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◇歌唱「それでこそロータリー」     ◇会長挨拶    
◇幹事報告      
◇卓話：「我が生業」 山口利通君 
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＝本日の例会行事＝ 

年 月 日創立 

地区 

こころの中を見つめよう 博愛を広げるために 

２０１１～２０１２年度 

◎幹事報告 

◇ガバナー事務所より 

＊バンコク国際大会 日本人親善朝食会についての依

頼  

・５/６(日) ６：３０～８：００ ・ザ インペリアル クイー

ンズ パーク ホテル ・会費：4,800 円 

＊バンコク国際大会 JAPAN NIGHT PARTY の案内 

 ・５/６(日) １８：００～２１：００ ・ロイヤルオーキッドシェ

ラトン ・会費：10,000 円 

＊「新財団補助金に関する勉強会」の案内 

 ・２/８(水) １４：３０～１６：３０ ・藤沢駅南口 第一相

澤ビル６階会議室 締切：２/１(水) 

＊地区補助金申請書案内（２０１２～２０１３年度）  

・申請期間：１/１６～３/１４ ・プロジェクト実施期間：２

０１２年 ７/１～２０１３年 ４/３０ 

・補助金対象金額：１プロジェクト １，０００ドル～３，０

００ドル 

 ※添付資料・・・①Ｒ財団地区補助金プログラムとは 

②地区補助金申請フローチャート ③適格なプロジェク

ト、不適格なプロジェクト ④ロータリー財団地区補助金

申請書 

＊国際奉仕 クラブ活動状況調査に協力依頼 

 ・姉妹クラブ・友好クラブ資料更新の為、追加変更の

報告 ・国際奉仕事業アンケート ・締切：２/１５(水) 

◇インターアクト一泊研修会 参加協力の依頼  

・３/２４(土)～２５(日) ・厚木市立七沢自然ふれあいセン

ター 費用…宿泊：6,000 円 日帰り：3,000 円 

◇米山記念奨学会より ・２０１１年度下期普通寄付金の依

頼 ・ハイライトよねやま 142 

◇ＩＭホストクラブ（寒川ＲＣ）より 各クラブ会長ノミニーによ

るＩＭグループ討論結果発表の依頼 

◇タウンニュース 

◎例会変更 

☆茅ヶ崎湘南 ２/１５(水) ⇒ ２/１７(金) １９：００点鐘 グラ

ンドホテル湘南 ビジター費：7,500 円 

              （大和ＲＣ・相模原大野ＲＣ合同例会） 

          ３/１４(水) 休 会 （クラブ定款により） 

☆茅ヶ崎中央 ２/２４(金) １８：３０点鐘 （創立記念例会） 

          ３/３０(金) 休 会 （クラブ定款により） 

☆寒川 ２/６(月) ☆綾瀬 ２/７(火) ☆茅ヶ崎湘南 ２/１(水) 

☆茅ヶ崎中央 ２/３(金) ☆綾瀬春日 ２/１(水) 

⇒ 上記いずれの例会も ２/４(土) １３：００点鐘 寒川神

社参集殿 （ＩＭ合同例会）に変更 

◎会報 着 茅ヶ崎湘南 

昨年のＩＭで閉会の辞を述べる小

林現会長。今年はさらなる大活躍

を見せてくれるはず．．．． 



 ◎出席報告  古性武志会員 

日時 回 現会員 計算会員 出席 ＭＵ済 欠席 暫定出席率 修正出席率 
１／１９ ２５１６ ３３ ３０ ２８ ０ ２ ９３．３３％  

１／５ ２５１４ ３３ ２５＋６ ２７ １＋１ ２ ９０．３２％ ９３．５５％ 

 

卓話は当クラブホームページからお聴きになることが可能です 

◎スマイル報告 横山 貢会員 

小林亨君＆出口敬純君 皆さん、こんにちは。本日の山口

さんの卓話、心して聞かせて頂きます。 
加藤 寛君 おかげ様で天津一号店をオープンしました。 
伊藤留治君 日頃口の思い山口利通さん、今日はスピーチ

大変でしょうが、頑張ってね！ 
成田栄二君 久しぶりの例会です。よろしくお願いしま

す。山口さん、卓話よろしく！ 
田中賢三君 山口さん、得意な卓話、楽しみです。 
岩澤 正君 今日は山口さんからの卓話を承ります。 
大森久巳男君 山口利通様、卓話宜しくお願いします。楽

しみです！ひと言余分で、時間厳守でお願い致します。 
粂 仁夫君 山口利通さん、卓話楽しみです。 
斉藤信夫君 山口さん、卓話楽しみです。皆さん、寝ない

で下さい。 
山本幸一君 山口さんの生業についてしっかり拝聴させ

ていただきます。 
加茂正司君 山口さん、卓話を楽しんで聴きます。 
杉本行廣君 山口さん、卓話を楽しみにしています。 
山口利通君 本日は待ちに待った卓話です。よろしくお願

い致します。 
池上 實君 口数の少ない山口氏の卓話、心配しながら楽

しみにしています。 
平井 茂君 山口利チャン、レベルの高い話、期待してい

ます。（お札がないので、硬貨でスマイル） 
古性武志君 加藤さん、中国のお店開店おめでとうござい

ます。山口さん、卓話宜しくお願いします。 
和田幸男君 山口利通さん、卓話ご苦労様です。 
岡本辰男君 山口さんの卓話、楽しみにしておりました

が、急用で早退させていただきます。残念です。 
横山宏実君 山口さん、卓話お願いします。我が生業の後、

「横山にもわかるロータリー」楽しみにしています。 
佐々木博君 山口利通様、卓話よろしくお願いします。 
横山 貢君 山口さん、卓話ご苦労様です。加藤さん、天

津一号店おめでとうございます。色々情報を教えて下さ

い。 
［本日 22 件、27,000 円です］ 

＝卓話者プロフィール＝ 
やまぐちとしみち  
1945 年 9 月 14 日生まれ 
食糧品ＭＤ 株式会社湘南山

鉄代表取締役社長 
1979 年入会  1995-1996 年

度会長 
現年度：スマイル委員 

【卓話概要】 
 実は近頃はあまり仕事をしていないので（笑）、昔の仕事

のことをお話します。 
 目立ちたがり屋で新しいものは何でもやってみるという

性格で、これまで 20 くらいの商売をしてきました。35 年

ほど前に、北口駅前の現在ブータンというカレー屋がある

ところでハンバーガーショップをやってみました。これは

伊藤さんが親父に「たまには息子にもやらせてみては？」

と言ってくれたので、やれたわけです。最初はふかす饅頭

の店をやったのですが、冬はよかったのですが、夏には売

れずにハンバーガーショップをやることにしたわけです。 
 また、海外旅行会社というのもやってみました。現在は

海外旅行を取り扱うためには「一般旅行業取扱主任者試験」

という国家試験がありますが、私はその第１回試験を受け、

合格しました。試験にはシティコードやキャリアコードと

いった科目がありました。当時、神社やお寺が結婚式場に

なり、そこへ引き出物を収めていた関係で、年に２度展示

会に参加していました。そこに結婚を予定しているカップ

ルが来て、新婚旅行の予約をしてゆくわけです。まだ国内

が主流でしたが、これはいずれ海外旅行の時代が来ると考

えて取得したのですが、この考えは当りました。ジャルパ

ックのパンフレットを置いておくと、やはり新郎新婦が申

込みをするんですね。特にハワイとグアムですが、当時は

海外旅行の代理店というものがなかったので、お客さんが

直接ＪＡＬに連絡して、それでＪＡＬから私の方へ連絡が

入るというシステムでした。 
 様々な仕事をするのに際して、事務作業がかなり煩雑だ

ったので、35 年ほど前に「マイコン」と呼ばれていたコン

ピュータを購入しました。当時はタンディ、コモドール、

アップルが御三家と言われていたのですが、今はアップル

だけしか残っていません。これは事務作業の省力化という

意味ではとても大きかったですね。 
 かつては新巻鮭の販売でうちは三越に次いで二位だった

のですが、どうも数の子の売れ行きが思わしくなく、なぜ

かと考えました。それで参考のためにアメ横に行って、日

本一売れる店というのを見てきました。ところが、その店

の間口は二間くらいしかなくて、その陳列の技術を学んで

きました。人間、こうありたいという意識を持ってアンテ

ナを張っていれば、キャッチできるものなんですね。アメ

横のディスプレイを真似てみたら、翌日から売上が３倍～

５倍になりました。 

卓話：「我が生業」 山口利通君 

山口会員の卓話に聴き入るメンバーたち 


