
第 1361 回例会 平成 27 年 8 月 5 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                  

3.会長の時間     『奉仕の理想』 

4.幹事報告      5.出席報告 

♪8 月のセレモニー♪ 

6.ハッピーBOX 披露 

7.委員会報告      

8.会員卓話  「永野 陽子君」 

9.今月のテーマフォーラム 

10.ＳＡＡ次週例会案内 

 ＊12 日＝お盆休会 

 ＊19 日＝橋口ガバナー補佐訪問 

1１.点     鐘 

 ※8 月度～理事・役員会 

第 1360 回例会記録 平成 27 年 7 月 22 日（水） 

■会長の時間        会長 日高邦孝君 

皆さんこんにちは、

先ず始めに来週が第

5 週目で休会になっ

ていますことをお知

らせ致します、お間

違いの無い様にお願

い致します。台風の

方は 12号が再度接近

という事ですが、11 号の時の様に右に逸れてくれそう

で小型になると言う事ですが油断は出来ませんね！

終末の度に雨ばかりで我々の業界でも客足が鈍り週

末位しか賑やかではない様です。梅雨明け宣言はした

ものの昨日から台風の影響により引き続きの雨続き

で滅入ってしまいますが晴れてくれることを期待し

て頑張りましょう！本日は委員会報告、卓話とござい

ますので手短に終わりたいと思います。 

昨日全米ゴルフ選手権が終わり Jジョンソン氏が優勝

しました。松山君が 8 位という成績を残しましたが日

本からは他 7名の選手が出場しておりましたが全員予

選落ちという結果でした。松山君はやはり出て行って

やるだけの根性があるなと改めて又感じました。今回

の様なアメリカでの大会はスケジュールや天候など

日本の大会に比べると過酷ですから日本の様に色ん

な面で恵まれた環境の中にいる日本の選手達にはハ

ングリー精神が足りないのではないか・・・という記

事の中にもやはり松山君を評価する記事が載ってい

ました。私も今後彼には期待したいなと思いながら今

日例会に来たところです。ゴルフの話しばかりになり

ましたが（笑）本日はこれで終わらせて頂きます。 

■ 幹事報告          幹事 林 厚雄君 

先週の金曜日に持病

の腰がギックリ腰に

なってしまいどうし

ても動けなくて 10 分

程その場で蹲ってお

りました。土曜日も寝

たきりで仕事がした

いのに出来ないとい

うジレンマが堪りませんでした。仕事柄中腰で力を入

れてやるものですから、職業病ですね、40 歳から掛か

りつけの整骨院があり今回は動けないので先生に自

宅まで来て頂きまして、いつもの事ですが一発で治し

て頂きました。ある程度の年齢になると無理がきかな

くなりますので皆さんも気をつけて下さい。 

＜文書報告＞ 

＊ 第 2 期 RLI-2730 パートⅢのご案内～ 

  場所＝鹿児島県市町村自治会館 

  日時＝2015 年 9 月 20 日（日） 

  登録料＝6,000 円 持参品＝筆記用具、テキスト 

＊ 中部分区会長・幹事会のご案内 

日時＝8 月 19 日（木）19：00～ 

場所＝光辰  会費＝5.000 円 

＊ クラブ事務局・例会場変更のご案内 

鹿児島 RC/鹿児島西 RC/鹿児島中央 RC 

＊ コーティネーターニュース～1015-16 年度目標 

＊ ロータリーの友地区代表委員～「自然災害に備え

て独自のシステムを持つクラブ」情報募集 

「こんな経歴のロータリアンはいませんか？」 

写真               籾田 直樹君 

会員数 26（１） 出席数 21 名 出席率 84.0％ 

免除会員 1 名 欠席数 5 名 メイク ０   

 

         2015～2016        国際ロータリー第 2730地区 

         週報 佐土原ロータリークラブ 
          会 長：日高邦孝  副会長 ：岩切正司    RI2730地区ガバナー 野中 玄雄 

          幹 事：林 厚雄  会 計 ：竹下 隆   中部分区ガバナー補佐  橋口 正樹 

          事務局：吉野由里子 会報委員：荒武義博 RI 会長テーマ世界へのプレゼントになろう 

          例 会 場：ｼｪﾗﾄﾝ･ｸﾞﾗﾝﾃﾞ･ｵｰｼｬﾝﾘｿﾞｰﾄ 5F 2730地区テーマ『奉仕は力！活かそう例会』  

          例会場住所：〒880-8545宮崎市山崎町浜山 クラブテーマ『』 

          例会場 TEL :0985-21-1133・FAX 0985-21-1024     

          事務局住所：宮崎市佐土原町下田島 11703-18 TEL0985-62-7833 FAX0985-62-7877    

RI テーマ 

世界へのプレゼントに

なろう 

 



ハッピーBOX 披露        宇治橋 信雄君 

＜財団へ＞ 

●荒武 義博君～三週続けて休みまして申し訳なく

思っています。 

 

出席報告の籾田君   ＨＰ・ＢＯＸ披露の宇治橋君 

■委員会報告 

      クラブ広報委員長●荒武 義博君 

三週続けて休みました、

申しわけございませ

ん！！ 

18 日土曜日都城市のメ

インホテルで開催され

ました「広報・公共イ

メージ部門クラブ委員

長会議」には何とか都

合を付けて半日でした

が参加して参りました。遠くは奄美からの参加もありまし

た。中部分区からは私と宮崎南クラブの2名の参加でした。

入会後初めて広報委員会の委員長をさせて頂きます。これ

までは毎週配られる週報もどのように作られているのか

考えたことがありませんでしたが写真掲載や記事の編集

等大変な作業だと思います。2015-16年度の活動方針の詳

細、重点活動についての説明や先に行われた地区研修協議

会での補足説明、質問討議等が主な内容でした。Facebook

等を活用した部門会議の試行のついての説明もございま

した。IT活用によっての旅費等の削減、省力化も図って行

きたいという意向の様です。ロータリーの友、ガバナー月

信が毎月届いておりますが、隅々まで目を通している方は

少ないのではないかと思いますが今回私も改めて反省し

た所です。一般の方にも興味を持って読んで頂ける内容に

する為には・・という事も話しが出ておりましたが具体的

な案は出ませんでした。ロータリークラブの会員減少問題

と広報活動のやり方という点を繋げて考えた場合にどの

ような活動をすると効果的なのかという議題も出ました。

これまでは広報するという考えが薄かったという事もあ

り、世間でのロータリークラブの正しい認知度はかなり低

いというのが現状の様です。そんな中で川内ロータリーク

ラブは地元のFM放送と連携したPR活動を行い、効果を

上げているという報告がありました。Eクラブの方と名刺

交換をする機械があり色々なお話しもさせて頂いた中で、

是非 E クラブを宣伝してメイクして下さい！と言われま

した。例会日は毎週月曜正午から土曜日午前0時 メイク

料金=1,000 円（ｸﾚｼﾞｯﾄのみと言う理由で）24 時間ホーム

ページ上で開催され例会に先立ちクラブの会長・幹事各委

員会がその週の伝達事項、協議事項を掲載し、例会期間中

に会員が意見を書き込むのが一般的との事ですがコンテ

ンツをアップロードしスカイﾌﾟを使って同時進行で顔の

見えるコミュケーションを楽しむ事も出来るそうです。例

会参加後500文字程度の感想文をメールで送ると証明書が

発行されるそうです。今回の内容は又詳しく週報に掲載し

たいと思います。 

■ 会員卓話           ●武政 勝巳君 

平成 26 年 9 月 24 日国

際ロータリー第2730地

区中部分区佐土原ロー

タリークラブに入会さ

せて頂きました。昭和

41年7月4日生まれ身

長51ｃｍ体重3300ｇ安

藤産婦人科で生まれま

した。太田忍君の熱心な誘いで入会出来ましたが、良い友人

と仲間が出来て毎週の例会は大変良い勉強になっています。

本日は初めての卓話ですから武政自動車と武政勝巳の紹介を

させて頂きます。私の大祖父は四国から宮崎に来たそうです。

西佐土原の今の梶田さんの自宅近くで自動車整備工場と鉄工

所を営んでいました。大祖母は曽山寺から嫁いできました。

昭和39年に九電跡地だった現在の場所に移転して来ました。

母は宮崎市内の瀬頭から嫁いできまして宮崎交通のバスガイ

ドをしていました。 

移転して2年後に私が生まれ、当時住み込みの従業員の方々

が 14.5 名おりその兄さん達と毎日一緒に風呂に入ってご飯

を食べていた記憶があります。中学校1年生の時に祖父が亡

くなったのを機に神道から縁のありました正岡さんの大光寺

の檀家に改宗しました。広瀬小・広瀬中・高校・社会人まで

ずっとバレーボールをしました。高校卒業後は名古屋の豊田

学園で2年間学び、その後2年間は熊本の斉藤自動車センタ

ーに2年間勤めました。この時期まだ給料も安く苦しい生活

でしたが、先輩達に随分面倒を見て頂き支えられました。そ

の後 22 歳の時に地元佐土原に戻り色々な会に入りました。

「青年団」西佐土原の「だんじり」祖父も父も赤団でした。

私は太鼓番をずっと努めています。来年は勝ちますので又来

て下さい。青年団ではいきなり事務局長～団長と務めさせて

頂きました。 

社会人のバレーボールチームは全国大会まで行かせて頂きま

した。また現在娘も所属している「佐土原太鼓」は創立メン

バーとして小牧君も共に当初資金が苦しく皆 15 万ほど手出

しをして用具等揃えて活動を始めた思い出もあります。「佐土

原ＲＣ」の一員としては今年度太田委員長の下で会員増強副

委員長として頑張りたいと思っています。目標は50名！私と

しては既に10名の候補を上げております。前年度の原田会長

が掲げたテーマを継いで「一人が一人を」で推進して行こう

と思います。皆様のご協力をどうぞよろしくお願い致します。

本日は有り難う御座いました！ 

 

 

 

 

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。 


