
第 1313 回例会 平成 26 年 7 月 9 日(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』 

  ＊4 つのテスト                  

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①各委員長挨拶     

＊前会長･幹事記念品贈呈 

9.）ＳＡＡ次週例会案内・・クラブ協議会② 

10.) 点     鐘 

 

第 1312 回例会記録 平成 26 年 7 月 2 日（水） 

■会長の時間     ●会長 原田宗忠君 

＜就任挨拶＞ 

本日第一回目の例会で

す。宮原前会長、お疲れ

様でした！先ほど宮原

前会長とお会いしまし

たら、大変清清しい表情

をされていました。私の

方は食事もいつもはお

かわりするのですが食

もあまりすすまず、非常に緊張しておりました。今年

度はＲＩ会長のゲイリーＣ．Ｋホァン氏は「ロータリ

ーに輝きを、ライトアップロータリー」という事をう

たっております。今年度の目標として会員増強という

事を第一に掲げております、私もこの佐土原ＲＣにお

きましては会員増強に力を注いで参りたいと思いま

す。前年度幹事の時にも何度かお話をさせて頂きまし

たが、現在日本では 8 万 8 千人のロータリアンがおり

ますがこれを今年度には 10 万人にするとうたってお

り、2730 地区におきましても約 300 人の増員を目標

にしております。佐土原も私が考えておりました「ワ

ン・プリーズ・ワン」1 人が 1 人の人を！を願って進

んで行きたいと思います。是非皆さんの熱意と情熱を

もって会員増強を進めて参りましょう！各委員長さ

んとの横の連絡もとりながら、毎回毎回が自分の勉強

だと思いながら「会長の時間」も色々と有効に使いた

いと考えております。1 回１回が自分の勉強と思いな

がら 1年間しっかりと勤め上げて行きたいと思ってお

りますので皆さんどうぞご協力の程を宜しくお願い

致します。 

■幹事報告      ● 幹事  長倉祐一郎君 

＜就任挨拶＞ 

今日から原田年度のス

タートという事で、1 年

間幹事を務めさせて頂

きます。荒武会長・村上

会長・宮原会長・と 4 年

目であります、ロータリ

ーの事もまだよく分か

らない・・と言うのが本

音でありますが、何度か

9 クラブの会合等にも出席する中で少しずつ用語など

も分かりかけてきている所でありますから何とか原

田年度を盛り上げて行きたいと思っておりますので

皆さんどうぞ宜しくお願い致します。 

＜文書案内＞ 

＊人頭分担金・地区資金前期振込み請求～7 月 10 日

締め切り 

＊公共イメージ部門・クラブ委員長会議～7 月 26 日

（土）13:00～受付開始 16:00～終了 メインホテル 

都城市 登録料 1 人￥2.000 

＊ ロータリーの友電子版のご案内 

＊ 2015－2016 年度地区開催行事予定について 

＊ 64 クラブＷＥＤサイトについてお願い 

＊ ロータリー勉強会第 4 回の再度参加のお願い 

＊ 7 月度例会案内～西都ＲＣ／高鍋ＲＣより 

＊ 規定審議会＜立法案提出＞のお願い 

＊ 日南ＲＣ～記念式典へ参加のお礼 

＊ 延岡ＲＣ～記念式典へ参加のお礼 

＜連絡＞ 

＊ 23 日＝の例会を夜間例会「生ビール懇親会」へ変

更ｻﾝﾎﾃﾙ二階テラスの予定  19:00～ 

 9 日＝クラブ協議会① 16 日＝クラブ協議会② 

 30 日＝特別休会 

■出席報告            ●中武幹雄君 

         2014～2015        国際ロータリー第 2730地区 

         週報 佐土原ロータリークラブ 
          会 長：原田宗忠  副会長 ：日高邦孝    RI2730地区ガバナー 田中 俊實 

          幹 事：長倉祐一郎 会 計 ：竹下 隆   中部分区ガバナー補佐  押川 弘巳 

          事務局：吉野由里子 会報委員：藤堂孝一   RI会長テーマ  ロータリーに輝きを 

          例 会 場：サンホテルフェニックス     2730 地区テーマ   

          例会場住所：宮崎市大字塩路浜山 3083番地   『 

          例会場 TEL :0985-21-1313・FAX 0985-21-1347    』 

          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 

ロータリーに輝きを 

 



会員数＝23 名（免除 2 名） 出席率＝90.4％ 

出席数＝19 名 メイク届＝０ 

欠席届＝4 名 修正～率＝85.7％ 

 

■ハッピーＢＯＸ披露      ●柳田 光寛君 

＜30 周年基金へ＞ 

＊ 荒武 義博君～祝新年度～原田、長倉年度を記念

して一年間頑張って下さい。 

＊ 長倉 祐一郎君～今日から原田年度のスタートで

す。一生懸命幹事として頑張ります。宜しくお願

い致します。 

■7 月のセレモニー♪     ●親睦 日高邦孝君 

 

       集合写真 

☆ 7 月誕生月～中武ちづ子夫人・村上芳枝夫人 

☆ 7 月結婚記念月～林厚雄・初子ご夫妻 

♪おめでとうございます♪ 

■新入会員挨拶         ●上入佐辰也君 

本日佐土原ＲＣ会員として初日を迎え大変緊張して

おります。先週は年度末懇親会にお招き頂き皆様のご

配慮に感謝いたします。今日も林さんが来ておりまし

て大変寂しがっておりました（笑）林さんの代わりに

はまだまだ力不足ではありますが、どうぞよろしくお

願い致します。 

■ 委員会報告 

●クラブ広報委員会 藤堂孝一君 

今年度より会員卓話を担当

された方は原稿の提出をお

願いします。特に職業に関

する専門用語等はテープ起

こしでは難しいものがござ

いますので、メール・ＦＡ

Ｘ等での提出をして下さい。 

公共イメージ部門の地区会議が 7 月 26 日に都城であ

ります、出来れば副の田邉さんにも出席頂けると良い

かと思います。 

64 クラブＷＥＢサイトへの掲載で会長写真・会長挨

拶・クラブ概況等の提出以来が来ております後原稿の

方をお願いします。 

● クラブ管理運営委員会 林 厚雄君 

公式訪問報告書作成の

責任者を原田会長より

指名されましたので皆

さんのご協力をお願い

します。各委員会の今年

度目標を文書にして今

月中旬までには委員長

より提出をお願い致し

ます。 

●親睦  日高 邦孝君 

23 日に早速夜間例会・親

睦会が入りますが開始時

間について 18:30・19:00

とございますが、季節も

考慮して 19:00 開始で行

いたいと思います。 

 

■ 3 分間ＳＰ         ●荒武 義博君 

先週元会員の方がお見え

になりまして、北小で行

われる地区行事に関する

案内と寄付のお願いでし

た。私個人としては喜ん

でさせて頂きましたが、

クラブとして協賛するの

も一つの地域社会貢献と

宣伝にもなるのではないかと思いましたので協議し

て頂く様に資料を会長にお渡ししたところです。皆様

のご意見をお願いします。 

 

永野陽子会員に地区会員増強委員の委嘱状を渡す会長 

 

 

 

 

 

 

 

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。 


