
  第 1352 回例会 平成 27 年 5 月 27 日(水) 

＜＜今日のプログラム＞＞ 

1.）点      鐘 

2.）♪ロータリーソング「手に手～」  

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 

 ★地区研修協議会参加者報告 

9.）押川ガバナー補佐挨拶 

10.）＜ＳＡＡ次週 6 月 3 日例会案内＞ 

   会員卓話「宮原建樹君」 

   ♪6 月のセレモニー♪ 

   理事・役員会 

11.) 点     鐘 

第 1351 回例会記録 平成 27 年 5 月 20 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 1351 回の例会

です。 

先週は 5 月のセレモニ

ーとして私達夫婦の結

婚記念のお祝いもして

頂きありがとうござい

ました。昭和 47年に結婚しまして今年で 40 数年？に

なります。 

去年の結婚記念日には自宅の庭に「テディベァ」とい

うつるバラを植えました、今年はオレンジの花が見事

に咲いてくれました。今年は先週いただきましたピン

ク色の額あじさいを早速庭に移植しました。大きく育

ってくれる姿を楽しみにしたいと思います。私の会長

年度になりまして早いもので 1１ヶ月を過ぎました、

この 11 ヶ月を振り返り自分なりの反省する点を考え

ております。先ずは、週報にも載っていますが｢ﾜﾝ･ﾌﾞ

ﾘﾝｸﾞ･ﾜﾝ｣一人が一人を～という会員増強の目標を第

一に掲げやって参りました。お陰様で 3名の増強がで

きておりますが私自身がまだ一人もスポンサー出来

ておりません、何がいけなかったのかなと考えました、

やはりお誘いする動機にクラブの財政難解消の為

に・・・という不純な点があったのがいけなかったな

と思っております。クラブの良さを率直に伝えて、だ

から一緒に頑張ってやって行こうよ！という事を前

面に出してお誘いするべきだったと思います。会員増

強については今年だけの問題では無く、永遠のテーマ

ですので次年度、この反省を生かして進めて行こうと

思います。もう一つ、例会を少しでも楽しく有意義な

時間になるようにと外部からゲストをお招きしまし

た。1 組目がオルゴール演奏の方々、2 組目に佐土原

のタップダンスサークルの皆さん、3組目は 12月の年

末家族懇親会にハンドベル演奏の皆さんをお呼びし

ました。其々に楽しんで頂けたかとは思います。次年

度は更に楽しい例会になる様に幹事の林君よろしく

お願いします。ここで何名かの方にこんな例会をした

ら良いのではないか、こんな事を例会で取り上げたら

良いのではないか、という事を発表して頂きたいと思

います。皆さん必ず思うことがあると思いますので指

名させて頂きますね、 

               ●竹下 隆君 

以前所属していたクラブでは地域の小、中、高と連携

して絵画展を開催していました。細かな打ち合わせ等

手間ひま掛かり大変でしたが、好評で長く継続されて

いる行事でした。 

             ●梶田 與之助君 

今回も御衣黄桜の植樹を行いました宝塔山公園です

が、愛護会の人達だけではどうしても手入れや清掃が

十分に出来ません、久峰運動公園も勿論ですがあちら

は業者が入りますので早朝例会での清掃等は宝塔山

公園をやって頂くのが良いかと思います。早朝例会の

回数も増やしても良いのではないかとも思います。 

■幹事報告         幹事●長倉祐一郎君 

＜文書案内＞ 

＊ 田中ガバナー事務所～

出席率向上のお願い。 

＊ 第 2 期ＲＬＩ－2730 パ

ートⅡの再度ご案内 

＊ 田中ガバナー事務所～

地区社会奉仕セミナー開催のご案内 日時6月20

日 13：30~指宿市民会館 

■出席報告           ●中武 幹雄君 
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会員数＝26 名（免除 2 名） 出席率＝80.76％ 

出席数＝21 名 メイク届＝０ 

欠席届＝5 名 修正～率＝87.5％ 

 

■ハッピーＢＯＸ披露      ●岩切 正司君 

＜ニコニコへ＞ 

● 岩切 正司君～5 月セレモニーお返し～62 才にな

り孫が 4 人になりました。ありがとうございます。 

＜30 周年基金へ＞ 

● 藤堂真由美さん～佐土原ＲＣで祝ってもらいあり

がとうございます。体調は優れませんが頑張って

います。 

● 原田宗忠君・裕子さんご夫妻～何回目の結婚記念

か解らなくなりました。いつも有難う御座います。 

■ ショートＳＰ         ●籾田 直樹君 

当ホテル「ｽﾍﾟｼｬﾙｺﾗﾎﾞﾗﾝﾁﾋﾞｭﾂﾌｪ」のご案内をさせて

頂きます。期日 6 月 7 日（日）11：30~14：30 

大人：4.000 円 4~12 歳 2.000 円会場 1 階ﾊﾟｲﾝﾃﾗｽ 

               ●竹下 隆君 

当行より～経営セミナ

ー開催のご案内をさせ

て頂きます。募集人員

30 名程度 6 月~28 年 5

月（全 12 回） 

講師：ﾄｰﾀﾙﾋﾞｼﾞﾈｽﾏﾈｼﾞ

ﾒﾝﾄ株式会社 （ＴＭＢ） 

■ 新会員地区研修会参加報告  ●宇治橋 信雄君 

初めて参加したロータ

リーの研修会でした。

普段使わない言葉が更

に多く飛び交いました

が、同じ新会員の方々

の事なども聞く事が出

来励みになりました。

一番印象に残った事は他クラブへのメイクです。今後

勉強の為にも行って行きたいと思います。 

             

●内藤 鉄矢君 

初めてのロータリー地区の

研修会の参加させて頂き分

からない事が多く戸惑いま

したが、1 番印象に残った事

は「サービス」という言葉が多く使われていましたが、

自分を振り返り最近欠けていたなと言う事に気付か

されました。また改めて「サービス」と言う事も意識

しながら頑張って行きたいなと思いました。 

■ 会員卓話          ●正岡 文郁君 

本日はせっかくですから皆

さんには未知の世界である

道場の修業の世界の話を少

しさせて頂こうと思います。

私が 23 歳の時神戸の祥福

寺に入門しました。今年 80

才になりますから 57 年前の事です。何とか思い出し

ながらお話し致します。先ず入門願書を書くことから

始まります。そして庭詰（にわづめ）を丸二日間やり

ます。玄関で「たのみましょうー」と大声で何度も何

度もお願いしていると「どーれー」と応答役がやっと

迎えてくれますがここから丸二日間朝から夕まで荷

物を背負ったまま頭を下げた状態で許可を待ちます。

次が旦過詰（たんがつめ）小さな部屋に通されますが

ここから 7日間ひたすら壁に向かい座禅をします。こ

こで脱落する者も多くいます。私どもの修行は馬鹿に

なる修行です。すなわち自分自身をさらけ出すと言う

事、己を殺してその時時に応じ素早い対応を行うとい

う事です。この世界は 1時間 1分でも先に「たのみま

しょう」と出た人が先輩になります。先輩の言う事に

は絶対服従です。年齢も学歴も一切関係ありません。

朝から晩まで晩から朝まで馬鹿になれ！と仕込みを

されます。決して賢い人が賢こぶらない事が大切だと

いう事です。これは皆様方にも通じる事だと思います。

私共住職の役目は皆様方のお役に立つことですから

今後も何なりとお申し付け下さい。 

■3 分間ＳＰ          ●ひばり野隆春君 

正岡さんの卓話に何度か

出て来た「馬鹿になれ、」

というフレーズに大変感

銘を受けました。会社を引

き継いだ当初サーフィン

で営業をする！と目標を

立てましたが思う様に行かない中で父の言葉に従い

ゴルフを始めましたが、２年前からそのサーフィン繋

がりの方と仕事のお付き合いも始まっています。更に

広げる為に「ひょっとこ」も始めましたがこの活動を

通して「馬鹿になる」という意味の深さを感じている

ところでした。ありがとうございました。 

              

●武政 勝巳君 

最近お客様の中で大きな事

故がありました。連絡が入

り直ぐに駆けつけましたが、

修理金額も 100 万と高額に

なりました。皆さんもお気

をつけ下さい！何かございましたら直ぐに駆けつけ

ますので連絡下さい。『４つのテスト』 

 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。 


