
第 1293回例会 平成 26年 2月 12(水) 

＜今日のプログラム＞ 

1.点      鐘   

2.ロータリーソング～♪ 

 「我らの生業」 

3.会長の時間 

 ゲストの紹介 

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ゲスト卓話 

9．次週の例会案内 

 2月 19日（水） 

「会員卓話」 ＊梶田與之助君 

10．点鐘 

第 1292回例会記録 平成 26年 2月 5日（水） 

■ 会長の時間           ●会長 宮原建樹君 

皆さまお疲れ様です。本

日は第 1292 回の例会で

す。 

本日は特別会長の時間と

しては用意しておりません

が一つ・・先週藤堂会員よ

りいただきました「創立 25

周年記念文集」を全部読ませて頂きました。ありがとう

ございました。柳田君は延岡から例会場まで通って来

られていた時期もあったとか・・さぞや大変だったと思

います。本日は米山奨学金 2 月度授与となっておりま

すのでここで楊さんへ授与したいと思います。この奨

学金期間も 3月までですから、もう後 1回しか残ってお

りませんね、早いものです。終わりましても例会にはど

うぞ参加してくださいね。 

■米山奨学金 2月度授与         ●楊 潔さん 

■幹事報告                 ●原田宗忠君 

※ ロータリー勉強会 第 2回 開催のご案内 

日時  3月 20日（木）19:00～21:00 

場所  ホテルマリックスラグーン 1階会議場 

参加対象 中部分区のロータリアンでもっとロータ

リーを知りたい方。 

講師  原田貫太郎（元ガバナー補佐） 

     演題「職業奉仕について」 

費用 資料代 100円・食事代￥2.000 

※ 西都ＲＣ～2月の例会案内 

  2/4=外部卓話 100万ドル    2/11=祭日休会 

  2/18=夜間例会    2/25=外部卓話（国際奉仕） 

※ ロータリー米山奨学会～確定申告用領収書の件 

※ 阿久根ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ創立 40 周年記念式典・祝賀会

のご案内   日時 4月 13日日曜日 

会場 ホテルＡＢＣパレス 

登録料 1名 10.000円 

※3 月 9 日宮崎県ＩＭへの参加者確定・当日の車の手

配等。全員登録になっております。出来るだけ参加協

力をお願い致します。 

 
 

■ 出席報告               ●吉田康一郎君 

＊会員数～25 名  出席

免除 2 名（梶田君・正岡

君） 

＊ 出 席 数 ～ 18 名     

＊ 出席率～78.26％ 

＊ 欠 席 届 ～ 7 名      

＊修正〃率～78.26％ 

■ ハッピーＢＯＸ披露          ●柳田光寛君 

＜ニコニコへ＞ 

● 正岡文郁君～1 月のｾﾚ

ﾓﾆｰ誕生祝をいただき有り

難う御座いました。今しばら

くはこの世におりたいと思っ

ております。 

● ひばり野まみ子さん～1

月のｾﾚﾓﾆｰお祝いありがとうございます。今後とも

妻共々宜しくお願い致します。 

● ひばり野隆春君～2 月のｾﾚﾓﾆｰお祝い有り難う御
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座います。今後とも引き続き宜しくお願い致しま

す。 

＜財団へ＞ 

●岩切正司君～例会出席に励みましょう。 

♪2月のセレモニー♪ 

   ☆2月誕生月 

★ 宮原建樹君 2

月 12日生まれ 

★ ひばり野隆春

君 2月 22日生まれ 

★ 正岡洋子さん 

★ 宮原洋子さん 

☆   ☆結婚記念月 

★ 正岡文郁君・洋子さんご夫妻 

♪皆様おめでとうございます～♪ 

■ 会員卓話               ●長倉祐一郎君 

先週が私の卓話でしたが、

急遽仕事の都合で欠席しま

して本日となりました、申し

訳ございません。 

前回の卓話では私の趣味の

話をしましたが、先ほど食事

会場で吉野事務局から「前

回はつりのお話や亡くなられたお父様のお話などされ

ましたね・・」と言われて、ちゃんと聴いて覚えてくれて

いるのだなと嬉しく思いました。今日私は髭を剃ってき

たのですが・・誰からも気付かれていないようです・・人

間本当に案外そういうものですよね、今日は何を話そ

うかと色々と考えて参りましたが「夢」についてお話さ

せていただこうかなと思います。若い方に向かっては

夢について聞きやすいのですが私以上の年齢になる

となかなか聞きにくい事でもありますね、若い頃から特

に目標や夢を掲げて生きて来た方では無いので、高

校進学時にも何となく県立が学費も掛からないし親孝

行と言う事で工業高校を選び化学工学科を選んだの

も何となく・・という感じでしたが免許は沢山とれました。

部活は足が速いということで陸上部の顧問の先生から

指名されて入ったのです。こう見えましても短距離の

選手でした。当時も陸上部は盛んなクラブでしたが練 

習も非常にきつかったです。夏休みに自動 2輪の免許

を取りに行きまして、とって直ぐ事故を起こしまして、半

年の入院という大怪我でした。学校が近かったので何

とか試験など受けに行きました。そんなこんなで何と

か卒業までこぎつけましたが就職となるとこれといった

やりたい仕事も無く、それから 1 年間色んなアルバイト

をしました。多分ここに居る皆さんの中で数は 1番だと

思います。そのうちトヨタビスタさんにご縁があり就職

する事になりました。それから 23 年間営業一筋でした。

当時の営業は成績が悪いと辞めなければいけない訳

で、会社に申し訳ないという気持ちで何度辞めようと思

ったかしれません、30 代で大塚店の所長を任されまし

た。当時営業はメーカー表彰というのがあり 500 台･

1000台 1500台 2000台表彰「殿堂入り」とあるのです

が、500 台表彰は早々と達成しておりました。それから

営業に戻り、1000 台表彰も達成しました。そこで一つ

の夢の実現として、独立しました。暫くして事務所を一

宮に構えまして、裏の店舗が空きますので、又一つの

夢であった居酒屋もオープンさせました。こちらの方は

現在閉めておりますが、又いずれ再開したいと考えて

います。営業一筋で来ましたから、整備分野が未知で

したので現在勉強をしながら資格を段階を取得してお

ります。今の夢として、整備2級の資格取得する！と掲

げております。この勉強を進める中で、自分は勉強が

好きなんだ！という事に初めて気が付きました。今後

も夢と目標の実現に向かって頑張って参りたいと思い

ますので宜しくお願い致します。 

■ 3分間ＳＰ             ●ひばり野隆春君 

私の仕事は包装関係で

すが袋だけではなく、

色々な事がございまして

勉強を続けて行きながら、

人間関係の構築もしてい

かなければならないとい

う事で今後も忙しく頑張っ

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。 

                      ●林 厚雄君 

広報委員会としての佐土原

さくら祭りへの出展をしたい

と思います。日程も 4月の 5

～6 日と決まりましたので、

委員会を立ち上げたいと思

います。広報委員長の藤堂

さんを委員長として委員を

決め準備に入りたいと思いますので、また全員の協力

でお願い致します。 

                    

●川畑恵理子君 

私は野球について詳しくな

いので皆様にもお知らせし

てなかったのですが、広沢

という元プロ野球選手の講

演会がございました。この

方は唯一長嶋監督・野村

監督・星野監督に仕えた選手だと言うことで三人の監

督の独特な仕事の仕方を話して頂きました。 

「中略」大変興味深く勉強になる内容でした。興味が有

る無しに関らず人の話・講演などは聴いてみるものだ

なぁ！と思いました。 

 
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 


