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第 1309 回例会 平成 26 年 6 月 11(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）会員卓話 「郡司武俊君」
9．）次週の例会案内
＊会員卓話「高山茂文君」
10．）点鐘
第 1308 回例会記録 平成 26 年 6 月 4 日（水）
■ 会長の時間
会長 ●宮原建樹君
皆様お疲れ様です。本
日は第 1308 回目の例
会です。
本日のﾋﾞｼﾞﾀｰ紹介を致
します。高鍋ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ
より
木村貞夫君です。ようこ
そいらっしゃいました、どうぞごゆっくり最後までお過ご
し下さい。
おとといついに梅雨に入りましたね。暫くはこのような
天気が続く事でしょう。先週の土日に佐土原の鶴松館
では「花菖蒲祭り」が行われまして、スタンプラリー野
立て・・他色々なアトラクションが行われておりました。
ただ、日曜日に予定しておりました「ＪＲウォーキング」
は不発弾爆弾処理の影響で無事終了するまでＪＲも
運行停止になりました、200 名ほどの方々が佐土原駅
からバスで鶴松館への動員を予定しておりましたから
軽トラ市のメンバーも売り上げることが出来ずにガッカ
リしておりました。この不発弾はマンション建設現場で
発見されたと言う事ですが、戦後 70 年の間に何事も
無くて良かったのですが、これがもし爆発すると 2000
メートル程の爆風が立ち上がると言う事です。先週後
半から異常気象ということでまだ 5 月という中でしたが
気温が上昇し 30 度を裕に超えました。我々は暑さに
慣れていますが、北海道の方々は 3５度を越える猛暑
は非常に堪えると思います。この異常気象の関係で、

先週ＮＨＫで特番が放映されておりましたがこれにより
ますと、2100 年には世界の平均気温は 4 度上昇し、海
面は 8 センチ上昇するこうなりますとインドネシアでは
2４の島が全部消滅してしまいジャカルタの 10％が海
に浸かり人口 5 万人が移動を余儀なくされる、そういう
予想がされているそうです。インドネシアは電気料金
が日本の半額ということですが何故かとか言うと石炭
の火力発電を使っているからという事です。中国は 37
億トンの石炭を輸入しております、価格は石油の三分
の一ですその中国の大気汚染は自国の問題だけでは
済まない程深刻になっております。中国に住む自国の
人々が一番不満に思っているわけですが石炭使用を
60％ほど落としていくという政策が出されているそうで
す。福島原発が津波による被害が出てから世界では
更に「脱原発」が叫ばれておりますが、原発は造った以
上は稼動させたほうが電気料金他色々な面で良い事
もある訳ですから私個人としては何とか再稼動してもら
いたいと思っておりますが非常に難しい問題だと思っ
ております。
■ 幹事報告
幹事●原田宗忠君
皆さんこんにちは、お手元
に次年度の組織表が届い
ていると思います。先日次
年度の委員長にお集まり
頂きまして次年度に向け
ての準備を始めて頂くこと
に致しました、後ほど林厚
雄君から報告して頂きます。
＜文書報告＞
＊ 第 1 期ＲＬＩ－2730 パート２のご案内
１）日時
2014 年 7 月 13 日（日）
受付開始 9:30～ 研修 10:00－17:20
２）場所
メインホテル 都城市
3）登録料
6.000 円 当日受付現金にて
▲ＲＬＩにつきましては地区内で未だ認知度は低いと思
いますが、世界の半数以上の地区で、日本でも１２地
区で実行され、近いうちに過半数に達するものと思わ
れます。このＲＬＩはアメリカのロータリーで草の根運動
として起こり世界中に広がりました。目的はロータリア
ンとしてのモチベーションを高める為のものであり、自

覚と誇りを高めるものであります。＜中略＞
＊ロータリーに輝きを～ＳongCD（日本語 Ver）
＊ 西都ＲＣ～6 月の例会案内
＊ 公式訪問ﾌｫｰﾗﾑ発表原稿のご協力について
１． ﾌｫｰﾗﾑ発表原稿
２． 発表者のお顔写真（4ｃｍ×3ｃｍ）
入稿方法～郵便又はメール
締め切り～6 月 5 日必着
入稿先～ガバナー連絡事務所
■ 出席報告
●林 厚雄君
会員数 23 名（2 名）
出席数 19 名
欠席数 4 名
出席率 86.3％

副幹事～高山茂文君 ＳＡＡ～太田 忍君
：クラブ管理運営委員長～林厚雄君
：会員増強委員長～永野陽子君
：広報委員長～藤堂孝一君
：奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員長～荒武義弘君
：ロータリー財団委員長～郡司武俊君
委員長に音頭を取って頂き今月中旬までに委員会を
開き次年度の目標・方針を決め、提出頂きたいと思い
ます。次年度も楽しく活気溢れる委員会活動になるよ
う皆で頑張って参りましょう。
■ 3 分間スピーチの様子
● 日高邦孝君
●吉田康一郎君
＊松山英樹ｱﾒﾘｶﾄｰﾅﾒﾝﾄ ＊ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄ旅行の近況
初優勝・食肉業界の状況～
報告～

■ ハッピーＢＯＸ披露
●日高邦孝君
＜ニコニコ・財団・米山へ＞
● 木村貞夫君（高鍋ＲＣ）～日本食品協会主催の食
の安心安全の 5 つ星事業にチャレンジします。
県内では手を上げてしまいました、頑張って星を
取りにゆきます。
＜30 周年基金へ＞
●岩切正司君～6 月度例会に山脇名誉会員をお迎え
出来ます様に。
■♪6 月のｾﾚﾓﾆｰ♪

★ 6 月 2 日生まれ～吉田康一郎君
★ 6 月生まれの奥様～田邉明美さん
★ 6 月記念月ご夫妻～郡司武敏君小百合さん
柳田光寛君由起子さん
荒武義博君由美さん
♪皆様おめでとうございます♪
■ 委員会報告
●林厚雄君
次年度の組織が決定しま
したので報告いたしま
す。
お手元の組織票をご覧下
さい。主な役員・委員長を
読み上げます。
会長～原田宗忠君
幹事～長倉祐一郎君
会計～竹下 隆君
副会長～日高邦孝君

● 日高邦孝君
●中武幹雄君
＊食の安心安全について～＊雨による災害保険適用
等の情報について～

高鍋ＲＣ

木村貞夫君

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。
メモ

