
第 1339 回例会 平成 27 年 2 月 4 日(水) 

＜今日のプログラム＞ 

1.）点      鐘 

  国歌斉唱 

2.）♪ロータリーソング「奉仕の理想」  

3.）4 つのテスト                 

4.）会長の挨拶   

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.）フォーラム「各委員会」 

10.）＜ＳＡＡ次週 2 月１１日例会案内＞ 

  ※祭日休会「建国記念の日」 

  2 月 18 日～会員卓話「ひばり野君・村上君」 

11.) 点     鐘 

第 1338 回例会記録 平成 26 年 1 月 28 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 1338 回の例会です。 

先週は夜間例会新年バ

ザー懇親会でした。ご家

族にも沢山参加して頂

きバザーの売り上げも

目標のジャスト 20 万円と言う事で大変盛り上がった

ことと思います。皆様のご協力に感謝したいと思いま

す。有難う御座いました。先週の 17 日 18 日はライラ

（青少年指導者養成研修セミナー）が行われまして、

私と長倉幹事で１日目に参加して参りました。シーガ

イアフェニックスリゾートさんの方から 7名の受講生

を輩出して頂き、その中から 1 名「勝浦正己さん」を

佐土原からの登録として頂きましてありがとうござ

いました。講演は宮崎出身の北海道在住の宮崎かおる

さんが「人間力」というテーマでお話されました。と

ても良いお話しで、若い受講生の皆さんは職場に持ち

帰り生かして下さる事と思いました。今日は先週も話

しました様に各委員長さんに半年経過の活動内容を

話して頂きたいと思っていたのですが、先週ベトナム

に行かれた荒武君の話を始まる前に聞いたら余りに

も素晴らしいものですから、少し話して頂こうと思い

ます。荒武君お願いします。 

写真               ●荒武義博君 

みなさん今日は、詳し

い話は写真が出来上が

ってから又改めてさせ

て頂こうと思っており

ますが、21 日にこちら

を出発しましてその日

は博多で午前 3 時まで

飲みました（笑）翌日早朝福岡を発ちベトナムホーチ

ミン経由でカンボジアに行きました。着いたのが夜の

7 時半でしたので残念ながら観光は諦めその日はホテ

ルで夕食を摂っただけで終わりました。外観が寺院の

様な高級ホテルでした。この国の平均年収は 3～6 万

だという事です。ですからバイクが非常に多く、おま

けに数人が 1台のバイクに乗っているという状況でし

た。不思議に思い聞いてみましたら家族なら全員が同

乗してもいいという事でした。運転も出来るようにな

ればしても良いとの事ですから子供も運転している

という状況でした。車とバイクの鬩ぎ合いでクラクシ

ョンが引切り無しに鳴っていました。宿泊したホテル

にロータリーのバナーが沢山飾ってありました。ライ

オンズのバナーは 1 枚でした。ホテルの方が「こうい

う方たちが学校や井戸を造ってくれるのです。」と言

われ日本人には非常に感謝していると言われました。

観光地で先ずびっくりしたのは何処に行っても裸足

の子供たちが私達日本人目がけて物売りに群がって

来る事でした。今回後進国を訪ねた事で、改めて日本

に生まれ育ち幸せだという事も感じました。それから、

カンボジアのホテルでディナーショーの出演者の中

に私の次男に瓜二つの若者が居て本当に驚きました。

写真を撮り家族や本人にも送ったのですが、本当にそ

っくりで本人にしか見えないと皆驚いています。（笑）

動画も交えて 900 枚くらい撮って来ましたのでまた

改めてお話させて頂きます。今日はどうも有難うござ

いました。 

■幹事報告        幹事●長倉祐一郎君 

＜報告事項＞ 

＊ 高鍋 RC・西都 RC より 2 月の例会案内 

＊ 地区補助金申請受付のお知らせ 

＊ ロータリーデー：東日本震災復興支援を通じた絆

         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 
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RI テーマ 

ロータリーに輝きを 

 



の実現～女性会員ならではのロータリー活動の 

報告 案内チラシ送付

の案内 

昨年から吉田君にも尽

力頂きながら「四季の恵」

の夜の営業を２月から

再開出来る事になりま

した。ご家族ご友人との

お食事や色々な会合等でお使い頂けたら大変嬉しく

思います。どうぞ今後ともよろしくお願い致します。 

■出席報告           ●籾田直樹君 

会員数＝24 名（免除 2 名） 出席率＝78７．2％ 

出席数＝1７名 メイク届＝0 名 

欠席届＝７名 修正～率＝81.8％ 

  

<次週例会会場等につい

てのご案内＞ 

1月 30日～2月 8日ダニ

エ ル オ ス ト in 

MIYAZAKI 開催のご案

内 前売り券￥3.000 当

日券￥3.500 

2 月度･レストラン 10％割引クーポン付ﾊﾟﾝﾌﾟﾚｯﾄ 

次週 2月 4日の食事は温かい物は温かい状態で召し上

がって頂きたいというシェフの意向で１階～「藍海」

内の個室にてお召し上がり頂きたいと思います。その

後 43 階に上がって頂き例会を行うという流れとさせ

て頂きますのでどうぞよろしくお願い致します。 

■ハッピーBOX 披露    ●柳田 光寛君 

＜ニコニコへ＞ 

●岩切純子さん～佐土

原ロータリークラブの

ますますのご発展を願

っております。 

 

■ 委員会報告     会長ｴﾚｸﾄ ●日高 邦孝君 

次年度の委員会構成を林君と相談して決めましたの

で皆様のお手元に配布しております。またご意見など

お聞かせ下さい。 

        親睦委員会 ●吉田康一郎君 

歯車会の日程変更で 5

名のキャンセルがあり

ますので 10 名の参加

とさせて頂きます。 

 

 

          

会計 ●竹下 隆君 

新年バザー懇親会では皆様のご協力にて 20 万円

を売り上げ、普通口座に入金することが出来まし

た。有難うございました。これで少しは委員会活

動費に支出出来ると思います。 

■会員卓話        ●田邉揮一朗君 

さて、卓話ですが、

職業奉仕の観点から

は、自分の職業に関

する話が望ましいと

いうことで、今日も、

「死」にまつわる話

です。お通夜みたい

にならないように頑張ります。 

みなさん、「終活」という言葉を聞かれたことはあ

りますか？就職活動の「就活」をもじって「終活」

です。「終末活動」の略なのでしょうか？なんとな

くイメージはできますね。自分が死ぬまでに自分

が死んだ後の事を準備することです。「終活」の中

でも、活字として残す方法として、最近注目され

ているのが、エンディングノートです。本屋さん

に行くとたくさんのエンディングノートが出版さ

れています。また、自治体でも取り組みを始めて

いて、宮崎市でも終末期医療に焦点をあてた市民

向けのエンディングノート「私の想いをつなぐノ

ート」という冊子を発行しています。保健所や地

域包括支援センターで、訪れた市民に職員が説明

したうえで渡してくれるそうです。数が限られて

いるみたいなので、初版はすぐに配布が終わった

くらい人気があったそうです。 

昔から「遺言」というものはあります。とくに法

律上は「遺言（いごん）」といって公証役場で公証

人に作成してもらう（立ち会う承認が 2 人必要）

もので、法的拘束力はあります。おもに財産の分

配先が記載される。 

「エンディングノート」は少し趣が違います。 

自分がどのような最期を迎えたいか、どのような

旅立ちをしたいか、といった想いを綴るもので法

的拘束力はありません。故人となったあなたから、

残された方への手紙のような感じです。 

・ 財産の分配ではなく、財産の所在を明記する。 

・ 自分の生い立ちなどを記録する。 

・ 葬儀の様式（どんな葬儀をしてほしいか）を

明記する。 

・ 友人、親族の連絡先を明記する。 

エンディングノートには 2 つの意味があります。 

① これまでの人生を振り返り、死を迎えるまで

にいかに生きるか、充実した人生にするかを

考える。 

② 残された人達が迷わない為。 

葬儀屋からの観点では、②があると、遺族はらく

だろうなと思います。どんな葬儀にしてほしいか

ということはもちろん、病気の告知や延命治療に

対する考え方なども書き込むことが出来ます。 

「お父さんはどうして欲しいのか」「お母さんの希

望は何？」たとえ子供であってもなかなか相手の



意見と言うのはわかりません。そんな時にエンデ

ィングノートに遺志が書いてあれば、残された人

は助かります。 

エンディングノートに書いておきたい内容 

① 病気や介護について 

・ 病名、余命の告知 

・ 延命治療や尊厳死について 

・ 臓器提供や献体について 

・ 認知症などで、判断ができなくなった場合に

ついて 

・ 誰に介護してほしいか 

・ 最期を迎えたい場所について 

② どのような葬儀をしたいか 

・ 喪主（責任者）を誰にするか 

・ 葬儀業者の希望はあるか 

・ 葬儀の規模やスタイルについて 

・ 誰に見送られたいか 

・ 遺影写真に希望はあるか 

・ 葬儀でして欲しいこと、してほしくないこと 

・ 連絡をして欲しい人のリスト 

③ 財産などについて 

・ 保険や預貯金について 

・ 土地や家などについて 

・ 形見などについて 

④ 自分史的な記述 

・ 人生での思い出 

・ 自分の履歴書 

・ お世話になった人へのメッセージ 

・ 愛する人へのメッセージ 

 

「エンディングノート」を書くことは、おそらく

「まだ大丈夫」「面倒くさい」と後回しになるかも

しれません。すかし、後回しにしていますと、後

で神様からきついお叱りがきますので、早めの準

備がよろしいかと思います。 

卓話             ●林 厚雄君 

前回の私の卓話予定

を済ませておりませ

んでしたので今日は

短い時間ですが皆さ

んに私の紹介みたい

なことをお話しさせ

て頂きます。今の事

業業界に入りました

のは 45 年前です。当時は自家用車を持っておら

れる方は稀でした。当時大型バスなどのバッテリ

ーの修理をしておりました。色々な思い出があり

ますが、強い薬品や油などを使って修理作業など

をしており当然手にも付いておりましたが今みた

いに良い洗剤もありませんでしたから普段でも手

が黒く汚れているようになっていました。ある時

仕事先の若い女性従業員の方から「手が汚れてい

ますね・・」と言われて当時若い自分は結構傷つ

いた事がありました（笑）その事を上司に話した

時に「そんな時は林君、僕達が修理しているから

皆さんは安心してバスに乗って仕事が出来ている

のだよ！と堂々と言いなさい。」と言って貰え、お

陰でそれ以後気持ちが変わった思い出があります。

私も若く初心な時代があったのです。 

バッテリーは私と武政君のところで扱っておりま

すのでどうぞよろしくお願いします。（笑） 

 
        例会の様子 

 

例会場のシェラトン グランデ オーシャンリゾート 

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。 


