
第 1332 回例会 平成 26 年 12 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』 

3.）４つのテスト                  

4.）会長の時間     

5.）幹事報告      6.）出席報告 

7.)ハッピーＢＯＸ披露 

8.）委員会報告  

9.）会員卓話 「大久保 貞子君」 

10.）＜ＳＡＡ次週例会案内＞ 

   夜間例会「年末家族懇親会」 

   ☆ハンドベル演奏他～ 

11.) 点     鐘 

第 1331 回例会記録 平成 26 年 12 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 1331 回の例会

です。 

師走に入りました、皆

様何かとお忙しい事

と思いますがどうぞ、

健康に気をつけてあ

と 1 ヶ月お過ごし下

さい。先月・・実は私の娘が事故をやりまして、信号

待ちでスルスル～と、前の車にコツンとぶつかってし

まいまして、ほんの小さな接触事故でした。まぁその

程度で済んで良かったなと思っておりましたら今度

は妻が、先日 29 日土曜日に国際ゴルフ場の入り口で

事故をやりました・・相手の車はバンパーだけで済ん

だのですがうちの車はベシャッとなりまして、妻はハ

ンドルで鼻を打ち、少し鼻が高くなりました（笑）。 

エアバッグは開きませんでしたからそこまでの強い

衝撃では無かったようです。次の日の 11 月 30 日は私

の誕生日でしたがその事故の事でてんやわんやして

おりましたから誰にも祝って貰えず、ロータリーだけ

がお祝いしてくれたという現状でした（笑）11 月 30

日は「年金の日」と定められています。何故 11 月 30

日かと言いますと、「いい未来」と言う語呂合わせで

すね。まだ年金を貰われてない方が多いかと思います

が、私などは年金受給者です。しかし、一ヶ月微々た

る金額で御座いますが、先日もＴＶでやっていました

が、ある年配のご婦人でしたが、年金額は月に 6 万円

で後は預貯金を切り崩して毎月 10 万円で生活してい

るのです。という内容でした。その方が「私の寿命が

先か、貯金が底を尽きるのが先かどちらか競争してい

るようなものです。」とおっしゃっておりました。 

洒落た事を言われる方だなと感心したりしました

が・・ゆとりある年金生活をする為には一ヶ月 35 万

円ほど必要だそうです。ところが今、日本の年金受給

額は平均 24～5 万程だそうです。では、足りない分は

何に頼るかといいますと、やはり個人年金を管理して

おかないといけないという事だそうです。私どもはま

だ何とかなるのかもしれませんが、子供達や孫の時代

には益々厳しい時代ですが、国の年金貯蓄を使い訳の

分からない建造物等が全国には沢山あるわけですが

今度は株に投資して少しでも増やしていけたらとう

事が言われております。株という体質を考えますと、

私個人としては非常に疑問に感じております。 

選挙も始まりまして、社会保障という事も避けては通

れない大きなテーマになると思います。11 月 30 日が

「年金の日」と言う事で改めて年金について考えてみ

ましたが仕組みについてもさっぱり分からないとい

う現状です。今日中武君がいれば個人年金につても話

してもらえればと思いましたが、又の機会にお願いし

たいと思います。クリスマス・お正月・とやって参り

ますのでどうぞ身体には気をつけてお過ごし下さい。

12 月 17 日が年末懇親会ですが、是非とも奥様同伴で

参加してロータリーへの理解を深めてもらうように

して下さい。出欠と人数を事務局に報告をしてお帰り

下さい。 

■幹事報告         幹事●長倉祐一郎君 

＜文書案内＞ 

＊ 例会変更届け～延岡

ＲＣ～12 月 17 日忘年家

族会の為 12月 15日（月）

18:30～ﾎﾃﾙメリージュ

高鍋ＲＣ12 月の例会案

内 

＊ クラブ研修リーダー

         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 クラブテーマ『 ワン ブリング ワン 』 

          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 

 



とクラブ幹事・クラブ有志の為のセミナー案内  

日時 2015 年 2 月 22 日 

メインホテル５Ｆメインホール 

テーマ＝「真のロータリーを学ぶ」登録料￥3000 

＊ロータリー財団ポリオプラスへ 1 人￥3000 個人名

義にて送金致しました。 

＊佐土原商工会～2015 年寿 新年賀詞交歓会のご案

内～日時 2015 年 1 月 5 日 11:00～12:30 受付 10:30～ 

＊クリスマスバレーボール大会備品～メダル・トロフ

ィー・カップ・ポリオプラスバッジ・ポスター・パン

プレット届いています。皆様お忙しいとは思いますが

当日は是非とも多くの参加でお願い致します。 

■出席報告           ●上入佐辰也君 

会員数＝24 名（免除 2 名） 出席率＝82.6％ 

出席数＝19 名 メイク届＝0 名 

欠席届＝5 名 修正～率＝81.8％ 

 

■ハッピーBOX 披露       ●藤堂 孝一君 

＜30 周年基金へ＞ 

● 原田 宗忠君～11 月の誕生祝有難う御座います。 

● 太田 忍君～本日、娘の万理ちゃんが、宅地建物      

取引主任者試験の合格発表がありました。 

● 藤堂 孝一君～今年もあと少しです。頑張りまし

ょう！ 

＜財団へ＞ 

●岩切 正司君～久しぶりの例会です。例会出席に励

みます。 

■12 月のセレモニー♪ 

 

集合写真 

☆ 誕生月～＊柳田光寛君（18 日） ☆結婚記念月～  

      ＊大久保貞子君（30 日） ＊藤堂孝一君 

     ＊郡司小百合夫人     真由美夫人 

      ＊吉田洋子夫人 

      ＊林 初子夫人 

     ＊上入佐加奈夫人 

   ♪12 月記念月の皆様おめでとう御座います♪ 

■ショートＳＰ         ●岩切 正司君 

先週 26 日に正岡会員のお寺の儀式に招かれ、参加し

て参りました。ＵＭＫとＭＲＴのＴＶのニュースでも、

放映されましたので皆さんもご覧になられたことと

思います。妙心寺派の事務総長の方のスピーチの中で 

正岡さんは女性にも人気

がありお弟子さんの 2 人

の方が尼さんになられた

と言うお話をしておられ

ましたが正岡会員はそれ

程の度量があると言う事

です。やはりロータリー

を通して人格･徳を磨くという事は、仕事にもつなが

るのだと言う事を感じましたので、皆様にもお伝え致

します。 

■ フォーラム（会員増強について） 

      会員増強副委員長●吉田康一郎君 

年度初めに原田会長の

方から「推薦書」が渡さ

れましたがその後太田

君が武政勝巳君を紹介

され入会されクラブの

雰囲気が更に明るくな

り皆喜んでおります。 

他の方も候補が上がっておりますので下半期集中し

て増強に繋げ原田会長年度の目標をクリアしたいと

思いますので皆様のご協力をお願い致します。先ほど 

17 日の年末懇親会を利用したらどうかという意見も

出ましたので、この方！という候補の方をお連れして

雰囲気を知って貰うのも良いと思います。又当日ゴル

フコンペを開催して打ち上げを兼ねて候補者の方を

お連れするという案も出ております。ご夫人同伴と併

せて新会員候補者の同伴も皆様ご検討下さい。 

13 日土曜日の「第 4 回佐土原ＲＣ杯スポーツ少年団

バレーボール大会」の準備も進んでおります。メロン

パンは林君に 180 個頼んでおります。「ポリオプラス」

寄付の呼びかけに使用するポスターも荒武君が素晴

らしい物を作成して下さっています。当日は若い父兄

の方々が沢山来られる訳ですから、会員増強にも必ず

繋がると事と思いますので皆様是非多くの参加でお

願い致します。 

 
 

 
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。 

 


