
  第 1355 回例会 平成 27 年 6 月 17 日(水) 

＜＜今日のプログラム＞＞ 

1.）点      鐘 

2.）♪ロータリーソング「それでこそロータリー」  

3.）  4 つのテスト唱和                 

4.）会長の時間 

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.）委員会活動最終報告～「各委員長」 

10.）＜ＳＡＡ次週 6 月 24 日例会案内＞ 

   ＊年度末懇親会 夜間例会 

    四季の恵～18；30～ 

   ■原田会長・長倉幹事退任の挨拶 

11.) 点     鐘 

第 1354 回例会記録 平成 27 年 6 月 10 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 1354回の例

会です。 

先日からＦＩＦＡ女

子サッカーワールド

カップ 2015が始まっ

ております。昨日が

スイスに 2－0で辛う

じて勝利しておりし

たが他のチームと比べますと何となく頼りない感じ

を受けました。今週の土曜日はカメルーンとの対決で

すね、過去 6－0 で勝っておりますが大変パワフルな

チームですから又しっかり応援したいと思います。こ

の 1年間各委員会活動を振り返りますとやはり十分に

出来ておりません、私自身がもう少し密に連絡をとっ

てやるべきでした、先ほど次年度の会長・幹事さんと

も話しました、２４日の年度末懇親会の席は次年度の

委員会ごとに座って頂きます。各委員会メンバーで次

年度に向かっての意見交換を大いにして頂き次年度

良いスタートを切っていただきたいと思っておりま

す。皆さん参加の程よろしくお願い致します。ご自分

がどの委員会になるのか再度ご確認をお願いします。

新会員の内藤君がフェローシップ委員会、宇治橋君が

情報・対外委員会、小牧君が会員増強副を武政君と共

にお願いします。分からないことは遠慮せずにどんど

ん先輩方に聞いて下さい。よろしくお願い致します。 

■幹事報告         幹事●長倉祐一郎君 

＜文書案内＞ 

＊ロータリー勉強会

弟回のご案内 

①開催日 平成 27

年 7 月 29 日（水）18：

30～ 

②場所  ホテル

マリックス 二階会

議室 

③演題  会員増強について 

＊例会時間変更のお知らせ～延岡ロータリークラブ 

  平成 27 年 6 月 17 日（水）18；30～ 

  ホテルメリージュ 

＊ロータリー財団部門～ご案内＝今年度、後ひと月 

です。寄付金、お忘れではありませんか。 

■出席報告           ●中武 幹雄君 

会員数＝26 名（免除 2 名） 出席率＝84.6％ 

出席数＝20 名 メイク＝2 田邉・ひばり野 

欠席届＝6 名 修正～率＝87.5％ 

 

出席報告 中武幹雄君  ＨＰ・ＢＯＸ報告日高君 

■ハッピーＢＯＸ披露      ●日高 邦孝君 

＜財団へ＞ 

● 岩切正司君～例会出席に励みましょう。 

＜30 周年基金へ＞ 

● 柳田光寛君由記子さんご夫妻～6 月結婚記念月お

祝いありがとうございます。24 年間ずいぶん飼い

ならされました。 

● 荒武義博君由美さんご夫妻～6 月結婚記念月お祝

いありがとうございます。これからも仲良く結婚
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生活を送れるように努力します。 

● 郡司武俊君・小百合さんご夫妻～6 月結婚記念月

お祝いありがとうございます。もう 30 年、まだ

まだ 30 年、これからもけんかしながら元気に仲

良く過していきましょう。お花ありがとうござい

ました。 

● 吉田康一郎君～66 回目の誕生日を迎えましたが

昔だったらこの世には居ないでしょうけど、これ

からが本番！まだまだがんばります。 

● 日高邦孝君～すみません！先月の妻の誕生日を忘

れていました、倍返しで勘弁して下さい（笑） 

■会員卓話          ●梶田 與之助君 

我々の業界の現状か

らお話しします。作物

が高騰しております、

何故かと申しますと

やはり天候不順が関

係していると思いま

す。これも地球温暖化

の影響でしょう、台風

もどんどん早くなっ

て来ていますね、この様な事を踏まえましても「地産

地消」の推進が大事だと思います。農業は土作りが一

番大事です。これには大変な努力が必要になりますが、

どんな仕事も同じだと思います。今年度私は会員維持

と教育になっております。教育はなかなか出来ません

が、先日長期欠席の方に電話をしてお話ししました。

又今後も働きかけをしたいと思います。数年前から出

席免除をうけておりますが、これに関しては自己申請

も必要であります、ですから次年度を機に外して頂き

たいと思いますのでどうぞよろしくお願い致します。

4 月に 3 名の新会員を迎えることが出来大変嬉しく思

っています。皆さんはまだまだ分からない事だらけだ

と思います。「ロータリーって何だろう」という歌が

ございます。１、ロータリーって何だろう みんな知

らない道だから  真実かどうか探してる 奉仕の

為に集まれる不思議な集いロータリー 2、ロータリ

ーって何だろう みんな知らない道だから みんな

の為に探している 理想を求めて集まれる 理想を

求めて集まれる 不思議な集いロータリー  この

様な歌もたまには良いのではないでしょうか。「ロー

タリーとは何か？」一口で説明するのは非常に難しい

と皆さん思っておられると思います。入会当初から持

っている資料の中に良いものが御座いましたので紹

介いたします。「ロータリーとは何か？」一口でいえ

ば、世界最初の奉仕クラブ組織です。「人道的な奉仕

を行い、あらゆる職業において高度の道徳的水準を守

ることを奨励し、かつ世界における親善と平和の確立

に寄与することを目指した実業人および専門職業人

が世界的に結び合った団体である」と正式に定義され

ています。一方、ロータリー・クラブとは「奉仕の理

想を各人の個人生活、職業生活および社会生活実践の

基盤とすることに同意した、実業人や専門職業人によ

ってできたクラブ」と定義されています。ロータリー

は、対立と分裂をもたらすような活動にかかわること

は避け、共通の利益を重んじてお互いの理解と協力の

心を培っていくものです。ロータリアンは自己の職場

あるいは居住する地域社会において奉仕の機会をと

らえて活用するように努力しなければなりません。ロ

ータリアンはいかなる宗教的政治信条をもとうとも、

問題にさらされることはありません。そして、母国に

忠誠を尽くし、自己の宗教的な信念に忠実であるよう

求められています。これからの佐土原ロータリークラ

ブも若い皆さんの時代です。皆で協力し合い大いに頑

張って頂くことを祈念して終わりたいと思います。 

写真              ●永野 陽子君 

私は 18歳で結婚をし

て 21歳で離婚をしま

した。当時僅かなパ

ート収入しか無い中

で何とか生計を立て

るためにスナックを

オープンさせました。

オープンに至るまで

には資金繰りに大変な苦労をしました。オープンから

3 ヶ月目には疲労で倒れ 1 週間入院してしまいました。

その 1 週間借金が返せず困り果て、友人に借りてなん

とか凌ぎました。本当に苦しかったです。 

店を出しているビルのオーナーは祖父でしたがその

祖父も父も私がスナックをすることに断固反対して

いましたので家賃も 1円たりともまけて貰えないし支

払日は 1日でも遅れたら直ぐに辞めさせる！と言われ

ていたので毎日必死で明け方までも飲みたくないお

酒を飲んで働きました。当時は本当に大変でしたが今

まで何とかお店を続けてこられたのもお客様は勿論

の事。始めから祖父と父が私を甘やかさずに厳しく鍛

えてくれたお陰だなと今では心から思えるようにな

り本当に感謝しております。今はいつ結婚して辞めよ

うかな？！とそればかり考えております（笑） 

 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。 

メモ 


