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前回例会報告
第２４１３回例会

２０１９年１０月３日（木） １２：３０～

【例会プログラム】

国歌斉唱

ロータリーソング ｢奉仕の理想｣

四つのテスト唱和 職業奉仕委員会

来客紹介 親睦委員会

会長時間 会長  粟屋充博

幹事報告

委員会報告

ニコニコ箱の時間

卓話時間

『誕生月会員スピーチ』

『セブでのビジネス展開で勉強させてもらったこと』

宮本 伸久 会員

左から、小林孝憲会員・上田会員・小林直哉会員・久永会員・河本会員・粟屋会長

おめでとうございます！ （欠席：堤会員・岡崎会員）

皆さん､今日は。お客様に於かれましては､ようこそ当ｸﾗﾌﾞにお越し下さいました｡どうぞごゆ

っくりお過ごし下さい｡

先週は､２６日(木)の例会が「お月見夜間例会」､翌日２７日(金)は京都で京都伏見ＲＣ

との姉妹ｸﾗﾌﾞ提携継続調印式､一日置いて２９日（日）がｻﾆｰﾋﾟｱ・ﾃﾞｲ･ｷｬﾝﾌﾟで､行事

が目白押しの一週間でしたが､行事を担当頂いた親睦委員会､姉妹ｸﾗﾌﾞ友好特別委員

会､社会奉仕委員会の皆さんのお陰を持ちまして､各行事共に無事楽しく終了することが

出来ました。各委員会の常任委員長､委員長さん始め､委員会ﾒﾝﾊﾞｰの皆さんと各行事

に参加頂いた皆さんにお礼を申し上げます｡ありがとうございました｡

｢お月見夜間例会｣での古今亭菊丸師匠の落語「片棒」は初めて聴かせて頂いた演目で

したが､最後のｵﾁの「心配するな｡片棒は俺が担いでやる｡」で思わず吹き出し､京都での

ｴｸｽｶｰｼｮﾝでは､京都御所の広さと迎賓館の造りや装飾に圧倒され､ｻﾆｰﾋﾟｱ･ﾃﾞｲ･ｷｬﾝ

ﾌﾟでは子供たちの笑顔に心を癒され､私にとりましては本当に充実した１週間でした｡

さて､今日の例会卓話は宮本会員に「ｾﾌﾞでのﾋﾞｼﾞﾈｽ展開で勉強させてもらったこと」の演

題で話をして頂きます｡納骨堂｢祇園浄廟｣の経営をしておられる宮本会員が異国の地ﾌ

ｨﾘﾋﾟﾝｾﾌﾞ島で本業と全く異なる「鉄板焼きの店」をｵｰﾌﾟﾝされ､現在お店は順調と伺って

おりますが､これまで様々なご苦労があったことと拝察致します｡丁度今年度ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ補助

金を活用した国際奉仕事業として､ﾌｨﾘﾋﾟﾝﾙｿﾝ島ﾌﾞﾗｶﾝ州ﾒｲｶﾜﾔﾝ市の小学校６校に飲

料水の給水所を設置するﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを計画しておりまして､今月末に岡部奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ常

任理事､谷本国際奉仕委員長始め委員の方々と一緒に現地視察に行く予定ですが､私

自身はﾌｨﾘﾋﾟﾝに行くのは初めてで､ﾌｨﾘﾋﾟﾝの文化や習慣など全く知りませんので､今日の

宮本会員の卓話をしっかり聞いて､幾分かでもﾌｨﾘﾋﾟﾝという国の理解につなげたい､と思っ

ています｡宮本会員､後程の卓話､楽しみにしています。よろしくお願い致します。

《理事会報告》

*後日、会員ﾍﾟー ｼﾞに掲載します。

《ＢＯＸ配布物》

*ｶﾞﾊﾞﾅｰ月信

*会員名簿手帳版

【本日の例会 第２４１４回例会】

２０１９年１０月１０日（木） １２：３０～

※１００万$食事の実施

【例会プログラム】

ロータリーソング 「われらの生業」

来客紹介

連続出席表彰

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

卓話時間

『米山月間に因んで』

担当：米山奨学委員会

【出席報告】  出席委員会

２０１９年１０月３日（木） 会員総数１００名

出席 ７８名  欠席 ２２名

来客   ４名

【来客紹介】  親睦委員会

山下  江 様(東京中央新)

久保 弘睦 様(広島陵北)

山本新太郎 様(広島陵北)

瓜生 智則 様(広島陵北)

幹事報告         幹事  島本 章生

会長時間       会長   粟屋 充博

誕生月会員お祝い
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*日本ﾛｰﾀﾘｰ１００周年記念ﾊﾞｯｼﾞ（購入者のみ）

*広島信用金庫 秋の日本画展招待券

《報告》

*河村唯志会員が転勤のため退会となります。

親睦委員会 小林直哉委員長

*地区大会前日に行うｲﾝﾌｫｰﾏﾙﾐｰﾃｨﾝｸﾞのご案内をお送りして

います。懇親会は鞆の浦の鴎風亭で行いますので、多数のご参

加をお待ちしております。

姉妹ｸﾗﾌﾞ友好特別委員会 吉永委員長

*９/２7 京都で行われた調印式には４０名を超える会員の方にご

参加頂き、ありがとうございました。

社会奉仕委員会 藤澤委員長

*９/２９に行いましたｻﾆｰﾋﾟｱﾃﾞｲｷｬﾝﾌﾟは皆様のおかげで無事終

了いたしました。ご参加頂きました皆様、ありがとうございました。

『セブでのビジネス展開で勉強させてもらったこと』

宮本 伸久会員

ｾﾌﾞへ出店した店舗は２店あります。

１店舗目はｾﾌﾞ島のﾏﾝﾀﾞｳｴｼﾃｨｰの中

心 部 に 位 置 す る Ａ . Ｓ FORTUNA

Street という日本食ﾚｽﾄﾗﾝの多い通

りにあり、２店舗目はｾﾌﾞｼﾃｨｰの東側

に位置する SRP という埋立地に建設された SM Seaside City 

Mall という大型ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰの３F に出店しています。

会社名は「TEPPAN OKONOMIYAKI INC.」で、２店舗それぞれ

の 店 名 は 「 TEPPAN 

Mandaue」、「TEPPAN 

Seaside」です。

海外での会社設立やお

店のｵｰﾌﾟﾝ、またそのｵ

ﾍﾟﾚｰｼｮﾝなど苦労した

ことは色々あります。

まずは会社の設立やお

店を作る際には２０～３

０種類の申請項目があり大変煩雑な手続きがあります。これはと

ても自分達でできるものではないので当然専門の人にお任せする

のですが、私達の場合は会社設立が完全に完了するまでに 1 年

と２ヶ月かかりました。最初は現地で不動産会社を営む日本人、

次は現地ﾚｽﾄﾗﾝのﾏﾈｰｼﾞｬｰを務める日本人、その次はﾏｯｻｰｼﾞ

店を多店舗展開しているﾌｨﾘﾋﾟﾝ人。その３人は誰も完全に設立

☺ニコニコ箱☺    ニコニコ委員会

【会員出宝】
粟屋会員･杉町会員・島本会員・樽本会員・藤原会員

９/２６お月見親睦会は７５名の会員の皆様にご参加頂き、お

陰様で盛会に終えることができました。合田常任委員長・小

林直哉委員長をはじめとする親睦委員会の皆様、また当日ご

参加頂いた会員の皆様本当にありがとうございました。

粟屋会員･杉町会員・島本会員・樽本会員・藤原会員

９/２７京都で開催されました姉妹ｸﾗﾌﾞ友好継続調印式と観

光・懇親会は４３名の会員の皆様にご参加頂き、お陰様で盛

会に終えることができました。吉永委員長をはじめとする姉妹ｸ

ﾗﾌﾞ委員会の皆様、また当日ご参加頂いた会員の皆様本当

にありがとうございました。

粟屋会員･杉町会員・島本会員・樽本会員・藤原会員

９/２９ｻﾆｰﾋﾟｱﾃﾞｲｷｬﾝﾌﾟではお陰様で子どもたちやご家族も

大変喜んで頂き、盛会に終えることができました。準備と進行

と推進頂きました岡部常任委員長・藤澤委員長・小林孝憲

委員長を始めとする社会奉仕・青少年奉仕委員会の皆様、

また当日ご参加頂いた会員の皆様本当にありがとうございまし

た。

宮本会員 本日は卓話をさせて頂きます。私の話が皆さんの

お役に立てば幸いです。時間の関係でずいぶん駆け足になりま

すが、ご勘弁ください。

上田会員 本日は誕生月をお祝いしていただきありがとうござ

います。今後ともよろしくお願いいたします。

小林直哉会員 本日は誕生日のお祝いありがとうございます。

親睦委員会一同 先週に開催させて頂きました「秋のお月見

親睦会」には、多数のご参加を頂き、大変ありがとうございまし

た。親睦行事はこれからも続きますが、皆さんに楽しんで頂け

ますよう、頑張って参ります。引き続き、よろしくお願いします。

吉永会員・小林孝憲会員 先日行われました京都伏見ＲＣと

の調印式には多数の方に参加して頂きありがとうございました。

懇親会でのｶﾗｵｹ大会も大いに盛り上がりとても楽しい一日を

過ごすことが出来ました。

岡部会員 先週の京都伏見ＲＣとの懇親会にて１曲歌わせて

頂きました。あの直後、高熱でﾀﾞｳﾝ。燃え尽きました。

大之木会員◇ 先日の京都伏見ＲＣとの懇親会では皆様方

にご迷惑をおかけしました。

岡部会員･藤澤会員・荒本会員・久永会員・畑会員・丸本

会員・渡部会員・松田会員・浦会員・篠崎会員・桑原会

員・吉良会員・大賀会員・吉田会員・西開地会員・小林孝

憲会員・上田会員・石井会員・池久保会員・小林直哉会員

天候にも恵まれました今年のｻﾆｰﾋﾟｱﾃﾞｲｷｬﾝﾌﾟ、大成功裏に

終わりました。子供達の笑顔が何よりの喜びでした。本当に気

持ちの良い秋の一日を過ごしました。お力添えを頂きました皆

様有難うございました。

丸本会員 ｻﾆｰﾋﾟｱﾃﾞｲｷｬﾝﾌﾟに参加させて頂きました。子供

たちの笑顔に出宝致します。

三宅会員 この度は細菌性髄膜炎で入院してしまい皆様に

ご迷惑をおかけして大変申し訳ございませんでした。再発しな

いよう自己管理して参りますので、今後とも宜しくお願い致しま

す。

水野会員 お盆休みに「スコットランド セントアンドリュウス オ

ールドコース」に行ってきました。また、この１０月には母が１０２

才となります。元気です。自分で歩けます。

松本会員 １０月１日で独立開業２周年となりました。次の１

年の目標は有資格者を雇うことです。なお、この前の日曜に熱

中症になってしまい、何日も頭痛と吐き気に見舞われました。

皆さんもお気をつけください

山坂会員 ユタカフーズとＭ&Ａで、「和さび八丁堀店・小町

店・光町店」と「蓮根」を引き継ぐことになりました。よろしくお願

いします。

中山会員・赤井会員 本日は所用により早退します。

当日計 ６６,０００円  累計 ５２６,０００円

★=１０,０００円 ☆=５,０００円 ◆=３,０００円 ◇=２,０００円

委員会報告

幹事報告       幹事  島本 章生

卓話時間
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することはできず、最後に現地の弁護士にお願いをしてやっと完成

に至りました。

そして次に店舗の工事についてですが、数えきれない不手際があ

り１店舗目は３ヶ月工事が遅れて店舗が運営できるまでに５ヶ月

かかり、２店舗目は６ヶ月工事が遅れて店舗が運営できるまでに

８ヶ月かかりました。

１店舗目に関する厨房機器や机椅子などのﾏﾃﾘｱﾙ関係はすべ

て日本から輸送しました。それはなぜかというと、最初に発注しよう

とした日本人の工事業者が希望のﾏﾃﾘｱﾙはｾﾌﾞﾃでは揃わない

と間違った情報を私達に与えたので、何もわからない私達はその

情報を信じて準備してしまいました。ちなみに２店舗目はすべてｾ

ﾌﾞで揃えましたが、それぞれのｸｵﾘﾃｨｰが非常に低いので逆に日

本から送った方が良かったのかなと後悔したようなことです。工事が

非常に遅れ、厨房機器

などをお店に入れられな

いので、私達は倉庫を

借りて一旦そこへ保管し

なければなりませんでし

たが、保管中に物がなく

なったりということもありま

した。

輸送の方法ですが、１０

０％到着する保証はないと言われながら、選択肢は他にないので

ｾﾌﾞへ中古の工作機械を輸入している方を紹介してもらい、その

方のｺﾝﾃﾅに混載してもらうことで輸送しました。ｾﾌﾞでは何をする

にしても確実にできることや保証されることは何一つありません。

そして食材の確保についてですが、お好み焼きといえばｷｬﾍﾞﾂが

重要になりますが安定供給は難しく、朝早くおきて市場へ行って

自分の足で良いｷｬﾍﾞﾂ、それを扱う業者探し、そして値段交渉や

配達の交渉などを行いました。ｾﾌﾞは常夏で寒い時期がなく日本

の様ないいｷｬﾍﾞﾂはできません。野菜・ｼｰﾌｰﾄﾞ・ﾄﾞﾗｲﾌｨｯｼｭなど

はすべて市場などでの仕入れを行なっていました。

次に雇用の関係ですが、

現在のｾﾌﾞの最低賃金は

３８６ﾍﾟｿ。日本円でいうと

現在のﾚｰﾄで７９５円程

度です。お好み焼きは１

枚３８０ﾍﾟｿで売っています

から、日本と比べてどれだ

け人件費が安いかはおわ

かりいただけると思います。

日本で言うところの雇用保険や年金制度、休日の割増賃金、有

給休暇など、雇用に関して日本に似た様な制度もあります。しか

し従業員にいくら会社としてよくしてあげても、労働局に駆け込ん

で残業代をもらってないとか休日手当をもらってないとかと訴えてく

ることがよくあります。その際には労働局は当然ﾌｨﾘﾋﾟﾝ人の味方

ですから外国人に不利な調停をしてきます。私達は悔しい思いを

何度かしました。それを少しでも緩和する対策は、従業員の勤務

においてのﾐｽや遅刻・早退・欠勤などについて確認書を作成して

ｻｲﾝをさせるという対策をして、もし労働局から呼び出しがあった

際にその書類を提出し、会社には否のないことを証明するという

方法を取っています。ﾌｨﾘﾋﾟﾝでは常識的に行われていることです。

それだけ従業員の質が悪いということです。ﾌｨﾘﾋﾟﾝではそういった

道徳の教育を受けてないので仕方ないのかもしれません。

そして次に環境についてですが、日本に比べると格段に差がありま

す。具体的には＊覚せい剤が安く簡単に手に入る。＊殺人・強

盗・窃盗・詐欺などの犯罪が多発。＊ﾃﾞﾝｸﾞ熱・破傷風などの重

大な病気が発生。＊ｲﾝﾌﾗの整備ができていないので度々水害

が発生する。そのような環境のもとでｾﾌﾞの人々は生活しています。

現在観光客も増えており、当然日本からｾﾌﾞに行く人も沢山いら

っしゃいますが、この様な環境であることを少しでも覚えておいても

らって、事故のないようにしてもらったらと願っています。ｾﾌﾞに行くま

えに外務省のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞだけを確認するのではなく、ｾﾌﾞ領事館

からも情報を出していますので、そこのﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞを確認してくださ

い。より詳細な情報を提供しています。

最後に私がｾﾌﾞで勉強したことはまだまだ沢山あるのですが、大き

く３つのことがあります。

＊日本の常識は一切通用しない。納得できないことが多いがそ

の国の常識に従わなければならない。

＊宗教・文化・教育などが全く違うので、お互いの感覚の溝を埋

めることには限界がある。完全に埋めることは不可能である。

＊殺されない様に気をつけること。自分の命は自分で守る。

このようなことをわかっていてﾌｨﾘﾋﾟﾝ人と付き合っていくことができな

いと、ﾌｨﾘﾋﾟﾝでのﾋﾞｼﾞﾈｽ展開は難しいです。

これからこのような多くの新興国の人たちが日本に入ってきます。

日本人はまだまだ新興国の人達の性質をわかっておらず、後進

国の田舎者で貧乏なかわいそうな人たちだと思っている人も少なく

ありません。ｾﾌﾞでのﾋﾞｼﾞﾈｽを経験してみて、それが私の一番懸

念することになりました。私は多くの厳しい規制で日本に入ってき

た彼らを管理する必要があると考えています。海外で日本人がそ

うされるように。もし彼らを雇用しなければならなくなった際には、雇

用前の準備と雇用してからの管理には十分気をつけてください。

もっともっとお伝えしたいことは沢山あるのですが私の発表は以上

です。私の発表が何かのお役にたてたら幸いです。ご静聴ありがと

うございました。

去る９月２７日(金)、京都において京都伏見ＲＣとの第３１回姉

妹ｸﾗﾌﾞ友好提携継続調印式が行われ、過去最高の４３名が京

都を訪問しました。

まず、例会で調印式が

行われ、終了後のｴｸｽ

ｶｰｼｮﾝで京都御所迎

賓館や仙洞御所をご

案内いただき、懇親会

は両ｸﾗﾌﾞのそれぞれが

５名の精鋭を送り出し

たｶﾗｵｹ大会で大盛り

上がりとなりました。

第３１回姉妹クラブ締結継続調印式
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今回大変多くの方にご参加頂

き、本当にありがとうございまし

た。

次年度は広島でのお迎えとな

ります。ご協力よろしくお願いし

ます。

参加者：粟屋・荒本・深川・藤原・藤澤・福永・合田・久永・東・濵

本・本田・石田・久保豊年・上河内・小林孝憲・小林直哉・三保・丸

本・松田・森・宮本・丸子・中根・中山・中川良浩・大之木・岡崎・

岡部・庄子・塩本・神農・杉町・下前・鈴木・島本・下川・坪内・谷

本・樽本・浦・山坂・山内・吉永         （敬称略）

先月２９日(日)に広島県立中央森林公園で行った「ｻﾆｰﾋﾟｱﾃﾞｲｷｬ

ﾝﾌﾟ」は天候にも恵まれ、大成功裏に終わりました。

子供達の笑顔が何よりの喜びでした。本当に気持ちの良い秋の一

日を過ごしました。

会場への誘導・ｷｬﾝﾌﾟやﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰの準備・子ども達の遊び相手等

ご協力頂きました皆様、本当にありがとうございました。

社会奉仕委員会・青少年奉仕委員会

サニーピア・デイキャンプ


