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第866回　例会　2017年9月25日（月）
・会長タイム

・幹事報告

・委員会報告

◎夜間例会（観月会）・会長タイム

・幹事報告

・委員会報告

◎クラブ研修卓話

　　委員長　上村健太郎

第865回　例会　2017年9月11日（月）

会長タイム
加藤　好孝　会長

　やっと秋らしくなりましたね。日の出が遅くな

り、朝の気温も随分低くなりました。秋と言えば

果物の季節ですが、なかなか従来通りにお手頃に

は入手できないそうです。

　例えば、果物はナシが曇天続きで色づきが遅れ

た。春先の低温で開花が遅れ、長雨も影響。８月

下旬の東京市場での平均卸値は１キロ 304 円と

１年前より２割高い。

　ブドウの代表品種、巨峰は卸値が１キロ 820

円と同１割高い。「生育の早かった前年より出荷

ピークが約１週間ずれた」

　エノキダケやシメジといったキノコの卸値は

同２～４割高い。「スーパーが鍋物食材の売り場

を早めに準備したようだ」しかし、エノキダケは

工場での生産に２カ月かかり、需要増にすぐ対応

できない。

　コメは９月中旬に新潟や東北で新米の収穫期

となる。既に出回っている 17 年産の宮崎産コシ

ヒカリは、卸値と店頭価格が 16 年夏に比べて１

割近く高い。

　魚も卸価格が高めに推移しそうだ。秋サケ漁は

９月から本番を迎える。北海道漁業協同組合連

合会によると 16 年度の全国の秋サケの漁獲量は

24 年ぶりの不漁だった。今年は８月までの漁獲

量が「台風で出漁回数の少なかった昨年より３割

少ない」

　サケの卵のイクラ相場は、１キロ７千円前後と

１年前より４割高い。「北海道フェアには慎重に

ならざるを得ない」との声が出ている。

　一方では、小売業界では各社が安売り志向を



強めているそうで、イオン、セブン＆アイ・ホー

ルディングス、西友は食品や日用品を相次ぎ値下

げを発表していますし、専門店チェーンでもイケ

ア・ジャパンや良品計画が家具や衣料品の価格を

引き下げています。

　値下げの要因は、消費者の節約志向が理由だそ

うです。また、ネット通販に対抗する狙いもある

のではないでしょうか？

　安売り頼みの小売り経営には二つの懸念があ

るそうで、一つは値下げの原資、二つ目は値下げ

する対象だそうです。

　値下げの原資は、販売の効率化や物流の自動化

などの努力で形成されるもので、従業員や納入先

に過剰な負担を与える値下げだとしたら、長続

きしないと言われています。次に、対象ですが

チェーンストアの原点は「良いものをより安く」

にあり、消費者の満足度を高め需要につなげるこ

とだそうです。

　その見本がネット販売最大手のアマゾンで、

BOOK 通販の会社からいろいろな分野に進出し、

近頃ではアメリカ高級スーパー「ホールフーズ・

マーケット」を買収し、商品を大幅値下げし、有

機野菜や産地の肉などぜいたく品を手の届く価

格で提供して、消費者の満足度で需要を喚起して

いるそうです。

　冒頭のお話は、手紙で言う時候のあいさつです

が、小売業での話は我々ロータリーの話です。

　原資を例えるならば、ロータリーの規約を緩や

かにし、会員に増強をうたっても単発的な動きし

か生まれないでしょうし、永続的に会員が入会

し、継続することは考えられない

　また、対象に例えるならば、入会者並びに既存

会員の満足度を高めなければ組織の継続を高め

ることは難しいと思います。

　少なくとも、我々宮崎東RCにおいては、会員

増強が命題ではありますが、増強に対して、二つ

の懸念に値するような会員増強は控え、会員にな

ることで皆さんの満足度が高められるようなク

ラブ作りを目指していきませんか？

新会員卓話

　お疲れ様です。柳園です。今日は卓話をするよ

うにとのことで、私のほうでお話しさせていただ

きます。

　私は、あまり人前でお話しする機会がないの

でこういう場は、あまり得意ではなくてですね。

１対１だとそこまで緊張しないのですが、こうい

う場所に立つと変に緊張してしまいます。しかも

15 分ってなかなか長いな、と思いながら。なに

を話したらいいかなと最近考えていたのですが。

　ちょうど先日、宮崎観光ホテルで商工会のセミ

ナーがあるということで、行ってきましたので、

その話をさせていただこうかなと思います。

　セミナーは「みやざき若手経営者養成塾セミ

ナー」というもので、その名のとおり若手の経営

者であったり、これから起業しようという方たち

向けのものでした。

　講師は、先日の 20 周年記念式典で講演をされ

た、黒木高鍋町長でした。今回は黒木本店の代表

として、経営理念・ビジョンなど経営についての

お話をされました。

　講演の最初に、今の黒木本店のロゴというか、

インターネットのホームページなんかを開くと

一番最初に出てくる、「創業明治十八年　黒木本

店　芋麦米焼酎一筋」と書かれて上の部分に黒い

長方形が書かれているのですが、このマークは最

近できたそうでいままで、決まったロゴというの

はなかったそうなんです。このマークになったそ

の理由を聞いてなるほどな～、と思ったんですけ

ど。

　実はこの１つの長方形に見える黒い四角は、正

方形が２つくっついているということなんです

柳園　八星　会員



ね。どういうことかというと、黒木本店は、今、

黒木社長が町長になられて会社のほうは息子さ

んが経営のほうで動いてらっしゃるということ

なんですが。この正方形の 1 つは黒木社長、1

つは息子さん、その２つがつながって 1 つの長

方形になっているということで、会社が代々つな

がっていくという意味というか、願いがこめられ

てたマークなんだそうです。しかもその息子さん

がこのマークがいいと言ってきめられたそうで

す。

　事業承継に、後継者不足など最近では問題に

なっている中で、素晴らしい話だと思いました。

　また、黒木本店といえば、「百年の孤独」ですが、

「百年の孤独」は最初から作ろうと思って、作ら

れたのではないそうです。

　黒木社長は、以前はソニーに勤めていらっ

しゃったそうなんですが、お父さんのされてい

た、黒木本店を手伝うために帰ってこられたそう

なんですね。

　もともとは、あまり大きくない会社で黒木社長

が何とかしないといけないと思って、最初に「山

芋焼酎　天嵐坊」というのを開発販売されたそう

です。もちろん山芋だけではなくて麦焼酎をまぜ

たような焼酎だったそうですが。

　このころ、以前は九州以外ではあまり焼酎は飲

まれていなかったそうなんですが、昭和 45 年に

「さつま白波」が全国展開して、少しずつ焼酎が

飲まれるようになったそうなんですね。

　そして昭和 50 年にはそば焼酎の「雲海」、昭

和 55 年には麦焼酎の「いいちこ」とどんどん焼

酎が広まって、じゃあ山芋で焼酎をつくろうとい

うことで山芋焼酎をつくられたらしいです。最初

はやはり販売に苦労されたそうなんですが、何と

か売れ始めて注文に製造が追いつかなくなるく

らいになってきたそうなんですね。じゃあ設備を

増やそうということで工場も拡大していったら

しいのですが。売れ出すと真似をするところが出

てくるんですね。

　人参焼酎やらゴボウ焼酎やら、いろんな焼酎が

出てきてあっという間に在庫が余るようになっ

たそうです。その余った在庫を、樽に入れて熟成

させたことが、「百年の孤独」を作るようになっ

たらしいです。

　この百年の孤独の話の中で、「挫折、ピンチは

チャンス」という言葉がありました。私もこれか

らまだまだ失敗があると思うのですが、ピンチを

チャンスに変えて、頑張って仕事していこうと思

いました。

　偶然にも「百年の孤独」の発売は、1985 年、

昭和 60 年とちょうど私の生まれ年になります。

また私の嫁の実家は高鍋で、黒木社長の娘さんと

は同級生らしく、なんとなく勝手な親近感を持っ

ています。

日　時：平成29年８月４日　13：30 ～

場　所：ニューウェルシティ宮崎

出席者：加藤会長、濱田副会長、山口幹事、

　　　　村川会長エレクト、木下ＳＡＡ、

　　　　上山青少年奉仕委員長、

　　　　長友プログラム副委員長、

１．９月、10月、11月のプログラム

　　・添付の通り報告

２．報告事項

　　・地区大会の件　サザンより連絡あり

　　　東クラブとの交流はかりたいとの事

　　協議事項

　　・岩切久美会員に出産お祝いでクラブより

　　　２万円することで決定

　　・九州北部地震見舞金はクラブより支出で

　　　１人1000 円で決定

　　・青島学園の件

　　　出店の要請があるが保健所の関係で難し

　　いのではないか（濱田会員より）

　　　予算を決定し対応を検討 11 日に再度話

　　し合い（加藤会長より）

定例理事会議事録



例 会 記 録 第864回  2017年9月4日（月）

プログラム

・会長タイム

・幹事報告

・委員会報告

◎セレモニー

◎新会員卓話

　　柳園　八星　会員
メイキャップを積極的に行いましょう。

出席状況報告

9月4日 第864回 8月21日 第862回

会員数 34名（33名） 会員数 34名（33名）

出席数 23名 出席数 14名

出席率 67.65％ 修正出席率 58.82％

本日のビジター　橋口　光雄  君（宮崎ＲＣ）
メーキャップ　　前取り：今和泉　悟 君、上山　泰寛 君
　　　　　　　　　　　　鳥越　逸雄 君、野田　素裕 君
　　　　　　　　後取り：木下　昌徳 君、都原　清次 君

スマイルＢＯＸ

都原　清次　君

９月 24 日で 68 才になります。今後とも宜敷

くお願い致します。

中村健一郎　君

誕生祝いをいただきありがとうございます。

廣庭　辰朗　君

この世に生まれて早や 65 年。よく生きてきた

ものです。皆様に感謝！

セ レ モ ニ ー

都原　清次　会員

中村健一郎　会員

廣庭　辰朗　会員


