No.1712

第1713 回例会

先週（第1712 回例会）の記録

点鐘  

会長会務
4 月に入り暖かく気持ちの良い季節となりまし
た。桜も開花し、久松公園なども美しく咲き春ら
しくなりました。
先週はＩＤＭ「会員増強について」の発表をい
ただき、有難うございました。永遠の課題と思い
ますが、沢山の意見をいただき感謝しています。
本日は嬉しいお知らせがあります。三井生命保険
㈱の峰岸健一会員の後任である、狩野義仁さんに、
本日入会いただきました。
国際ロータリーの日本語フェイスブックも出来
上がり、当クラブへのアクセスも少しづつ増えて
います。今後とも我がクラブへ興味を持っていた
だけるよう、情報を発信して行きます。
日曜日に「食のみやこ鳥取県推進サポーター」
として、鳥取東照宮、樗谷神社の”とっとりパン
祭”と、若桜街道アーケード改修イベントに取材
に行きました。いろいろな美味しい食べ物があり、
沢山の人で溢れていました。
新入会員紹介 吉田 博会員
峰岸健一会員の後任で、三井生命保険㈱山陰支
社長、狩野義仁さんです。昭和 47 年 10 月 22
日生まれの 43 歳。単身赴任中だそうです。
新入会員挨拶 狩野義仁会員
紹介をいただきま
し た、 狩 野 義 仁 で
す。 Ｒ Ｃ に 入 会 し
た か ら に は、 様 々
な分野で貢献でき
るよう尽力したい
と思います。
幹事報告
＊例会変更のお知らせ
倉吉東 4 月 21 日（木）職場例会
5 月 5 日（木）法定休日・休会
ビジターの受け付けは、4 月 21 日のみ定刻事

２０１６年４月８日（金）12:30 ～ 13:30
    

ロータリーソング“我等の生業”
会食（和食）
会長会務  

    

＊ビジター・ゲスト紹介。
＊本日は社会奉仕賞として「日野ボランティア
ネットワーク」様をお迎えしております。
社会奉仕賞受賞、おめでとうございます。
さて、明後日、１０日の日曜日は家族親睦レク
リェーションで因州若桜さくら祭りにまいりま
す。たくさんのご家族の参加、ありがとうござ
います。また親睦・出席委員会さん、当日はお
世話になります。
幹事報告  

    

＊第 1 グループ次期会長・幹事会のご案内。
５月１６日（月）１７時～ニューオータニ
森下会員、平野会員お願いいたします。
＊４月１５日（金）例会終了後、次期理事会が
開催されます。次期理事の皆様、ご予定願いま
す。
＊理事会報告。
＊例会後、クラブ奉仕委員長会議を開催します。
委員会報告  

    

＊親睦・出席委員会
出席率・スマイル報告
＊その他
社会奉仕賞表彰  

    

「日野ボランティアネットワーク」

２０１６年４月１日（金）12:30～13:30

務局にて。
当クラブも 4 月 29 日は法定休日、5 月 6 日
は定款により休会となります。
＊ロータリーの友 4 月号、ガバナー月信№ 10、
鳥取けいさつの友小冊子配布。
出席率
４月１日
会員 46 名 欠席 11 名 76.09％
３月１８日 メーキャップ  12 名 84.78％
メーキャップ会員
３月２８日 吉田 博会員 土江富夫会員
鳥取中央ＲＣへ
田中好洋会員 ご挨拶
父の葬儀には、多くの方々にご会葬賜り有難う
ございました。深く感謝申し上げます。
ゴルフ同好会 田中好洋会員
4 月 23 日に予定しておりましたコンペは、参
加者数等の関係で 4 月 30 日に変更致します。
親睦・出席委員会 米花廉友委員長
家族レクリェーションご案内。
4 月 10 日（日）9：20 鳥取駅南口集合です。
若桜町と氷ノ山の散策がありますので、服装や履
物等の各自での配慮をお願い致します。
雑誌委員会 山村保雄委員長
ロータリーの友４月号の紹介。
ロータリー財団推進委員会 岡本安量委員長   
狩野会員の入会を祝し、Ｒ財団へ＄10 の寄付
をお願い致します。
スマイル
＊金田卓也会員／①狩野さん、ご入会おめでとう
ございます。②結婚記念日：結婚 29 年目にな
ります。ありがとうございます。③麻木先生、
先日は有難うございました。④Ｒ財団特別寄付。
＊森下哲也会員／狩野さんのご入会をお祝いしま
す。
＊岩崎陽一会員／狩野さん、入会おめでとうござ
います。
＊狩野義仁会員／新しく入会させていただきま
す。どうぞ宜しくお願い致します。
＊大田原俊輔会員／本日から、鳥取県弁護士会の
会長に就任しました。任期 1 年です。就任初
日のロータリー例会ですので、多めにスマイル
します。弁護士会新年度をよろしくご支援願い
ます。
＊吉田 博会員／狩野さん、ご入会おめでとうご
ざいます。ロータリーを楽しんでください。
＊生馬美津雄会員／狩野さんの入会歓迎。峰岸さ
ん同様、よろしく。
＊葉狩弘一会員／狩野さんの入会を祝して。
＊岡本安量会員／①狩野さん、入会おめでとうご
ざいます。峰岸さんに引続き、いろいろとお世
話をお願いします。②Ｒ財団特別寄付。
＊牧浦康寛会員／狩野さん、ご入会おめでとうご
ざいます。
＊多田一昭会員／結婚記念日：30 数年になるで
しょうか。

＊宮本孟尚会員／結婚記念日：結婚 31 年になり
ます。ありがとうございます。
＊田中好洋会員／ 2 週間休みました。
＊早退・遅刻 5 件
合計 ４１, ０００円
卓話「私の職業奉仕」

会員 坂本 直さん
鳥取に来て 24 年が経過し、2009 年にＲＣ
に入会をさせていただきました。自分自身ＲＣな
どには縁がないと考えていましたが、せっかく誘
いを受けたのだからと、入会を決めました。入っ
てみると西ＲＣは本当に良いクラブと感じてお
り、刺激を受けながら活動をしています。
自己紹介をさせていただきます。昭和 21 年に
宮崎県延岡市に生まれました（69 歳）。昭和 44
年に大分大学経済学部を卒業し、日本ＮＣＲ㈱金
融システム営業本部に入社し、その後、㈱ＡＢＣ
システム営業本部を経て、平成 5 年に㈱アクシ
スを設立しました。設立当初は社員 2 名からの
スタートでした。平成 25 年に代表取締役社長を
退任し、今は息子である、坂本哲が後を継いでい
ます。人生の前半をサラリマンとして、後半を企
業経営者として送った人生のように思います。
私にとっての職業奉仕とは、会社設立時に揚げ
た「企業目的」の実現であると考えています。①
地域情報化の担い手となる。②地域雇用の受け皿
になる。③地域の活性化に貢献する。迷うような
ことがあれば、このことを踏まえ、目的の実現に
向かって活動をして来たつもりです。
11 人の新採用者を含め 108 人の社員で新年
度をスタートしました。将来はもっと社員を増や
し大きな企業にしたいと考えています。
事業概要としては、ソリューション・ニアショ
ア・コールセンター・システム開発・ＩＴスクー
ル・Ｗｅｂデザインの各事業に分けています。現
在では県内外を越え全国各地から仕事をいただい
ており、金融機関や、行政、火力発電所の遠隔操
作のシステムなど幅広く請け負っています。
また、地元大学と連携し、採用活動をすること
で県外への人口流出を防ごうと努力しています。
最近は子供へのＩＴ教育にも力を入れています。
昨年度は新人研修カリキュラムとして、フィリピ
ン英語留学を導入しました。女性の雇用にも努め
ています。
地元鳥取での活動も重視しています。砂丘一斉
清掃やしゃんしゃん傘踊り、若桜雪合戦大会など
のも積極的に参加しています。
明るく、元気に、楽しく、をモットーに、地元
を中心に多方面に渡り貢献できる企業でありたい
と考えています。
次週例会予定
２０１６年４月１５日（金）第 1714 回例会
卓話「昔話、カップ法の改発」
会員 西尾 茂さん

（編集者 岡田信俊）

