
第 1267 回例会 平成 25 年 7 月 24 日(水) 

＜今日のプログラム＞ 

1.点      鐘   

2.ロータリーソング  『手に手つないで』                 

3.会長の時間      

4.幹事報告      5.出席報告 

6．ハッピーＢＯＸ披露 7．委員会報告 

8．クラブ協議会  会員卓話 「林 厚雄君」  

9．ＳＡＡより次週例会案内 

10．点鐘 

 「理事・役員会」 

第 1266 回例会記録 平成 25 年 7 月 17 日（水） 

■会長の時間        会長 宮原建樹君 

皆さまお疲れさま

です。先週はお休

みさせていただき

ました。日高副会

長をはじめとし、皆

さま・特に林萬松会

員、色々なご配慮

を有り難う御座いました。会員の皆様全員のご協力誠

に有り難う御座いました。 

先日テレビを見ておりましたら脳梗塞・くも膜下出血等

について色々とやっておりまして、それらは必ず前触

れとしての症状が見られるそうです。両手を真上にま

っすぐ挙げさせても手のひらが合わせられずにちぐは

ぐの状態でも本人は気が付けなかったり、顔が引きつ

ったり、口が回らなくなったり、食事もうまく口に運べな

くなる等・・色々な兆候があるそうですが、今は優れた

治療法がありますから、4時間半以内に治療を受ける

事が出来れば助かるという事でした。このような前触

れに関しては本人よりも家族の方が気付く事が多いそ

うです。自覚症状が無くても色々とおかしな事がみられ

るそうで私の友人も看護師をされている娘さんが先に

気付いて病院に連れて行かれたそうです。私の母も 

くも膜下出血で 52才の時に亡くなっていますが、その

とき私が一緒に食事をしておりまして、母が「救急車は

呼ばなくていい」と言ったものですから・・・母は高血圧

の薬を飲んでいなかったのです。何故かといいますと、

飲み始めたら一生飲み続けなければいけないからイ

ヤだと言うことだったみたいです。亡くなった後に友人

の方から聞きまして、引き出しの中には薬が沢山入っ

ておりました。私も地元で生まれ育っていますから、

「お母さんは若くして亡くなってしまったね」と今でも

時々声を掛けて頂き有り難く感じております。 

ＣＬＰの勉強会リーダーを岩切会員にお願いしておりま

すが、近日中にお寺の方に伺い色々と具体的な事を

相談したいと考えております。 

＊体験例会の川畑恵理子様紹介 

                       村上 實君 

川畑さんとは以前か

ら面識があった訳で

は無くたまたま会社

に挨拶に来られ、話

をする中でロータリ

ー会員に相応しい

方だと思いました。

ご主人は串間市の方で蒲鉾屋を営んでおられるそうで

す。大変美味しい蒲鉾も頂きました。ご本人も以前ライ

オンズクラブに入っておられたということも在りこの様

な活動には興味をお持ちでしたから、本日例会体験へ

お誘いしました。ロータリークラブとライオンズクラブと

の違いも具体的に分かられる事と思います。今後我々

の仲間になられますようにどうぞ宜しくお願い致しま

す。 

＊川畑恵理子様ご挨拶 

私の仕事上でもネット

ワークといいますの

は大変貴重なもので

ありますが、たまたま

村上さんの会社へ飛

び込み営業で伺いま

して、色々とお話させ

ていただく中で本日お邪魔させていただくことになりま

した。とても緊張していたのですが、宮原会長様も気さ

くな方で、例会も大変和やかな楽しい雰囲気でいいな

ぁ！と感じております。又ご縁が御座いますようにどう

ぞよろしくお願い致します。 

                   

         2013～2014        国際ロータリー第 2730地区 

         

          会 長：宮原建樹  副会長 ：日高邦孝    RI2730地区ガバナー 大迫三郎 

          幹 事：原田宗忠  会 計 ：竹下 隆   中部分区ガバナー補佐 尾崎敏弘 

          事務局：吉野由里子 会報委員：藤堂孝一   RI会長テーマ みんなに豊かな人生を 

          例 会 場：サンホテルフェニックス     2730 地区テーマ  職業奉仕の実践 

          例会場住所：宮崎市大字塩路浜山 3083番地   『ロータリーを実践し  

          例会場 TEL :0985-21-1313・FAX 0985-21-1347    みんなに豊かな人生を』 

          事務局住所：宮崎市佐土原町下田島 11703-18 TEL0985-62-7833 FAX0985-62-7877    

RI テーマ 

みんなに豊かな人生を 

 



■幹事報告            原田宗忠君 

＊例会変更届け～無し 

＊ 2012－2013 年度

ガバナー事務所～御礼

の文書 

＊ 高鍋ＲＣ～7 月の

例会案内＝4 日ガバナ

ー公式訪問 11 日前会長･幹事へ記念品贈呈 

100％表彰式 

  会員卓話 18 日会員卓話 25 日新年度親睦会 

＊出席率の算出最新～従来の規定では、出席免除され

た会員は分母及び分子に含まれておりましたが、こ

の改定により出席した場合にのみ出席率計算の対

象になります。 

■出席報告             永野陽子君 

会員数：24 名（免除 2 名） 出席数：18 名 

メイク届け：0 名 

欠席者数 ：6 名 

梶田君・大久保君・中武

君・吉田君・荒武君 

林・厚君 

修正～率：86.1％ 本日出席率：78.6％ 

 

■ハッピーＢＯＸ披露       長倉祐一郎君 

＜ニコニコＢＯＸへ＞ 

◎林萬松・美和さんご夫妻～苦節 17 年、子供 3 人ま

だまだこれから続きます。 

◎林 美和さん～万博生まれなので年が覚えやすい

☆43 才になりました。 

＜財団へ＞ 

◎岩切正司君～体験例会の川畑恵理子様をお迎えし

て。 

■委員会報告 

岩切正司会員へ前年

度地区フェローシッ

プ小委員会委員長へ

の感謝状・今年度地区

クラブ管理部門・部門

長・フェローシップ委

員長への委嘱状 

 

★ 岩切正司会員へＰＨＦピン＋７の贈呈式 

★岩切 正司会員 

   ♪おめでとうございます♪ 

■クラブ協議会 

出席委員              永野陽子君 

今年度は出席委員としての役割を考えながら皆様と

活動を共にして参りたいと思いますのでどうぞ宜し

くお願い致します。 

親睦委員             長倉祐一郎君 

今年度は親睦委員致しまして家族同伴で参加の出来

る行事を１つ増やしたいと考えておりますので皆様

のご協力をお願い致します。6 月に開催しました 9 ク

ラブゴルフ懇親会の方も佐土原クラブの参加が多く

良かったなと思っています。あと先週の私の 3 分ＳＰ

今日配られた週報見ますと何処にも見当たらなくて

大変寂しく思っていますが・・（笑）何処に行ってし

まったのでしょう？？ 

「ｽﾐﾏｾﾝ･ｼﾞﾑｷｮｸﾉﾐｽﾃﾞｼﾀ“」 

＊広報委員長            藤堂孝一君 

今年度のＨＰですが、まだﾘﾆｭｰｱﾙが出来ておりません 

が今宮崎北ＲＣ会員の安達さんに相談しながら進め

ております。地区のＨＰとリンク出来る所は利用して

なるべく便利に経費も削減出来るように作成ﾘﾆｭｰｱﾙ

致しますので今しばらくお待ちください。 

＊社会奉仕委員           柳田光寛君 

今年度始まりました

が、先ずは奉仕ﾌﾟﾛｼﾞ

ｪｸﾄ委員会の飲み会を

早めに開催して欲し

いなと思っておりま

す。 

 

＊ﾛｰﾀﾘｰ情報委員           村岡 博君 

情報委員として皆様

への色々な情報を発

信出来る様に活動し

て参ります。 

＊ 財 団 委 員 長            

郡司武俊君 

写真 

地区補助金につきましては今年度申し込みの間に合

わなかったﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを次年度又チャレンジしようと

思っております。 

＊ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員長       田邉 揮一朗君 

今年度延岡中央ＲＣ

さん幹事クラブで開

催されますライラに

も又参加協力させて

頂きたいと思います

ので皆様のご協力を

お願い致します。 

＊会員増強委員長          太田 忍君 

今年度は会員増強目

標達成の年度とする

べく、グループ活動を

実行して参りますの

で宜しくお願い致し

ます。 

 



＊会員選考委員           正岡文郁君 

会員選考は非常に大切

でございます。みなさ

まどうぞ正規の手続き

を踏まえましての会員

増強をお願い致します。

前回私が申し述べまし

た「先生と言われるほどの馬鹿でなし」という格言を

再度正確に紹介させて頂きます。 

＊会員増強委員          相川久仁子君 

日々女性会員の会員

増強を心掛けており

ますが、その中でよく

言われますのが「資料

はないのですか？」と

いう事です。是非何か

資料のような物を用

意して頂きますと助かります。 

■ 3 分間ＳＰ            林 萬松君 

私の祖父も父親も脳

梗塞が原因で亡くな

っております。私も常

に身構えております

が不調を感じる事も

ございますので病院

で検査等も数回受け

ておりますが今のところ脳梗塞だと診断はされてお

りませんが不調は感じますので、玉ねぎが良いらしい

と聞き３ヶ月続けましたが全く変化無く、現在は霧島

の湧き水で良いのがあるらしいと聞き 3月から飲んで

おりますが効果が出ております！これは続けようか

なと考えております。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

『メモ』 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 つのテスト 

『言行はこれに照らしてから』 

1. 真実かどうか 

2. みんなに公平か 

3. 好意と友情を深めるか 

4. みんなのためになるかどうか 


