
第 1320回例会 平成 26年 9月 10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 

  ＊押川ガバナー補佐挨拶 

9.）ＳＡＡ次週例会案内 

  会員卓話「上入佐辰也君」 

10.) 点     鐘 

第 1319回例会記録 平成 26年 9月 3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１３１9 回の例会です。 

本日は新里陽子さんと宮

崎の素敵な「タップダン

スクラブＭＳＣ」の方々

に来て頂いております。

後ほど新里さんより詳し

い紹介とタップダンス等を披露して頂きます。先日

～1日より開催されております女子野球ワールドカ

ップを観戦してまいりました。感想としては男性の

草野球に毛が生えた位かな・・とは思いましたが、

今後上位の試合になれば見応えも出てくるかなと

思いました。 

このように色々な大会が様々な国と地域で開催さ

れている訳ですが宮崎での国際大会は貴重ですか

ら 7 日まで御座います！野球の好きな方は是非足

を運び観戦してきて下さい。 

開催期間 出場チーム 大会名 開催地 詳細 

7月 11日～20日 
 
第 27回 ハーレムベースボールウィーク オランダ  

8月 1日～10日 
 

第 2回 IBAF 15U ワールドカップ マサトラン市  

8月 27日～31日 
 

第 8回 BFA 12Uアジア選手権 マニラ  

9月 1日～6日 
 

第 10回 BFA 18Uアジア選手権 タイ  

9月 1日～7日 
 

第 6回 IBAF 女子ワールドカップ 宮崎  

開催期間 出場チーム 大会名 開催地 詳細 

9月 22日～28日 
 

第 17回 アジア競技大会 仁川（韓国）  

11月 7日～16日 
 

第 1回 IBAF 21Uワールドカップ 台中（台湾）  

11月 12日～20日 
 

2014 SUZUKI 日米野球 日本  

10月 18日地区大会の夜に行われる会員大懇親パーテ

ィーの中で「選抜カラオケ大会」が行われるそうです。

中部分区から代表者 1名を選抜する為の予選会への出

場をどうするか・・なのですが・・我がクラブは出場

辞退という事でよろしいでしょうか？「賛同の拍手」 

地区大会参加申し込みの期日も過ぎております！早

急に参加者を決めたいと思いますので宜しくお願い

いたします。 

■幹事報告      ● 幹事  長倉祐一郎君 

＜文書案内＞ 

＊2017－2018 年度ガバ

ナー決定について～宮崎

北ロータリークラブより

「押川弘巳」会員の推薦

あり。決定のお知らせ。 

＊2014 年 8 月広島豪雨

災害への支援協力につい

て 各クラブ 1 人当たり 500～1.000 円を理事会にて

取りまとめていただき、9 月 24 日までにお振込みの

お願い。田中ガバナー事務所へ 

＊月信 9月号訂正とお詫びについて 

 退会者欄へ入会者の名前が重複掲載。当クラブでは 

上入佐辰也君が誤掲載されております。 

＊2730 ジャパンカレントロータリーＥクラブ認証状

伝達式・祝宴の開催ご案内について 

 ▲協力金のお願い～1人当 500円ずつの協力依頼 

   9月 26日締め切り田中ガバナー事務所へ 

■出席報告            ●中武幹雄君 

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＝80.9％ 

■ ハッピーＢＯＸ披露      ●柳田光寛君 

＜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＞ 

         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 
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          事務局住所：宮崎市佐土原町下田島 11703-18 TEL0985-62-7833 FAX0985-62-7877    
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ロータリーに輝きを 

 



＊永野 陽子君～9 月の誕生祝いありがとうございま

す。なんだかんだで 10 年佐土原ＲＣでお祝いしても

らってます。毎年、お花やお肉・・プレゼントを頂く

事は何才になってもうれしいものですね！ 

 

出席報告 中武君    ＨＰ報告 柳田君 

♪9月のセレモニー♪ 

 

☆9月誕生月～藤堂孝一君（20日生） 

       永野陽子君～（15日生） 

       岩切純子夫人 ・ 荒武由美夫人 

☆結婚記念月～日高邦孝君・裕子さんご夫妻 

       田邉揮一朗君・明美さんご夫妻 

  ♪皆様おめでとうございます～♪ 

■委員会報告          ●岩切 正司君 

先週の木曜日に中部分区

の会合がございました。

先ほど報告がございまし

た押川ガバナー補佐が

2017－2018 年度ガバナ

ーに推挙されました。そ

の次にガバナー補佐の順

番でございますが今は押川さん、次に南の橋口さん次

に当クラブから藤堂さん、次に宮崎クラブからガバナ

ー補佐を出すという所まで決まっております。また今

後も組織を守る為に必要な資金協力が来ると思いま

すが、1 番大事なのは個々のクラブが立派に成長する

事だ・・という話もありました。前回も申し上げまし

たが、私個人の考えではありますが、今後はクラブ存

続の為にも他クラブとの合併も視野に入れながらの

合同例会～合併という事も考えて参りたいと思いま

す。 

■ 委員会報告           ●林 厚雄君 

 

本日「公式訪問報告書」を皆

様のお手元に配布しました。

内容を確認頂き訂正追加等が

ございましたらお知らせ下さ

い。 

 

■ゲストの時間        ●新里洋子様 

 

皆様こんにちは、見た目はシニア、身体は 20 代と

いう事でご勘弁願います。（笑）ＭＳＣは宮崎シニ

アクラブというのが最初の発足でした。福祉事業の

一環として考えました。生きがい指導員の方も続け

させて頂いております。「介護予防」をテーマに色々

な活動をする中で・・足を動かして頂こうとフット

運動を考案しました。車椅子の方々でも出来る内容

です。他にはフラミンゴ運動・ロコモーショントレ

ーニングを開発して取り入れております。今日は健

康になるだけでは物足りない、タップダンスを踊り

たいと言われてレッスンを始めて 7～8 年一緒に活

動している方達と今日は参りました。では今からタ

ップダンスを披露いたします。 

 

 

 

 

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。 


