
  第 1353 回例会 平成 27 年 6 月 3 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 

 ♪6 月のセレモニー♪ 

 ★地区研修協議会参加者報告② 

9.）会員卓話 「宮原 建樹君」 

10.）＜ＳＡＡ次週 6 月 3 日例会案内＞ 

   会員卓話「梶田 與之助君」 

       「永野 陽子君」 

11.) 点     鐘 

  理事・役員会 

第 1352 回例会記録 平成 27 年 5 月 27 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 1352 回の例会

です。本日の例会はこ

こ 42 階の会場でお天

気も大変良く窓からの

眺めは日本一最高です

ね、幸せです。本日は

お客様をお迎えしてお

ります。ご紹介します。宮崎県中部分区ガバナー補佐

押川弘巳さんです。後ほどお話をお願い致します。先

日の 24 日日曜日に 8 名の方が延岡で開催されました

次年度「地区研修協議会」に参加されています。順に

報告をお願い致します。 

■幹事報告         幹事●長倉祐一郎君 

＜文書案内＞ 

＊西都ＲＣ～6 月の例会

案内 

＊ 2015－2016 年度地

区補助金分配予定額につ

いて 

  プロジェクト名「巨田神社に御衣黄桜を植樹し宮

崎市民に安らぎの場を提供」～申請に分配予定額が決

定したとの報告が届きました。総額￥631,800 

申請額￥450,000 分配額＄3,667 詳しい説明は財団

委員長の郡司君よりお願いしたいと思います。 

■出席報告           ●中武 幹雄君 

会員数＝26 名（免除 2 名） 出席率＝87.5％ 

出席数＝20 名 メイク届＝１（林君） 

欠席届＝６名 修正～率＝92.0％ 

 

■ハッピーＢＯＸ披露      ●宮原 建樹君 

週報を見ましたら来週例会予定の会員卓話が私です

ね、急に胸が苦しくなりました（笑）来週は頑張って

お話しさせて頂きます。 

＜財団へ＞ 

● 岩切 正司君～押川ガバナー補佐をお迎えして。 

■ 次年度地区研修協議会参加者報告 

 
   地区研修・協議会の様子 

協議会報告   ●地区増強拡大委員 永野陽子君 

23 日土曜日から地区会員増強研修会に参加させて頂

きました。24 日部門別会議では、自分のクラブの適性

「人数・例会曜日・時間等」に関してのあらゆる見直 
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しが必要、会員増強と共

に現会員維持の為の努

力が大切だという事で

す。通年 6 月の退会が

一番多いとの事です。何

事も会長と各委員長の

やる気が大事だという

事でした。私が話をするより資料を見て頂くのが良い

かと思いますので後で回覧致します。 

     ●クラブ広報委員長 荒武 義博君 

部門別研修会の内容を

いままとめております

ので出来上がりました

ら皆様にお配りします。

クラブ広報は藤堂君と

いう力強い先輩がいま

すので相談しながら私

なりのクラブ広報委員

会運営をして参りたいと思います。また炉辺会議の復

活の必要性も感じておりますので次年度は行って参

ります。 

        ●財団委員長 郡司 武俊君 

間違った地区補助金申

請の仕方があるとの事

等～ 

地区補助金についての

話が主にありました。

日高年度も申請が通り

ましたのでまた皆で協

力して頂いて行って参

りたいと思います。いただくばかりではいけませんの

で、ポールハリスフェロー寄付のご協力も年に 2.3 人

を引き続きお願い致します。 

  ●クラブ管理運営委員長  藤堂 孝一君 

始めに次年度のテーマ

「世界のプレゼントに

なろう」に関しての話が

ありました。例会がロー

タリーの基本であると

言う事で今年度からＳ

ＡＡが入りました。 

ＣＬＰ導入についての

話もありましたが、佐土原は既に導入済で円滑に進め

る事が出来ております。クラブ活性化で大事なことは

会員の「意識と認識と行動」だと言われていましたが

私も正しくそうだと思います。入会時私も 30 代でし

た、クラブの平均年齢を下げるのに貢献しましたが

（笑）今また若い会員の方々が増えておりますので大

変嬉しく今後に期待しています。 

写真           ●会長 日高 邦孝君 

会員増強部門に参加させて頂きました、永野君が殆ん

ど報告して下さいましたので、他の話をしたいと思い 

ます。当日延岡の会場

に 8 時前に着き、１番

乗りでした。延岡東Ｒ

Ｃカトレア会（婦人部）

の皆様がとても感じ良

く迎えて下さいました、

既に沢山の飲み物と共

にサンドウィッチの用意もされておりました。遠方か

ら参加の皆さんへの配慮と昼食時間が遅い事への配

慮かと思います。会場に関しては不便を感じる事があ

りましたが、その様な事を払拭するおもてなし、真心

の「おせったい」を受け感動しました。延岡の女性会

員の方々の姿を通して、佐土原ＲＣも 30 周年を迎え

る準備としても女性会員の力がもっと必要だと感じ

ました、皆で協力して増強して参りましょう。 

■ 第 2730 地区中部分区 ガバナー補佐挨拶 

              ●押川 弘巳様 

佐土原ＲＣの皆様今日

は、3 月の宮崎県ＩＭに

尽きましては、中部分区

各クラブの皆様の御陰

でＩＭ／懇親会共々大

盛会の内に終了し講師

の元ＲＩ会長田中作次

氏及び中村パストガバナーに於かれましてもこんな

大規模なＩＭは経験したことが無い。まるで地区大会

の様だとお褒めの言葉をいただき、安堵した次第です。

さて、田中年度も後 1 月で終了いたしますが、地区内

で残すは今週の地区会員増強セミナー・6 月第 1 週の

串木野ＲＣの 50 周年・翌週の指宿ＲＣ５０周年そし

て、6 月 6 日から開催のブラジル・リオの世界大会出

席となり公式行事は終了致します。地区内に目を向け

ますと中部分区に於いてはほとんどの懸案事項はク

リアし、残るはスタート時 25 名に達していないクラ

ブが 3 クラブ（西都・佐土原・東）ございましたがそ

のうち 2 クラブ（佐土原・東）が 25 名をクリアし西

都クラブを残すのみとなりました。私は他クラブの訪

問の際にも「西都在住のご友人があれば、ぜひ西都ク

ラブに入会の勧誘をして頂きます様お願い致します。」

と呼びかけています。何とか中部分区は全て 25 名以

下のクラブはゼロに任期一杯までにしたいと願って

おります。1,100 名以下になると地区の廃止、或いは

変更も可能だとのことです。会員増強を努力しましょ

う。よろしくお願い致します。現在の懸案事項としま

しては、現在運営している地区事務所・ガバナー事務

所・ガバナーエレクト事務所の運営費の問題がありま

す。2013－2014 年度には 800 万の繰越金が 2014－

2015年度には 400万になり 2015－2016年度は 60万

になり、この繰越金で年間 370 万近い事務所運営を賄

っていたのですが、次年度は賄えない状況にあります。

3000名超えの会員が2300名まで減員しているにも拘

わらず事業規模が往事のままでは立ち行かなくなる



のは自明の理です。ＲＣも年々変化はしていますが直

球勝負とは行かず今大胆な組織改革を断行しなけれ

ばならない時期に来ているのではと考えます。会員お

一人お一人がぜひ地区研修会・協議会・地区大会等に

ご出席願い、建設的な、斬新な発言を頂けるよう期待

しています。本日はありがとうございました。 

● 地区協議会報告       岩切正司君 

私は、藤堂君に送っても

らい参加してきました。 

車の中での話、先日の正

岡会員の卓話の中に馬

鹿になる修業をしてき

たことが出まして、その

話をしながら帰ってき

ました。 

 

 

 

 
  友愛の広場でのひと時です。 

 
 本会議場で佐土原クラブの会員たち。 

 
５月２７日佐土原ＲＣ例会場の窓から 北面を撮影 

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。 

６月例会予定 

６月１０日 会員卓話「梶田與之助君」 

           「永野陽子君」 

６月１７日 各委員会 活動最終報告 

６月２４日 年度末懇親会 「夜間例会」 

      会場 「四季の恵」 

      時間 18：30 会費 3000 円 

会長・幹事退任の挨拶 


