
第 1268 回例会 平成 25 年 7 月 31 日(水) 

＜今日のプログラム＞ 

1.点      鐘  2.ロータリーソング                  

3.会長の時間     『それでこそロータリー』 

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．会員卓話  

9．ＳＡＡより次週例会案内 

10．点鐘 

第 1267 回例会記録 平成 25 年 7 月 24 日（水） 

■会長の時間        会長 宮原建樹君 

皆様こんにちは、先

ず始めに本日のﾋﾞｼﾞ

ﾀｰのご紹介を致しま

す。高鍋ＲＣより井上

博功さんです。 

川畑恵理子さんにも

先週に続き参加して

頂きました。 

井上さんは梶田会員が 1回目の会長で私が幹事をさ

せて頂いた時の高鍋ＲＣの会長をされていました。本

日は林厚雄会員に卓話の依頼をしていたのですが、

仕事の都合で欠席されますので私が少し長めに話をさ

せて頂こうかなと思います。先ほどお配りしました夏祭

り団扇ですが、裏に協賛スポンサーが掲載されていま

すが、今回は梶田会員・藤堂会員・中武会員と私で今

までと変わっていると思います。岩切徳夫さんがいらっ

しゃる時には会員の皆さまに半強制的（笑）になってい

ただいて 13,4名の会員さんがなっていたと思います。 

この実行委員長の方が途中でリタイアしてしまったも

のですから急遽私が引き受けて団扇もこうして出来上

がりやっと目処がたった所です。そんな中 8月 3日に

結婚式をあげる事になった息子からは「招待客の方は

自分の関係者で一杯になったからお父さんの方は誰

も呼ばなくても大丈夫だよ」と報告を受け少し寂しい思

いなんかも致しておりました。先週金曜日に岩切研修

リーダーのお寺に原田幹事と伺いまして、色々と打ち

合わせをして参りました。その中で先ず、新入会員研

修会を先ずは来月から行おうと思います、研修会の後

は親睦と会員増強も兼ねてささやかな懇親会も考えて

おります。8月は中旬以降になる予定です。会員全員

が対象ですのでドシドシ参加して下さい。ＣＬＰ検討委

員会も併せて岩切さんと話し合いましたが前ガバナー

年度に作成されました資料がありまして、なかなか勉

強になります。読んでおりますとＣＬＰ導入については

各クラブ色んな意見があり、難航もしているようですね。

皆さんにも是非読んで頂きたい資料です。ＣＬＰ検討委

員会メンバーも来週発表したいと思います。 

職業奉仕に関しましても大迫ガバナー年度になり更に

力強く打ち出しておりますので、私の方も会長の時間

を無駄にすることなくなるべく話しをして行きたいと思っ

ています。今日お話しするのはもう 30年前になります

が私がシミズに入りまして 2.3年目です。佐土原小学

校の前に家を造られた方で私が当時営業に行きまし

て二つ返事で契約して頂いたのですが営業も当は・・

（笑）現在とは大違いです。それから二・三年後の事で

すが、その方から電話が入り「直ぐ来て！」と言われま

して行きますと、何と・・死んだ犬を埋めてきて欲しいと

いう事でした。当時私は何で？！何で私がそんな事を

しなければならないのか！！という気持ちが一杯で仕

方なく埋めた覚えがありますが、その時その方が言わ

れたのが「この町で何かあったらシミズさんを頼れと言

われたから」という事でした、しかし当時はロータリーに

も入っておりませんから「職業奉仕」という言葉も意味

も分かりませんから、かなり不満を感じた事を覚えてい

ます。今にして思えばそれも一つの職業奉仕の延長で

そうなっていたのだなと思いました。しかしその「なにか

あったらシミズさんを頼ればいい」と言う言葉にはやは

り感動しました。ホントに職業奉仕とは感動だなと思い

ます。先日は店の前の道路に猫が死んでいたもので

すから何も考えずに裏庭の隅に埋めてあげたのです

が、その話をシミズの父親にしていますと母が聞いて

おりまして「気持ちが悪いから移動させて欲しい」と言う

ものですから仕方なくビニール手袋を 2枚重ねにして

掘り起こし作業を致しました。犬猫の死骸は産業廃棄

物扱いになりますから市に連絡をすれば処分はしても

らえるのですがそれでは何となく可哀想な気持ちにな

りますね、今年度のクラブテーマに決めました「職業奉
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仕で感動を」に関して今後も会長の時間の中で話をし

て参りますので宜しくお願い致します。 

■ 幹事報告         幹事  原田宗忠君 

例会変更届け～無 

＊ 社会奉仕セミナ

ー開催のご案内～

日時 8 月 24 日 

13:15 ～ 15:30  

12:45 受付 

場所 都城ロイヤ

ルホテル３Ｆ  

登録料 ￥2000（茶菓子 コーヒー付き） 

＊ＶＴＴグループの受け入れ打ち合わせ会のご案内 

 日時 7 月 30 日 18:30～19:00 食事 

 19:00～打ち合わせ会 

＊青少年交換ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝのご案内 

 日時 8 月 31 日 受付 10:30～開会 11:00～12:00 

＊国際奉仕委員会資料提出のご案内 

＊南高松ＲＣクラブ例会参加のご案内 

＊ガバナー月信原稿依頼～１、原稿２、集合写真３、

公式訪問時の週報 

＊青少年交換留学生募集チラシ 

＊ﾛｰﾀﾘｰｶｰﾄﾞ・カード申し込み書 

■出席報告            長倉祐一郎君 

 

会員数：24 名（免除 2 名） 出席数：19 名 

メイク届け：0 名 

欠席者数 ：5 名 

正岡君・日高君・荒武君・

村上君・林厚君 

修正～率：78.2％ 本日出席率：78.2％ 

■ハッピーＢＯＸ披露       林 萬松君 

＜ニコニコＢＯＸへ＞ 

◎中武ちづ子さん～7 月のセレモニー、有り難うござ

いました。 

＜財団へ＞ 

◎岩切正司君～暑くなってきました。身体に気をつけ

ましょう。 

■委員会報告       ＳＡＡ 岩切 正司君 

ＳＡＡと言いますのは

日本語では会場監督で

す。 

クラブによりますと非

常に厳しいＳＡＡもお

ります。例会と言います

のは会員だけが参加で

きるのです。会場スタッフも事務局も入れないクラブ

もあるのです。 

例会参加と承認されるのは 60％の参加時間が必要で

ありますから、食事だけを取り退席するのは欠席扱い

であります。最低36分過ぎればセーフではあります。 

例会の厳粛性を保つ為にも大切な事だと思いますの

で今日は敢てお話をさせていただきますが、ネクタイ

と事務局が日本ロータリークラブの 2大特徴でありま

す。ガバナーが就任はじめに会長の皆さまへネクタイ

をプレゼントされるのも「襟を正して例会に臨む」と

いう意味合いがあるのです。服装に関しましてもここ

サンホテルになりまして随分よくなってまいりまし

たが、時間の都合などで仕事着であっても上着を着用

する等の心構えが必要かと思いますしクールビズで

も襟のあるシャツ等が良いと思います。あと、例会中

の私語ですが、テーブルに赤ランプを備え付けてある

クラブもありまして、私語の警告をＳＡＡがするので

す。ですからやはり、私語は謹んで話を聴く姿勢は常

に持って頂きたいと思います。この様な事は例会の厳

粛性を保つ為の基本になります。佐土原は食事を済ま

せて例会に入りますが他のクラブにメイクに行かれ

る際はそのことも確認して事前に事務局に連絡を入

れてマナーを持って参加して下さい。例会の充実の為

にも厳粛性のある例会にして、1 時間参加して良かっ

たなと思える佐土原ＲＣの例会にして参りましょう。

ロータリーの奉仕するもの最も報われると言います

のは経済利益の事でありますから、この事も最後に申

し上げたいと思います。 

         親睦委員長 吉田康一郎君 

ﾄﾑﾜﾄｿﾝゴルフコース

でゴルフコンペを考

えております。会員の

皆さまから工夫を凝

らした、面白い商品券

を提供して頂いて楽

しい今までに無いゴ

ルフコンペにしたい

と思います。又親睦としましては 9 月位に全員が参加

でき親睦が深まる様な企画も検討しております。人数

は24名のクラブですが30～35名のクラブのように頑

張って参りましょう！ 

クラブ広報            中武幹雄君 

広報と言いましたら

色んな活動がありま

すが・・その中の一

環としまして「佐土

原ＲＣと私」という

テーマで25周年を記

念しての原稿の提出

を皆さまにお願いいたしましたが後 1 名の未提出

がありますので宜しくお願い致します。また今後藤

堂委員長を中心にクラブ広報としての活動をして



参りますので宜しくお願い致します。 

☆例会後に提出用の写真撮影☆ 

 
      女性会員 3名写真 

☆本日の食事☆ 

 

例会風景 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員会報告             藤堂孝一 

公共イメージ部門・クラブ委員長会議 

2013 年 7 月 27 日（土）13:00～16：00 

都城市 メインホテル 5f シャインホールに於

いて開催された。大迫ガバナーの挨拶に始まり公共

イメージ部門の果たす役割が大いに期待されてい

るとのことでした。ロータリアンにも情報不足な面

がありロータリーの情報をどんどん発信してくだ

さいと期待されています。 

1. 2730 地区の全クラブがＷＥＢサイトを開設す

る、地区内外のロータリアン、および一般の方

が地区内すべてのクラブのページを見て情報を

得ることが可能となる。 

  公共イメージアップ、ビジター訪問の可能性を

拡げひいては会員増強につなげる。 

公式サイトを保有するクラブはリンクを貼り、

アクセス向上に役立てる。 

保有化すると全国でも初めてのことで、画期的

なこととなる。 

2. Facebook の活用について説明があった。 

3. 広報活動について 

新聞やテレビ等に出たことについては各クラブ

より地区事務所宛に記事をＰＤＦにしてメール

で送る。 

4. 昨年に続きラジオキャンペーンに続き地区内の

ロータリアンにメールなどでインタビューし 

地区のＷＥＢサイトに掲載する。 

5. 雑誌関連報告 雑誌委員としての活動について 

2730 地区のホームページに友の見所としてＵ

Ｐしているので活用してください。 

6. クラブのＩＴ化について質疑応答 

事例の紹介 

 
 

 

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。 

次週予告 

8月7日 クラブフォーラム 会員増強について 

8 月 14 日 特別休会 

8 月 21 日 会員卓話 藤堂孝一 

8 月 28 日 会員卓話 太田 忍 


