかと提案があり両方を一緒の場所に開業
することになりました。
十数年前のその当時、 私どもの整骨院の開業の年にたまたまかわからないですが、
整骨院が不正請求で挙げられる事件が多発したこともあり、
介護施設の方をチェーン展開しようと方向転換しました。
そこから一年に一店舗開業しようと頑張って三年四年五年となりました。
儲けが出たら出店で利益はほとんど残さず役員報酬のないままギリギリでやっていました。
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店舗さえ出店できればいずれ儲けは出ると思っていました。 が、 またも試練が。 。 。
社会保障費の減額です。
介護施設を開業して毎年四月に請求額を数%減らされ続けました。 開業から五年で
、 結局当初考えていたビジネスモデルの収支から約15%前後減額された感じになりました。
スタッフにはなんの落ち度もなく、 しっかりビジネスモデルを作り経営していたのに、
スタッフのボーナスや私の役員報酬などあてにしていた利益が全部吹き飛んだ形になりました。
がしかし、 そんな時こそやる気がわいてきた私は、 スタッフとのヒヤリングを重ねて一つの結論に達しました。
要はリピートを増やし、 今の人件費で今よりも稼働率を増やせば売り上げがあがり利益は出る。
そのためにはスタッフの改革だなと思いました。
本来なら利用者様に喜んでいただく施設作りを目指すのですが、 当社それは二番目として
まずはその利用者様を受け入れる スタッフの心の充実、 生活の充実、 職場の充実を図ろうと考え、
いろいろ取り組んでいると少しずつリピートが増えてコロナもありましたがあまり売り上げも減らずに今日まで来
ております。
なぜスタッフ充実を図ろうと思ったかと言いますと、 幸せのスパイラル作ろうと考えました。
スタッフが笑顔⇒利用者様が笑顔⇒楽しいからリピートする⇒売り上げが上がる⇒利益が出る⇒スタッフの給料が
増える⇒またスタッフが笑顔で頑張る⇒どんどん会社に利益が残る⇒地域貢献をする⇒スタッフは誇りを持つ⇒介
護業の地位向上につながる⇒介護スタッフになりたい方が増える⇒介護スタッフ不足を克服!
私は処遇改善したから介護スタッフが増えるとは絶対にありえないと思っております。
まずは会社なり福祉法人なりがチェンジして介護スタッフの給料と給料以外の地位向上が
ないと絶対に増えないと考えてます。
そこでもっともっと私自身もチェンジしないとだめだと思いました。
そこにいつもにこやかな合田会員と出会ってロータリーのお誘いをうけました。
なんでも経験だなと思って、 東会員と合田会員の推薦を受けてこの度入会することになりました。
入会時に心得などいろいろ説明を聞いてると私が思い描いてたものがここにはあるなと思いました。
今は入会して良かったなと思うばかりです。
ここにおられる諸先輩方の指導を受けて立派な経営者になりたいと思います。
東会員、 合田会員におかれましては私のようなものを推薦していただいて本当にありがとうございました。
本当に出会いに感謝します。
本日は貴重な時間をいただきましてありがとうございました。
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