
第 1343 回例会 平成 27 年 3 月 11 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 つのテスト唱和                 

4.）会長の挨拶   

  体験例会・・宇治橋信雄様、小牧義隆様、 

内藤鉄矢様のご紹介 

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・会長ｴﾚｸﾄセミナー報告「日高邦孝君」 

10.）＜ＳＡＡ次週 3 月 18 日例会案内＞ 

  会員卓話・補助金事業植樹祭報告「郡司武俊君」 

  ＩＭ参加者より報告 

10.) 点     鐘 

第 1342 回例会記録 平成 27 年 3 月 4 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 1342 回の例会

です。 

お客様を紹介致します。

宮崎西ロータリークラ

ブの 

尾崎哲夫さんです、本

日はようこそ起こし下さいました。「食事美味しかっ

たですか？」「はい！大変美味しかったです。」ここに

移って初めてのお客様です。大変嬉しく思います。最

後までゆっくりとお過ごし下さい。3 月は「識字率向

上月間」ですが意味を簡単にどなたか説明お願いしま

す・・簡単に申し上げますと読み書きが出来ない人へ

の支援をし、その割合を下げて行く活動を推進しまし

ょうという事ですが、世界ではまだ 9 億人くらいは読

み書きが出来ないという現実ですがその内三分の二

が女性という事です。このような子供たちに日本のロ

ータリークラブも多く支援をしております一部紹介

致します。千葉港ロータリークラブ～ラオスに児童

400 人分の机イスを寄贈。アフリカギニアの小学生に

ランドセルを贈る活動が熊本のロータリークラブ。

1000個のランドセルを集める目標でしたが1870個集

まったそうです。東京武蔵ロータリークラブでは雨露

を凌ぐ事が出来るようにとの活動等～さまざまな支

援活動が行われております。我が佐土原クラブでも是

非何か出来たらいいなと思っておりますが 30 周年も

参りますから、そこで実行出来るといいですね、その

為にも先ずは実行委員会を立ち上げないといけない

なと思います。来週の日曜 3 月 15 日日曜日の事です

が、「財団地区補助金事業」として、佐土原町宝塔山

公園への御衣黄桜の植樹祭を財団委員長の郡司君の

方で段取りをして頂いておりますので、これは是非と

も全員参加の意気込みでお願い致します。当日は我が

クラブの名誉会員でもあられます戸敷正市長を含め

て市の方からは 6 名の参加をいただきます。家族連れ

でも構いませんので、参加の程宜しくお願い致します。 

   「ロータリー財団地区補助金事業」 

○日時 平成 27年 3月 15日 日曜日 10:00～11:00 

○場所 佐土原町 宝塔山公園 

○雨天決行 

        ＜式次第＞ 

     司会進行  佐土原ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 荒武義博 

１）開会挨拶  佐土原ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ幹事 長倉祐一郎 

２）主催者挨拶        会長 原田 宗忠 

３）寄贈目録贈呈    財団委員長 郡司 武俊 

４）感謝状贈呈     市長から原田会長へ 

５）市長あいさつ 宮崎市長 戸敷 正 

６）閉会の言葉         幹事 長倉祐一郎 

■ 幹 事 報 告         

幹事●長倉祐一郎君 

＜報告事項＞ 

＊新会員の為の地区研

修会の案内～日時 5 月

10 日（日） 受付登録～

10:30～ 開会 11:00～ 

場所 都城メインホテル 5 階 

テーマ 「ロータリーの見方、見せ方―公共イメージ

戦略」 登録料 1 人 3.000 円 締め切り 3 月 31 日 

＊ 日向東ＲＣ創立 40 周年記念大会の案内 

日時 27 年 5 月 16 日（土）受付 14 時 

登録料 10.000 円 場所 日向市文化交流ｾﾝﾀｰ小

ホール 
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＊ 高鍋ＲＣ/西都ＲＣ～3 月の例会案内 

■出席報告           ●中武 幹雄君 

会員数＝23 名（免除 2 名） 出席率＝91.3％ 

出席数＝21 名 メイク届＝0 名 

欠席届＝2 名 修正～率＝77.2％ 

  

 

■ハッピーBOX 披露       ●梶田與之助君 

＜30 周年基金へ＞ 

＜財団へ＞ 

● 岩切正司君～例会出席に励みましょう。 

● 梶田與之助君～たまたま本日は父親の命日で、例

会でした。 

■ 3 月のセレモニー♪    親睦●日高邦孝君 

集合写真         

 

♪3 月誕生月～籾田弥生さん 

♪結婚記念月～村上實君・芳枝さんご夫妻 

      梶田與之助君・規子さんご夫妻 

    ☆皆様おめでとうございます☆ 

■ショートＳＰ         ●岩切 正司君 

ロータリーの友 3 月号

のガバナーのページに

良い記事が掲載してあ

りましたので紹介させ

て頂きます。東京の池

袋ロータリークラブ所

属のガバナーです。親

クラブが東京ＲＣと老舗のクラブです。地区の伝統で

ある 

ロータリーの原点を重視するクラブ活動という内容

です。正統派のロータリーを頑固に守る事を重視し、

職業奉仕、自分達の仕事のレベル･質を上げるという

事で社会に奉仕していくという原点を忘れてはなら

ないという様な内容でした。先週も話しました様にロ

ータリークラブは社交クラブですから、この様に立派

な会場で美味しい食事をいただくというのも一つの

特典であります。それで出席率が上がればこれほど良

いことはないと思います。 

              ●吉田康一郎君 

先ほど郡司君からも出

ましたように戸敷市長

に連絡をしましたとこ

ろスケジュール調整し

て下さると言って頂き

ましたので当日は皆様

の多くの参加もお願い

致します。各委員会会

議を一同で長倉幹事のオープンしたお店で行うと良

いのではないかと思いますので詳細が決まりました

らお知らせ致します。 

          ●荒武義博君 

2 週間休みました、申し

訳ありません。お手元に

電化フェアのパンフレ

ットをお配りしており

ますが都合の良い方は

足をお運び下さい、宜し

くお願い致します。 

私が入会した日の週報

を印刷して参りました。入会 11 年目に昨日から入り

ました。当時の会員数は 28 名で週報はモノクロ、写

真は 1 枚も掲載していませんね、 

     宮崎西ＲＣ  ●尾崎 哲夫さん 

＜ＳＡＡよりＨＰより

ご紹介＞ 

大阪豊中市で生まれ、

18 歳まで関西で過ご

しました。 

大学入学後 28 年、東

京・横浜に住み、2000

年、関西に移りました。その後、オーストラリアに１

４ヶ月、米国に９ヶ月滞在。田舎暮らしをするために

宮崎に移住し、永住の予定。趣味は、テニス・読書・

海外旅行・映画鑑賞・人と会ってしゃべることです。

本を書くことが人生のすべてです。もともと小説家志

望。文章を書くことが大好き。また、グルメでもあり、

お寿司・てんぷらそば・中華料理・うどんすき・たこ

焼きなどが好物。巨人ファンで、吉村禎章さんの大フ

ァンでした。一番好きな映画は、「アラバマ物語」。海

外旅行は、趣味 兼 仕事です。今後は藍海料理の毎月

第１週にメイクさせて頂きたいと思いますので今後

ともどうぞよろしくお願い致します。      

                 ●武政勝巳君 

島津太鼓フェスティバルも

大成功で終わることが出来

また来年の開催に繋げるこ

とも出来ました。有難う御座

いました。ゴルフのチケット

に関しましては個別に御願

い致しましたがまたお入用の方はお申し出下さい。 



             ●永野 陽子君 

来週は体験例会に 3 名の

方々をお誘いしております、

共通の知り合いの方もおら

れるかと思います。どうぞ

宜しくお願い致します。 

 

 
 

 

4 つのテスト 

『拳固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。 


