
第 1318 回例会 平成 26 年８月 27 日(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』 

  ＊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.）会員卓話「太田忍君」 

9.）ＳＡＡ次週例会案内 

  ゲスト卓話・9 月セレモニー 

  理事・役員会 

10.) 点     鐘 

第 1317 回例会記録 平成 26 年８月 20 日（水） 

■会長の時間       ●会長 原田宗忠君 

皆さんこんにちは、本日

は第１３１7 回の例会で

す。 

前回の例会ではオルゴ

ールの岩満さんをお呼

びして演奏とお話を聴

かせて頂きました。また

30 周年記念行事等大きな行事で演奏して頂くといい

なと思っております。それから 9 月の第一例会には佐

土原でボランティア活動として年配の方達にタップ

ダンスを教えたりしていらっしゃる方をお招きして

何人かの方に前で踊って頂く様な事をしたいと思っ

ておりますどうぞ欠席の無きようお願い致します。今

の話題は殆んど自然災害の話しになりますね、今こう

して過ごしている事を有難く感謝しなければならな

いなと思います。この暑い中住む家を奪われ、家族を

失い、本当に言葉が出ません・・・・あと気になる話

題としては家庭内別居の熟年夫婦が多いと言うこと

ですが皆様方はこの様なことは無いようにして下さ

いね、寝室は一緒に・・と言いましても私の所は別に

しております（笑）しかし別段問題はありません。 

今日はお盆休暇中の出来事等を数名の方に話して頂

こうと思います。先ずは 1 番若いひばり野君からお願

い致します。 

＊鸙野隆春君ＳＰ 

連休は 13 日から休みを取り

まして丁度 11 日から台風が

来まして甥っ子達が遊びに

来る予定でしたから来るパ

ターンと来ないパターンと 2

つの予定を組んでいました

が結局は来るパターンで過

ごし子供合計 5人の面倒をみ

て過ごしました（笑） 

＊ 太田忍君ＳＰ 

私のお盆は東京に住んでい

る 2 人の子供たちと過ごす

日々でした。飛行機はシニア

割引が 65 歳からありますの

で格安で利用でき助かりま

すね、65 歳になって 1 番良

かった事はこれです（笑）先

ずは初孫の顔を見に八王子

に住んでいる娘の所に行き、宮崎から持ち込んだ新鮮

な食材、うなぎ、地鶏、魚等で 2 日間腕を揮いました。

近くにコストコもありますのでそこでも買い物を楽

しみましたが大変便利の良い所でした。息子は大宮駅

の直ぐ裏にマンションを借りて住んでいますから 3日

目からは息子にも手料理を振舞ったり居酒屋で飲み

方をしたりと過ごして来ました。息子の勤務する病院

にも始めて行ってみました。仕事も大変ですが頑張っ

ているようで安心しました。お盆前の１４日の事でし

たが、いつも利用している新富温泉で県外の若者と知

り合いになりチキン南蛮等もまだ食べてないとの事

でしたからうちに招いてご馳走してあげました。ちょ

っとした良いことも致しました（笑い） 

＊ 田邉揮一朗君ＳＰ 

お盆期間中我々葬儀屋は逆に

何も無いのですが、自宅隣の実

家で 13 日迎え火を焚いていま

したらその松の木が弾けて娘

の目に飛んで来まして娘も大

きな声で泣き出し慌てて救急

車を呼び県病院で手当をして貰いましたが幸い眼の
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中には当たって無かったのでホッとしましたが、今後

は危険な松の木での迎え火は避け麻幹（おがら）等に

しようと思いまし 

■幹事報告      ● 幹事  長倉祐一郎君 

お盆は 14 日だけ都城の祖母

の所に行ってきました。92 歳

でまだ元気ですから親戚で集

まります。山の上に家がある

ものですから、度々の非難も

大変なので老人ホームに入居

したいと言っていまが親族で

話して本人に 1番良いように決めるのが良いと思いま

す。 

＜文書案内＞ 

＊ ロータリー研究会（予告）～ガバナー補佐・元ガ

バナー補佐・元分区代理へ日時 2014 年 11 月 25

日・26 日・27 日・28 日 場所～東京 ホテルパ

ンパシフックＬＥＤＡＩＢＡ登録料～各

30.000・15.000・20.000 円 

＊ 中部分区第 4 回会長・幹事打ち合わせ会及び会長･

幹事会の案内～日時 8 月 21 日（木）18;00～打

ち合わせ会 19:00～会長・幹事会 

会費 6,000 円 場所 宮崎観光ホテル西観 9 階 

＊米山梅吉記念館～秋季例祭のご案内 日時 9 月 13

日（土）14;00 場所 米山記念ホール 

■出席報告            ●中武幹雄君 

会員数＝23名（免除 2名） 出席率＝80.95％ 

出席数＝17 名 メイク届＝０ 

欠席届＝6 名 修正～率＝85.7％ 

■ ハッピーＢＯＸ披露 

              ●田邉揮一朗君 

 
＜財団へ＞ 

＊ 岩切 正司君～会員増強に励みましょう。 

＜30 周年基金へ＞ 

＊長倉恵子さん～お誕生日祝いのお花ありがとうご

ざいました。お店に飾らせて頂いています毎日お花を

見て仕事頑張っています！皆様もどうぞランチを食

べに足をお運び下さい。残暑・お体御自愛下さいませ。 

＊竹下隆君ご夫妻～もう 29 回目の結婚記念日です！

よくここまで来たと驚きます。 

 

 

 

 

■委員会報告          ●岩切正司君 

前回配られました地区大

会の記録誌ですが職業奉

仕の事が沢山載っていま

す。とても勉強になる物で

すから是非皆さんもお読

みください。お盆の最中に

竹馬の友が家族で遊びに参りまして、新富の「まどこ

ろ」に招待しました。そこで会社経営の彼からも娘さ

んの方からも職業奉仕にまつわる「三方良し」がとて

も気になるという話しが出ました、私も職業奉仕につ

いて語らせて頂きました。 

                ●吉田康一郎君 

先日「たじま」の前でおばあ

さんがバイクで倒れていま

したので車を停めて助けま

した、ひとつ良い事をしたか

なと思います（笑）ところで

例会場についてですが先日

原田会長と話して参りまし

た・・シェラトンの 5 階に小会議室があるのですが、

いくつか問題点がありますので皆さんのご意見を宿

題としてお願い致します。 

■会員卓話           ●藤堂孝一君 

皆さんこんにちは、私も

盆の 14日に佐賀の吉野ヶ

里遺跡に行ってきました。 

あいにくの雨でしたが、

傘をさして見学してきま

した。 

古墳時代の前弥生時代の

ころの遺跡だそうです、城の原型だそうで当時は隣国

同士の争いが頻発していて奪い合いの繰り返しだっ

たそうです。魏志倭人伝に伝わる卑弥呼が誕生して平

和な時代になる以前の事で和の国大いに乱れると伝

えられています。堀を設け、防護柵を幾重にも設けて

その内部で生活をしていたそうです。甥の紘大君の家

内と 3 人で行ってきました。 

 
 この建物は最大の建物で祭事などに利用したそう

です。道具の内時代によくこのようなものが作れたも

のだと感心しました。 

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。 


