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■会長の時間（会長 吉田嘉昭 )

■点鐘
■国歌斉唱「君が代」

本日の例会は待ちに待ったリアル例会
( 通常例会 ) です。また、オンライン

でも出席できるハイブリット例会でも

■ロータリーソング
「四つのテスト唱和」

あります。オンライン例会は 8 月 18

日～ 9 月 29 日間、計 7 回開催し、多
くの会員の皆様に出席をして頂きま

■熊本東南ロータリークラブの歌
「未来」
ソングリーダー

■来訪者紹介
熊本グリーンＲＣ
米山奨学生

●会長
●幹事

してありがとうございました。オンライン例会の平均出席率は

66.34% であり、最高出席率は 77.50%(9 月 15 日 ) でした。ちな
古田哲朗

みに今年度のリアル例会の平均出席率 ( ホームクラブ )74.44% で
す。

また、永野会員にはオンライン、ハイブリッド例会と多大なご支
援をして頂いております。感謝申し上げます。

大友利行

様

ティティコンサコルウオング，サクピシットさん

10 月 2 日、地区のロータリー財団セミナーが Zoom にて開催さ

れました。その中で当クラブの彌冨会員 ( グローバル補助金・ポ
リオプラス委員会委員長 ) が素晴らしいセミナー (30 分 ) をされ

ました。彌冨会員、お疲れ様でした。この内容については後日、
卓話をお願いしたいと考えております。
指名委員会設置の宣言

11 月 17 日は年次総会となっています。それに伴いまして当クラ

■誕生祝い

ブの細則「第 3 条 選挙と任期」第 2 節に従い、指名委員会の設
置を宣言します。

１. 三客
私がロータリークラブに入会して間もないころ、

会長の時間

パストガバーナー 寿崎 肇 氏
(熊本南RC)

「三客と田舎商売」

寿屋の創業者
の卓話を聞く機会がありました。

2021年10月 6日

テーマ 「なぜ、寿屋はつぶれたのか?」

会長 吉田 嘉昭
三客を忘れたから

熊本日日新聞

－１－

2010.7～9 連載 46回

「わからんようになったら、お客様（三客）に聞け」

あちこちの店に出入りするので同業他社のこと
をよく知っている。

お客様とは、
①お金をもたらすお客様

◎ 10 月 4 日～ 10 日は、ロータリー学友参加推進週間です。

②仕入業者

創業の精神
②仕入業者 ③社員

左側から横書きページ
P3
シェカール・メータ RI 会長メッセージは一読下さい。

③社員
お客様と直接、接するので、お客様からいろい

の三客を指す。

ろな意見を聞いている。

①お客様
あちこちの店をまわっているので、自店・他店
のことをよく知っている。また、いろいろな意

◆ 創業者と創業の精神は古くさい？ その会社は潰れます。

見を持っている。クレーム・要望を聞くこと。

◆ 店はお客様の為にある。どんな業種業態でも基本です。

私は、この時、「三客」を次のようにとらえました。

「三客」について自分の今までの言動・行動と照らし合

①お客様
当社を気に入ってお使いいただき、会社を支え
て頂いている。

わせてみました。仕入業者や社員に横柄な言動・行動を

②仕入業者
材料の品切れをしないようにストックをして頂
き、必要時には直ぐにデリバリーしてもらえる。
仕事の大切なパートナーであり必要な情報をも
たらしてくれる。
③社員
優秀な社員・向上心の高い社員がいるから会社が
継続・発展できる。よい社員がいれば、お客様が
集まる。

2. 田舎商売

無意識にしているのではないだろうか。
・パートナーシップを常に心がける。
・感謝の気持ちがあれば、おのずと言動・行動が伴って
くる。
・感謝は言葉であらわす。
・情報は一方通行ではダメ。やりとり・交換が重要
社員にも仕入業者がいるから当社の事業が成り立ってい
る事、パートナーシップの大切さをあらためて話しまし
た。

3. まとめ

メガネの〇〇〇

出店の方法
検眼車で地域を回り、お客様 2,000人の住居の中心
に店舗をつくる。 ➡ お客様の利便性を最大に

P7 ～ P10
地域社会経済発展月間として、特集記事が掲載されています。
P11 ～ P15
米山月間として特集記事掲載あります。" よねやま " を知ろう !
P16 米山梅吉記念館について掲載されています。
P36 10 月 24 日は「世界ポリオデー」
ポリオ根絶活動について掲載されています。
P44 表紙の絵について説明されています。
上段「空き腹にまずい物なし」

失敗からの教訓
経営理念・創業の精神(三客・田舎商売)
職業倫理

右側から縦書きページ
P9 ～ P12
この人訪ねて…… 遠山昌子さん前橋ロータリークラブ
宝塚出身ユニークなロータリーアンです。
P20

社長はこの戦略を「田舎商売」と称している。
広告代理店のすすめで「福岡」に出店
広告代理店は市場調査をしているのも関わらず、
売上が伸びず、撤退

企業の繁栄

P21

社員への還元・社会貢献

社長曰く
基本である「田舎商売」を守らなかったので失敗した。

■委員会報

■幹事報告（幹事 松岡泰光 )

（グローバル補助金委員会 代表連絡担当者 内田信行 )

■来信案内

「グローバル補助金 GG2012540 の終了
のお知らせ」

１）

グローバル補助金奨学生 川原瞳さんに
関する最終報告書はすべての要件を満た
すものであったため、本補助金はこれを
もって終了との連絡がロータリー財団から

川﨑誠治 Ｒ財団部門長より、ロータリー
財団セミナー開催のお礼。
■クラブより

本日例会終了後に、第４回定例理事会を開催いたします。
■今後の行事

和歌山東南 RC 創立 50 周年記念における植樹寄贈掲載あ
ります。
上段 右側 熊本東南 RC 慈愛園子供達のナスとミニトマト
の収穫体験が掲載されています。

届きましたのでご報告いたします。

■委員会報（青少年奉仕担当 宮川義行 )
社会奉仕・国際奉仕・

11 月 6（土）

公共イメージ合同セ
ミナー

大分県

J:COM ホルトホール大分

大分市

（ハイブリッドセミナー）

案内中
ローターアクト
11 月 13
（土）
・ 第３７回年次大会
2021 14 日（日）

大分県
大分市

大分センチュリーホテル

案内中
地区ホー

11 月 20（土）

職業奉仕

ムページ

WEB セミナー

WEB サイ

オンラインセミナー

トより
案内中

今月のアクト例会は 10 月 12 日と 19 日
です。新会員の出席もよく、他クラブの
ローターアクト会員の参加や合同例会も

増え、盛況に行われています。
11 月 13 日、14 日はアクト年次大会が
大分で行われます。人との絆を大切にし
ようというテーマです。お時間の許す方はぜひ参加されてくださ
い。以上、青少年委員会報告でした。

■委員会報（親睦・スマイル担当 草村安宏 )
ゴルフコンペ（松本一也直前会長取り切
り戦）および懇親会（表彰式）について

■ロータリーの友 ９月号、１０月号の紹介

（会報・雑誌担当 沼田敏雄 代理 永野昭一 )

①ゴルフコンペ 10 月 30 日（土）
9：30集合、10:10スタート、くまもと城南ＣＣ
②懇親会（表彰式） 10 月 30 日（土）

※ 読んで欲しいページを紹介します。

18：30 ～、瑞恵

◎ 10 月は地域社会の経済発展・米山月間です。

－２－

■出席報告（出席・スマイル担当 緒方公一 )
月日

会員数 出席者数

44
09 月 22 日 （免 4）
22
40
43
28
10 月 06 日 （免 3）
(Zoom 5)
40

MU

修正出
席者数

出席率
（％）

18

40

100.00

◎内田信行 5,000 円
誕生日お祝いありがとうございます。19 才で
70 才、いよいよ高齢者に仲間入りです。サクラ
カードの申し込み用紙も送られて来ました。皆

さん、特に杉本会員、これからは高齢者を大事
にしましょう。会員の皆様元気でなによりです。

68.29

◎松岡泰光 3,000 円
皆様、お久しぶりです。いろいろありましたの
で沢山報告もあるのですが、とりあえず、新し
い形で例会が再開できてよかったです。
熊本グリーンＲＣの大友様の来訪を歓迎します。
いろんなことが元に戻るまでもう少しだと思います。今後ともよろし

☆出席免除
09 月 15 日
住江正治 島村徹男 志賀重人 古庄浩
09 月 29 日
住江正治 島村徹男 志賀重人

くお願いします。

◎中島祐爾 2,000 円
妻の誕生祝いありがとうございます。

■スマイル（親睦・スマイル担当
松田和成）

◎杉本整哉 1,000 円
例会の再開で皆様の顔が見れて嬉しく思います。

◎吉田嘉昭 10,000 円
本日は久しぶりの通常例会です。楽しみにしてお
りました。会員の皆様の元気な顔を拝見して安堵
しております。オンライン例会には多くの会員に

出席を頂きましてありがとうございました。おか
げさまでコロナ禍にあって例会を休止せずに継続できました。
◎白木誠一 10,000 円
３日の親睦ゴルフは皆さんお疲れ様でした。紅一
点の彌冨さんと一緒で楽しいゴルフでした。

◎永野昭一 5,000 円

結婚記念日のお花ありがとうございました。当ク
ラブの設立年度に結婚しましたので、38 年目で
す。

◎小畑成司 5,000 円
先般、父 小畑時雄 永眠の際はたくさんの皆さま

からのご厚志を賜り誠にありがとうございまし
た。享年 91 歳でした。お陰をもちましてこの度
四十九日法要を滞りなく執り行うことができまし

◎宮川義行 1,000 円
久しぶりのキャッスルでの例会で、皆さんの元
気な姿を拝見できて安心しています。昨日、青

森で震度５の地震でした。熊本でもコロナに災
害が重なって、ここ数年思うように仕事になら
ない業種の方が多いと思います。建築はまだ踏みとどまっていますが、
飲食は一部を除いて大打撃を受けてきました。これからも皆さん奉仕
の精神で支え合っていきたいですね。

■卓話

（米山奨学生卓話 ティティコンサコルウオング，サクピシットさん )
「タイの観光地の紹介」

タイの観光地の紹介

た。コロナのお陰で会社経営はめちゃくちゃですが、海外添乗もなく
毎週のように大分に帰り最後の親父のわがままを聞いてあげることが
できて親孝行ができました。９月に入っても毎週大分に帰り色々を後
処理を行っていた為、リモートでも参加することもできなく申し訳ご
ざいませんでした。お詫びとお礼にスマイルいたします。
大体の流れ

◎緒方公一 5,000 円
久しぶりのリアル例会で皆さんにお会い出来る事
を楽しみにしていました。とは言え年末に向け第
６波が必ず来ると言われています。会員の皆様、
ご家族が感染されない事を願いスマイルします。

• バンコク
• パッタヤー
• ナコンサワン
• チェンマイ
• チェンラーイ
• プーケット
• パンガー湾
• タイでの移動手段

－３－

タイ王国

人口：約6900万人
言語：タイ語
宗教：9割以上が仏教
首都：バンコク
タイは一年中夏みたいな天候なの
で、夏服だけで快適に過ごせます。

バンコク ¢√Ÿﬂ∑ø

三大寺院

ドイ・トゥン

プーケット

 タイではクルンテープで呼ばれている

 ワット・プラケオ（エメラルド寺院）
 ワット・ポー（涅槃仏寺院）

 チェンマイ同様ワット・プラタートがトゥン山
に位置している

 バンコクから飛行機で直接行くことが推奨する

 タイの首都
 タイの王宮や政治機関が集中している

 ワット・アルン（暁の寺）

 エメラルドグリーンの海と真っ白な砂浜の美し
さから「アンダマン海の真珠」と呼ばれている

 標高は約2000メートル
 オリジナルのコーヒーが名物である

 渋滞都市世界ランキングワースト8位な
ので、バンコク都市内の移動は推奨し
ない

ﬂ⁄¢Êµ

 プーケットは大陸の一つではなく、島でありな
がら県である

 他にも服や家庭で使用するものなどのドイ・
トゥンのオリジナル商品が販売されている

 超高級なりソードがたくさんある

 タイで唯一市内で鉄道が使われている

 観光客が多いため、タイの全体よりは物価が少
し高い

 国際空港はバンコクのみ位置している

スカイバー（シロッ
コ）

パッタヤー ø“∑¬”

ビーチ・ダイビング

 チョンブリー県内にある

 透明度の高い海水がある

 タイランド湾に接してる

 ルーフトップバーの中で世界で最も高
い位置にあるスカイバー

 海はエメラルド色に輝く

 高級リゾートが多く

 バンコク全体の景色が見える

 コーラルに包まれた華やかな海で、ダ
イビングには最適である

 ビーチやマリンスポーツが行われている

 高級レストラン

 パンガー県にある
 大小約160もの島々が浮かび、
海上に突き出た様々な形の奇岩
や洞窟が名物となっている

 ここにしかいないといわれる固有の生
物が多く棲息する

 娼婦街とも知られている

 事前に要約が必要

パンガー湾

 ルブアというホテルの６３階にある

パッタヤビーチ

ワット・カオシーチャン

 ビーチは約4㎞続いている
 パラセリング、バナナボート、ジェッ
トスキーなどのマリンスポーツが楽し
める

パンイー島

タイでの移動手段

 パンガー湾にある

 タイは日本みたいに新幹線がないので、主な移
動手段は車である

 「水上生活者村」として有名である

 1996年にプミポン前国王在位50周年を記念して
彫られた巨大な大仏壁画である

 マレー系遊漁民が多く住んでいる
 パンイー島のオリジナル商品が売ってある

 高さは約130メートルで、横は約70メートル

 飛行機の方は空港のある県が少ないため、飛行
機で移動することは行き先があまり選べない
(国内空港は全国で6つのみ、バンコク、チェン
マイ、チェンライ、プーケット、ソンクラー、
サムットプラーカーン）
 車を持っていない場合には、バスまたはロッ
トゥー

ナコンサワン
 タイの最も重要な水路チャオプラヤ
川を形作る場所である
 ナコンサワンは中央部の北の部分に
あり、北部の下の部分にもあるから、
「北への玄関口」とも呼ばれていま
す。

ナコンサワンの
中国正月

タイの乗り物
 バンコクのタクシーは目的地によ
りお客さんを選ぶタクシーが存在
する（注意）

 毎年2月の中旬ごろに行われる

 外国人に対して、不正をすること
がある（注意）

 伝統的な行事である
 祖先を思い出す伝統である

 右下にある乗り物は「トゥクトゥ
ク」といい、普通のタクシーと値
段は変わらない

 たくさんの屋台が出される
 コンサートやパレードがある

 左下にある乗り物は「ソンテウ」
といい、バスと一緒なもので、決
まったルートに走っている

ナコンサワン中国正月の動画

チェンマイ ﬂ™¬
÷‚Ã¡å

点鐘

 タイでバンコクの次に都会な都市である
 バンコクと約700キロメートル離れているため、
移動手段は飛行機が推奨する
 チェンマイは独自の文化があり、仏像や料理、
建築や工芸品などは独特である。
 冬になると他の地域と違って、寒いと言える天
候になることがある

ワット・プラター
ト・ドイ・ステープ

ドイインタノン国立
公園

 ステープ山に位置している

 チェンマイ市内から車で約2時間

 ステープ山の標高は約1080メートル

 海抜2,565メートルで、タイで一番高い
山である

 この寺院に行かないとチェンマイを訪
れたことにはならないとよく言われて
いる
 チェンマイと言われたら「ワット・プ
ラタート・ドイ・ステープ」を思い出
すほどのチェンマイの名所である

 山頂は一年中涼しい(約12度）
 緑豊かな山である

チェンライ ﬂ™¬
÷√”¬

ゴールデン・トライアングル

 ミャンマー、ラオスと国境を接するタイ最北の
地である

 ミャンマー、ラオス、タイの3国が国境を接し
ている、メコン川とルアック川との合流点であ
る。

 チェンマイと同様な独自の文化がある
 チェンライの山岳には、様々な山岳少数民族な
どの孫が暮らしている

 近年、ゴールデン・トライアングル周辺に高級
リゾートがオプーンされた

－４－

（編集者

永野昭一 )

