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□会 長／川島 啓晃
□ 副 会 長 ／ 依 田 邦 彦 ・ 溝 口 明 範 ・ 南條 恭有紀
□ 幹 事 ／ 三 浦 新 介 □ 副 幹 事 ／ 川田 英史

四つのテスト
I . 真実かどうか
II. みんなに公平か
IV. みんなのためになるかどうか
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シェカール・メータ 「奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために」

ゲス ト

令和3年10月4日（月）

第1256回 例会
第1509回

例会日 ： 毎週 月曜日 1 8 : 00〜19 : 00
例会 場 ： 静岡グランドホテル中 島 屋
事務 所 ： 静岡市葵区追手町2-12 5F/ TEL 054-254-5611

III. 好意と友情を深めるか

奉仕しよう
みんなの人生を豊かにするために

今回ゲストはありませんでした。

♪本日のロータリーソング「奉仕の理想」●ソングリーダー：岡崎 秀威 会員
川島
啓晃
会長の時間
鈴木
延幸
会長の時間
皆さんこんばんは。8月・９月と緊急時短宣言より、例会・委員会をお休みさせて頂きました
ので久々の例会になりました。
私自身、約２か月自粛してますと、何となく
「ロータリーめんどくさいな」という気持ちになり
ましたが、今日から気持ちを切り替えて、
しっかりやっていきますので、皆さんも宜しくお願い
します。
今日は小澤君、佐野君の会員卓話です。会員卓話は、お2人のことを知るチャンスてもあ
り、
もしかすると仕事でも関わり合いになるかもしれません。皆さん途中退席することなく最
後まで聞いて頂きたいと思います。

幹事報告

スマイル 報 告

三 浦 新介 幹事

■会員からのスマイル 総額／47,000円

・10/4
理事会、
会員卓話
・10/11 休例会
・10/18 奉仕プロジェクト常任委員会担当例会
・10/25 委員会開催日
・11/1
理事会、
会員増強・財団米山常任委員会担当例会
・11/8
休例会
・11/15 クラブ管理運営常任委員会担当例会
・11/22 委員会開催日
・11/28 ロータリー奉仕デー
（青葉公園にて協同事業）
・入会希望者資料確認願い
・9月の誕生日／川田会員、
三浦会員、
大村会員、
金丸会員
・9月の結婚記念日／上條会員、
川田会員、
久保田会員
・10月の誕生日 稲垣会員、
久保田会員、
増田会員
・10月の結婚記念日 加藤会員、
安藤会員、
望月徹会員、
岡本会員、
小谷野会員、
岡崎会員、
小林会員、
針谷会員

溝口会員、
針谷会員、
長嶋会員、
大杉会員、
安藤会員、
岡崎会員、
相川会員、
小澤会員、
花森会員
スマイルマンデーします。
川島会員
2ヶ月振りの例会です。皆様よろしくお願い致します。
依田会員
久しぶりの例会開催を記念してスマイルします！
三浦会員
久しぶりの例会宜しくお願いします。
川田会員
結婚記念日のお花、
誕生日の品、
ありがとうございます。
望月威男会員 今日は久し振りの例会が楽しみです。又、
大リーグで
大谷選手が46号のホームランを打ち、
最終戦を勝利し
本当に楽しませてくれました。
岡本会員
結婚記念日のお祝いのお花を有難うございます。
久保田会員
結婚記念日と誕生日、
ありがとうございます。
西野会員
父の通夜にご参列いただいた会員の皆様、
受付をして
くださった親睦委員会の皆様に心より感謝いたします。
松下会員
久し振りの例会です。

静 岡 中 央ロータリークラブ 週 報
クラブ会報委員会

ホームページ http://shizuoka-chuo-rc.jp/

岡崎 秀威 会員

メールアドレス 6rc-godo@mail.wbs.ne.jp

静岡中央ロータリークラブ週報

〜 新 会員卓 話〜
■ 小澤 進也 会員
株式会社日進堂という名前で、
モスバーガーをフランチャイズで経営しています。会社の名前の由
来ですが、祖父の時代、
「日進堂薬局」
という薬のお店をやっておりましたが、35年ほど前、37歳の若
さで父が亡くなってしまいました。
その後、
母がお店をやっていたのですが、
時代の流れとともに閉める
ことになりました。
日進堂という名前を残したいということで、
会社名を
「日進堂」にしました。
1990年8月30日に、
モスバーガー静岡松富店としてオープンしました。松富地区を盛り上げていきた
い、地域の方たちに「うちの町のモスバーガー」
と言ってもらえるような店にしていきたいという思いが
あります。
グリーンカーテンなどSDGｓにも積極的に参加活動しており、
2018年にはグリーンカーテンとメロン栽培のコラボに
挑戦し、
全国モスバーガーの中で2位の優秀賞をいただきました。
モスバーガーのキャラクター「モッさん」
を呼んでイベント
なども開催しましたが、
コロナ禍でなかなかできなかったイベントも今後は開催していきたいと考えています。
モスバーガーの基本方針というものがあります。
「お店全体が善意に満ち溢れている。誰に接しても親切で優しく、明る
く、朗らかに。
きびきびした行動、生活な店と人柄というお店でありたい。心の安らぎ、
ほのぼのとした暖かさを感じていただ
く為に努力しよう。」スタッフ全員が入店前に必ず言うようにしています。私も今後努力をし続けていきたいと思っています。

■ 佐野 拓也 会員
静岡市ではなく、富士宮市出身です。今も富士宮に住んでおり、職場は清水区の袖市町で「ミスタ
ータイヤマン清水インター店」
を経営しています。
サラリーマンの家庭で育ちまして、
経営者の方々と接する機会がほとんどなく、
大学を卒業してサラ
リーマンをしたのですが、
何回か転職をしました。大学の時に、
地元富士宮でタイヤのバイトをしていた
縁もありまして、
そこの社長に「自分の店を持ちたい」
とお願いをしましたところ、
ちょうど袖師町に半年
前に潰れた会社があり、
そこを譲っていただくという話になりました。何も実績のない人間ですので、
「
300万円用意したらお店を開いてあげるから用意してこい」
と社長に言われました。
当時25歳のサラリーマンでしたので、
貯
金もほとんどなく、親に頭を下げて借りたりして苦労して集めました。2006年にオープンさせていただきましたが、容積の関
係から店舗を作ることができず、横浜から20フィートの海上コンテナを購入し、私とスタッフ3人詰め込んで、
お客さんもギュ
ウギュウにりながら6年、7年くらい営業しました。
その後、隣の店舗が空いたので、
コンテナを撤去し、
そこに移動しました。
2008年に富士宮の社長から店舗を買うという形で、法人化をしました。
ちょうど自宅を購入もあったので、合わせて結構な
額を借りることになりました。
「死ぬ気でがんばらなければ」
という思いで、
毎日6時くらいに富士宮を出て仕事をしてました。
2013年に静岡青年会議所に入会することになりました。静岡に友達がいなかったのですが、
入会することで、
良い友だ
ちが沢山でき、
経営者の知り合いも沢山できました。為になる話も聞かせていただくことができ、
今の自分があると思います。
取り扱っている商品ですが、
ブリジストンの正規販売店として、
タイヤ、
ホイール、
自動車用品、
タイヤの修理、
自動車販売、
修理などを扱っています。最近はスタッドレスタイヤの預かりサービス、
レンタル、
キャンピングカーのレンタルなどもやり始めま
した。
タイヤは全メーカー対応しておりますので、
皆様の高級車に合うメーカーのタイヤもご用意できますので、
ぜひ宜しくお
願い致します。皆様よりご指導ご鞭撻をいただきながら、
成長していきたいと思いますので、
今後とも宜しくお願い致します。

出席報告

委員会報告
・西野会員
先日、父の訃報にあたりまして、大勢の皆様に通夜にご参列
いただきまして、心から御礼申し上げます。
・依田会員
事業報告書をポケットに入れさせていただきましたので、
ご確認をお願い致します。

岡崎 委員

10月4日（月）
奉仕プロジェクト常任委員会
クラブ管理運営・広報常任委員会
会員増強・財団米山常任委員会

75%
57%
60%

・総会員数43名（出席義務会員37名＋出席免除会員6名）
〜出席率向上へのご協力をお願い致します〜
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