
第 1360 回例会 平成 27 年 7 月 22 日(水) 

今日のプログラム 

1.点      鐘  2.ロータリーソング                  

3.会長の時間     『手に手つないで』 

4.幹事報告      5.出席報告 

6.ハッピーBOX 披露 

7.委員会報告      

8.会員卓話  「武政 勝巳君」 

9.ＳＡＡ次週例会案内 

 ★7 月 29 日（水）特別休会 

8 月 5 日～＊8 月フォーラム 

＊ 会員卓話「永野陽子君」・セレモニー・理事会 

10.点     鐘 

第 1359 回例会記録 平成 27 年 7 月 15 日（水） 

■会長の時間        会長 日高邦孝君 

皆さんこんにちは、

本日は公式訪問報告

書が完成して皆さん

の手元に配られてい

ますね、林幹事の尽

力と用紙を提供して

下さった藤堂君のお

陰で立派な仕上がりになりました。誠に有り難う御座

いました。記載内容に数ヶ所訂正が入る事があるかと

思いますが、随時差し替えていきたいと思いますので

確認をお願い致します。今日の宮日新聞にロータリー

クラブとライオンズクラブの各クラブ会長の顔写真

と紹介記事が一面全部を使って掲載されております。

朝から武政君がグループラインに記事の写真をアッ

プして下さり気がついた方もおられたと思います。有

り難うございました！先週私のほうに取材に来て頂

き来週掲載しますという事でした。台風が来ています

が上手くそれてくれそうですね。ここ 2.3 日は久しぶ

りの青空を見ることが出来やはり気持ちも身体も軽

く感じますね！しかし気温の方も一気に上がり全国

的に熱中症で倒れ救急車で搬送される方やお亡くな

りになられた方もいらっしゃいます。皆様も健康管理

には十分気をつけて仕事に取り組んで頂きたいと思

います。先日の日曜日に久々時間が有りましたので、

自宅物置の片付けをしたのですが、カビの凄いことに

ビックリしました！革製品は特に酷く全てにびっし

りで大変でした。 

子供たちがまだ小さい頃に家族で使っていた釣り用

具、釣竿、ケース等など沢山見つかりこんなにあった

のかと驚きましたが釣竿は捨てるに捨てられず困っ

ている所です（笑）家族の魚釣りでの思いでと言いま

すと沢山ありますが中でも、一ツ瀬浜に 2 家族で釣り

に行ったときに「ままかり」と言う魚が大量に釣れて、

クーラーを持って行ってなかったものですからバケ

ツ 2 杯分 7,80 匹をそのまま持ち帰り、料理方も分か

らなかったので詳しい友人に聞き、刺身でもフライで

も煮付でも何にでも美味しい魚だという事でフライ

や煮付にして美味しく頂いたという事が 1番楽しい思

い出として残っています。この「ままかり」の名前の

由来は美味しすぎてご飯を沢山食べるのでご飯が足

りなくなり近所にご飯（まんま）を借りに行くほどだ

という意味だそうです。地元の口永良島でも小学校の

時は釣りばかりして遊んでいました。竿もモウソウ竹

を使って作っていました。1 本釣りでリールも必要な

かったです。餌も岩場隙間にいるフナ虫を捕まえて竹

で作った籠に入れて使っていましたが十分釣れてい

ました。昔は海藻も藻も大量にありましたので子供で

も簡単に魚を釣って遊ぶことが十分出来ていました。

ウニ～貝類も同じです。子供時代に自然や魚介類に関

して非常に贅沢で豊かな経験が出来たと今又改めて

地元口永良島の自然に感謝している所です。今日は自

己紹介も兼ねてこんな話をさせて頂きました。 

■ 幹事報告 

写真             幹事 林 厚雄君 

今回の台風11号は東

側経路の様ですから

宮崎への影響は大丈

夫かと思いますが油

断は出来ませんね、

私の自宅と会社は北

に向かって建ってい

ますから西側を通り

東からの風を受けま

すとまともに影響を受けます。十数年前の台風ではま

ともに受け看板から何から飛んでしまい大変な思い
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をした事を思い出し、その様な事にならない事を願っ

ています。 

＜文書報告＞ 

＊ 例会時間変更のお知らせ～延岡中央 RC 

＊ 青少年交換オリエンテーションのご案内 

１、 日時 2015 年 8 月 23 日（日） 

受付 10：30～ 開会 11：00～12：00 

昼食会 12：30～13：30 

２、 場所：ホテルメリージュ 

３、 登録料：4.000 円 

＊ 米山記念奨学会～2015 年度上期普通寄付お願い 

＊ 「第 14 回ロータリー全国囲碁大会」のご案内 

日時 2015 年 10 月 3 日（土）9：30 受付 

会場 日本棋院会館本院 

主催 ロータリー囲碁同好会日本支部 

共済 第 2580、2750 両地区（都内 2 地区） 

ホスト 東京ロータリークラブ 

登録料 7,000 円（昼食代、賞品含む） 

■ 出席報告        宮原 建樹君 

会員数 26（１） 出席数 20 名 出席率 84.0％ 

免除会員 1 名 欠席数 6 名 メイク  １ 

 

出席報告の宮原君    ＨＰ・ＢＯＸ披露の田邊君 

ハッピーBOX 披露        田邉 揮一朗君 

＜ニコニコへ＞ 

● 村上 實君～7 月 5 日 国際ゴルフ開場記念大会

にてホールインワンを達成しました。一生の思い

出です。 

● 中武ちづ子さん～7 月誕生お祝いありがとうござ

います。皆様、これから厳しい日が続きます、お

体ご自愛下さい。 

＜財団へ＞ 

●岩切正司君～公式訪問報告書有り難うございます。 

■クラブ協議会の様子～ 

 

 
 

 
 

 
＜＜近隣クラブ会場と例会曜日のご案内＞＞ 

＊ 西都 RC＝ウエディングパレス敷島＝火曜日 

        第二週＝あかのや 

＊ 高鍋 RC=ホテル泉屋＝木曜日 

＊ 宮崎北 RC＝ホテルマリックス＝水曜日 

＊ 宮崎中央 RC＝ﾜｰﾙﾄﾞｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ ｻﾐｯﾄ＝木曜日 

＊ 宮崎 RC＝宮崎観光ホテル＝火曜日 

＊ 宮崎西 RC=宮崎観光ホテル＝金曜日 

＊ 宮崎東 RC＝ﾆｭｰｳｪﾙｼﾃｨｰ宮崎＝月曜日 

＊ 宮崎南 RC=宮崎観光ホテル＝月曜日 

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。 


