
第 1286回例会 平成 25年 12月 18(水) 

＜今日のプログラム＞ 

1.点      鐘   

2.ロータリーソング 

 「それでこそロータリー」 

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．年次総会「次年度役員承認」 

9．次週の例会案内 

 年末懇親会 18:00開始 1階「住吉」 

10．点鐘 

第 1285回例会記録 平成 25年 12月 11日（水） 

■会長の時間             会長 宮原建樹君 

皆さまこんにちは、

本日は第 1285 回の

例会です。 

致します。先週クリ

スマスバレーボール

大会の参加チーム

から懇親会にお誘い

を受け、断る理由も

無いものですから荒武君と一緒に参加して参りました。

そのコーチの中のお 1人に警察庁の方がおられまして、

今の親子関係について色々な話をしましたが、昔と違

い今の親子関係は仲間という感じがする・・親が子供を

叱ることが出来ない・・昔なら拳骨が飛ぶような場面で

も叱る事さえしないという現状を感じていますと言われ

てました、来ておられた父兄の方々は「私達は違いま

すよ・・」と言われておりましたが、子供同士の関係も昔

とは変わって来ていて、喧嘩をして殴り合いをして、そ

の中で痛みを経験するという事も無いものだから昨今

の大きな事件まで行ってしまうのではないか・・と話さ

れておりました、私達佐土原ＲＣのスポーツ少年団活

動支援を通して貢献出来ると良いなと改めて感じまし

た。先週配達にも行っていると言いましたが先日は新

富町の下富田に配達業務で行って参りましたがそのお

宅で年配のご婦人から実年齢よりも大幅に上に見られ

てしまいまして・・マスクをしているからかな？？と思い

外そうかなと思ったのですが・・改めて納得されても困

るなと思い外すのを止めました（笑）仕事をしていると

様々なクレームも寄せられます。先日はガソリンのお

客様が灯油を買いに来られてそれをストーブに入れた

けどなかなか火が点かないという内容でしたので自宅

に伺い先ず臭いを確かめましたが異常は無く、どうや

ら芯を最後まで上げて無かったのが原因でして、色々

とご説明しましたら納得されまして、裏からお土産を沢

山持ってこられ戴いて帰った所です。元会員の加藤さ

んのお宅にも先日伺いましたが、敷地が相当広いです

ね、そこでも又野菜など沢山いただき物をしたところで

す。私どもには関係の無い事のクレームまで来ること

もあるのですが、今朝はその対応をしてきたところです。

又直接関係のあるクレームもあります。10 月に新築し

た家に配管をして、浴槽関係の配管接続部分に不具

合が生じて水が溜まったという事で対応しましたが、保

険会社と契約をして何かあった場合には写真も撮り手

続きをして対応しているのですが、保険会社の方から

も信用して頂きよく対応して頂けます。 

昔からクレームに対しては細心の神経をはらい誠心誠

意対応をすることを心掛け実行して参りましたがその

中で最後にはお土産まで戴いて帰る事が多くなりまし

た。地域密着で仕事をさせて頂いている私どもの会社

のカラーかもしれませんが大変有難いことです。 

■ 幹事報告           ●幹事 原田宗忠君 

＜報告事項＞ 

＊ ガバナー事務所

～台風 30 号による

フィリピン被災に対

する義援金につい

て・・日ノン全国 34

地区のガバナー会の

以降を集約しﾛｰﾀﾘｰ

ｸﾗﾌﾞとしての義援金を送ることと致しました。12 月

２０日までに大迫三郎ガバナー名義の口座へ会員

1口 1,000円の振込みをお願い致します。 

＊ 宮崎東ＲＣ会長久寿米木和夫～車椅子バスケット

ボール南九州大会に対する後援名義使用承認の

お願い。 
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＊ 佐土原商工会会長長田寛～2014年寿 新年賀詞

交歓会の開催のご案内 

日時～平成 26年 1月 6日（月）11:00～12:30 

場所～佐土原商工会 2階 

会費～お一人様 2.000円 

☆私事なのですが一つご案内をさせて頂きたいと思い

ます。娘が「安心カナダ留学サポート」と申します事業

を立ち上げまして、皆様のお手元に案内書をお配りし

ております。安心安全な留学をサポートさせていただ

きますので、ご家族、お知り合いに居られましたら是非

ご一報お願い致します。 

■ 出席報告                ●永野陽子君 

＊会員数    26名  

＊免除会員数 2名 

＊出席数   19名 

＊欠席数   7名 

欠席者～村岡君・村上君 

正岡君・大久保君・ 

高山君・林萬君・中武君 

＊出席率   79.1％ 

＊修正    84.1 ％ 

 

■ ハッピーＢＯＸ披露          ●長倉祐一郎君 

 

＜ニコニコへ＞ 

＊ 村岡博君恵子さんご夫妻～10 月のお祝いのお返

しに。ありがとうございました。 

＊ 柳田光寛君～誕生祝ありがとうございました。53

年大病の記憶も無く、ここ数年は風邪もひかなくな

りました。少し太目が健康の秘訣のようです。最後

に・・丈夫な身体を授けてくれた両親に感謝！！ 

＊ 林初子さん～12 月の誕生祝い有り難うございまし

た。クリスマスになると又年を取ります。だって～

～12月 25日が誕生日なんですもの＾＾ 

＊ 藤堂孝一君真由美さんご夫妻～12 月結婚記念月

のお祝いをありがとうございます。今年で 34 回に

なります、早いですね、ロータリーで祝っていただ

きありがとうございます。 

＊ 吉田洋子さん～12月誕生祝お返しとして・・1年が

早いです、ありがとうございます。 

＜財団へ＞ 

＊ 岩切正司君～会員増強に励みましょう。 

■ 委員会報告      ●親睦委員長 吉田康一郎君 

クリスマスバレーボー

ル大会関係の備品支

払いがオクトンの方に

終了致しました事をご

報告致します。 

川畑君の方からニッセ

イのゴルフコンペの案内が来ております。詳細は川畑

君へ問い合わせお願いします。 

12 月 25 日の年末懇親会へ大山志保プロを何とかお

呼びできないかと色々と動いております。 

もし来ていただけた時には 30分ほど時間を取り、お話

をして頂こうと思っています。ワンポイントレッスンなど

していただけたら最高ですね。中山代議士にもお越し

いただけるようにお願いしておりますから会員の皆様

もご家族同伴でにぎやかに楽しい懇親会にしたいと思

いますので宜しくお願い致します。 

■ 会員卓話                  ●荒武義博君 

本日は近況をお話し

て卓話としていただこ

うかと思います。先日

川畑君の実家にエア

コンの取り付けに行

かせて頂きました。当

然私が伺ったのです

が、どうやら川畑君の

お母様は息子の方が来たと思われた様で、川端君か

らその話を聞き大変良い気分にして頂きました（笑い）

会長の話で色々なお土産を戴いて帰るという事でう

ちと似ているなぁ・・と思っています。家族経営の私の

所とは規模は違いますが（笑）少子高齢化の中高齢

の方のお宅に訪問して仕事をさせて頂く事が多いの

ですがお年よりは本当に若い人が好きだな！と感じ

ます。私も年齢よりは若いつもりでおりますが、息子

を連れて行きますと喜ばれ方が違います。「次からは

息子を来させてくれ」と言われます。お年寄りに好か

れることは良いことだなと思います。2 代目になる私

がこの仕事を始めたときに小学校 1 年生だった次男

はよく仕事について来ていました、その影響なのか 3

代目として家業を継ぐと言い出し、4 月に高校を卒業

後 9月まで事前研修という事でうちで研修をしその後

神奈川県の戸塚にある日立の学校に入校し研修を

済ませ、先日帰って来ましたが 3 ヶ月でかなり成長し

たのを感じました。国家資格を取得する為の研修でも

あるのですが、遠方で就職している長男からも 1種の

資格を取れたと連絡があり、兄弟で 1 種・2 種と資格

を持っていたら将来的にも頼もしいなと思いました。

卒業式で決意表明を読み上げたのですが最後に「親

に感謝します」とありました。大変嬉しく感じました。何

事に関しても感謝をすることを忘れない事が大切だと

常に教えて来ましたから私自身も感謝を忘れずに公

私共に頑張りたいと思います。たった 1度の人生です

から何事にもプラス思考で生きて行きたいですね！

年末恒例の楽しみの一つで「宝くじ」も色々な県で購

入しています。楽しみです！運は持っている方なので

期待していて下さい、当たったら色々なところに寄付

します！（笑）年末懇親会には奥さんと参加しますの

で宜しくお願い致します。 

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。 


