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第 1342 回例会 平成 27 年 3 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 つのテスト唱和
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 ♪3 月のセレモニー
9.）フォーラム
10.）＜ＳＡＡ次週 3 月 11 日例会案内＞
会員卓話「中武幹雄君・村上 實君」
11.) 点
鐘
理事･役員会
第 1341 回例会記録 平成 27 年 2 月 25 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 1341 回の例会
です。
最近徐々に暖かくなっ
て参りましたが、皆さ
んの遊びの虫もそろそ
ろ活動始めているので
はないでしょうか？宮崎にはたくさんのプロ野球チ
ームがキャンプに来ておりオープン戦も始まりまし
たから県内外より沢山のファンの方々がお越しで宮
崎も少しは潤ったのではないかなと思います。そちら
には行きませんでしたが、先日サッカーの「横浜マリ
ノス」の練習風景を見学に行って参りました、若者が
一生懸命汗を流しながら練習する姿に少しはエネル
ギーを貰えたのではないかと思います。隣のアカデミ
ーゴルフ練習場には沢山のプロが練習していますね、
男子では藤本という小柄な選手ですが、この寒いのに
半袖で練習していました。片山晋吾選手も来ています
ね、女子プロは皆可愛いですね、水曜日は昼からメン
テナンスですから閉鎖になると思いますが又皆さん
も見に行かれると良いかと思います。韓国の賞金女王
の選手も練習していましたが、ドライバーの飛距離は
そうでもないと思うのですが、200 ヤード先でも真っ

直ぐピンポイントで飛ばして行きますので、この差が
賞金女王に繋がるのだと思いました。プロのゴルフ選
手というのは朝から晩まで練習しているのですよね、
結論は練習だと思います。いくら見ても自分が上手く
なれる訳ではないですよね、それからクラブですが 2
年くらい前から出始めまして今は全てハイテクです
ね、クラブはヘッドとシャフトとグリップで出来てい
るのですが、一番問題はシャフトの硬さが自分のゴル
フに合っているのか・・という事ですから、それらを
測定する機械も今はほとんどのショップにあります
のでせっかく高いお金を出して買うわけですからし
っかり調べて、自分にあったクラブを購入して頂きた
いと思います。本日の結論は練習が一番！という事で
終わりたいと思います。
■幹事報告
幹事代理●林 厚雄君
本日はこの様な格好の
まま参りましたが、先
週休んでおりますので
本日は仕事の合間に何
とか時間を作り出席す
ることが出来ました。
＜報告事項＞
＊ かのや東ロータリークラブ創立 30 周年記念大会
のご案内～日時 平成 27 年 4 月 4 日（土曜日）
場所 かのや大黒グランドホテル
参加無しということで報告致します。
登録料 8,000 円 締め切り 2 月 27 日（金）
＊ 2015－2016 年度地区役員ご就任のお願い
拡大･増強部門 拡大・会員増強委員会 委員
会員名 永野陽子様
＊ 第 2 期ＲＬＩ－2730 パート 1 2015,3 月 1 日（日）
場所 鹿児島市「ＮＣサンプラザ」
登録料 6.000 円 締め切り 2 月 27 日（金）
今回は参加無しという事で報告いたします。
＊ＩＭシャトルバスご利用人数の確認～利用無し。
■出席報告
●籾田 直樹君
「みやざきに来んねプロジェクト」報告書のご案内。
会員数＝24 名（免除 2 名） 出席率＝86.3％
出席数＝19 名

メイク届＝0 名

欠席届＝5 名

修正～率＝91.6％

■ハッピーBOX 披露
●吉田康一郎君
＜30 周年基金へ＞
● 宮原建樹君～2 月誕生祝をありがとうございます。
● 宮原洋子さん～2 月誕生祝～いつもありがとうご
ざいます。
● 柳田光寛君～1 月の始めに契約していた車がよう
いやく先日納車になりました。待ち長かったので
とてもハッピーです。でも、1 週間に 1 度しか乗
れないので少し寂しいです。
● ひばり野隆春君～2 月誕生祝～綺麗なお花をあり
がとうございます。会社事務所に飾っております。
＜財団へ＞
● 岩切正司君～例会出席に励みましょう。
●正岡文郁君～ポールハリスフェロー1000 ドル寄付
■ 委員会報告
会計●竹下 隆君
30 周年基金完了者の報
告をさせて頂きます。
当行より案内を 2 件さ
せて頂きます。
「ものづ
くり･商業･サービス革
新補助金」受付開始：2
月 13 日受付終了：5 月
8 日（金）
第三回トップマネージメントセミナー3 月 12 日
（木）
「経営者はよそ見をせず、経営に身をささげるべき」
■委員会報告
財団委員長●郡司 武俊君
ロータリー財団地区補
助金事業として佐土原
町宝塔山公園へ御衣黄
桜植樹を行う日程が決
まりましたので報告致
します。3 月 15 日
（日）
10:00～宝塔山公園
皆さんの参加をお願い致します。
■ショートＳＰ
●梶田 與之助君
今月の 28 日（土）に伝
統野菜のパネルディス
カッションが開かれま
す。主な野菜は新富町
日置の蓮根です。それ
を使ったお弁当が 800
円で販売されるそうで
す。
ＮＰＯ法人･学生等のサークル･外国からの参加もあ
るそうです。パネリストの 1 人として息子も参加致し

ます。どなたでも参加出来ますのでお時間のある方は
是非足をお運び頂きたいと思います。
■会員卓話
●岩切 正司君
いまロータリークラブ
は奉仕活動にシャフト
し過ぎていると私は思
います。ロータリーは
社交クラブですから、
こうやって毎週異業種
が集まって語り合うと
いう事に大きな意義がある訳です。商工会議所より歴
史は古く本来はそのような役目を果すのがロータリ
ークラブです。会員同士で仕事を回す相互扶助ばかり
では社会的な風当たりが強く、利他的活動である社会
奉仕も取り入れようという流れになったのです。本来
のロータリークラブの精神を重視し、先輩会員が自分
達の得、成功した商売のやり方や資金運用の仕方等を
若い会員達に教えていくと言う事が最も大切なロー
タリー精神であると思います。今後の佐土原クラブ発
展にとりましても大切な事だと思います。ですから毎
週の例会もここから大きく外れることの無い様にお
願い致します。
■会員卓話
●ひばり野隆春君
先週に続きお話をさせ
て頂きますが、今日は
台湾の情報をお話しさ
せて頂きます。人口約
2300 万人（ほとんど野
菜しか食べない菜食主
義者が約 1 割）日本人
在住は約 100 万人面積はおよそ九州と同等（タテ 394
ｋｍヨコ 144ｋｍ）おおよそ半分は山岳地帯で今も尚、
先住民が 50 万人ほど住んでいる。言葉は中国語（北
京語）ですが、南部地方ではもともとの台湾語を話す
方も多く存在します。日清戦争後、約 50 年ほど日本
の統治国家であった、インフラ整備、環境整備、教育
等を熱心に行った事から現在では親日の方が多いと
言われているそうです。

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。

