
第 1362 回例会 平成 27 年 8 月 19 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.橋口ガバナー補佐挨拶 

10.クラブフォーラム 

11.ＳＡＡ次週例会案内 

 26 日＊会員卓話「小牧 義隆君」 

12.点     鐘 

第 1361 回例会記録 平成 27 年 8 月 5 日（水） 

■会長の時間       会長 ●日高邦孝君 

猛暑が続いております。

2～3 日前の新聞に 70

代の方が熱中症でお亡

くなりになられたとい

う記事が載っていまし

た、気温調整には気を

付けていたと言う事で

すが水分補給不足が原

因との事です、喉が渇いてから水を飲むのではなく乾

く前に小まめに補給するという事が大事だそうです。

実は私も先日参加したゴルフコンペの途中で身体に

震えが来て力も入らなくなり最後の表彰式まで残る

事が出来ませんでしたが始めての経験でした。帰宅後

シャワーを浴びシャンプーをする際に頭皮が異常に

痛いのです、この日はサンバイザーでプレーをしたも

のですから直射日光を浴びてしまったのですね、娘に

ケアしてもらい痛みは治まりましたが、予防対策の甘

さを家族から叱られた所です。趣味のガーデニング用

品購入でハンズマン等によく行きますが顔～首まで

全部を覆う帽子も沢山陳列されてますのでゴルフの

際にも必要かなと思いました。皆さんも少しの時間で

も油断されずに予防対策をして下さい。自宅の庭木で

最近油蝉も鳴き始めました。ほぼ同じ時間に鳴き始め

るなと思っていましたら、気温が 26℃になると鳴き始

めるとの事で納得した所です。こう暑いと涼を求めて

海や川のレジャーに行きたくなりますが綾町の川で

は立て続けに死亡事故が起きております。本当に気を

つけて頂きたいと思います。東京調布では小型飛行機

が住宅地に墜落してその家の住人も巻き込まれてお

亡くなりになられましたが、ほんの 1 週間前に引っ越

して来たばかりだったと言う事を知り、改めて人の運

命という事を考えました。来週はお盆休会です。19

日は橋口ガバナー補佐が来訪されますので出来るだ

け全員参加でお願いしたいと思います。9 月 2 日がガ

バナー公式訪問です。そこで打ち上げと懇親会を兼ね

て昨年も好評でした「コテージヒムカのプールサイド

ＢＢＱ」に皆で行きたいと思いますが如何でしょう

か？その席に会員増強に繋がる様な友人もお連れ下

さい。大勢で楽しい時間を共有出来たらと思います。

詳しい打ち合わせを親睦委員会会員増強委員会と行

いたいと思いますのでどうぞよろしくお願い致しま

す。 

■ 幹事報告         幹事 ●林 厚雄君 

＜文書案内＞ 

＊ 確定申告用寄付金

領収書についてのお願

い 

  2014-15 年度寄付

者へ領収書 

＊例会場・事務所変更

届け～鹿児島３ＲＣよ

り 

＊米山記念奨学会セミナー開催のご案内 

＊地区クラブ研修委員会「ＤＬＰとＣＬＰの研修セミ

ナー」開催のご案内  

＊ガバナー公式訪問前クラブ協議会各クラブ日程 

＊特別月間（8 月）名称変更のご案内 

  「会員増強・新クラブ結成推進月間」 

＊ガバナーエレクト事務所開設のお知らせ 

  鹿児島市指宿～いわさきホテル内 

＊ 2014-15 年度～表彰会長・クラブ推薦協力の案内 

＊ ソウル国際大会参加についてのお願い 

＊ 田中ガバナー年度月信最終号 訂正について 

＊ 8 月例会案内～西都ＲＣ・高鍋ＲＣより 

         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 
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          例会場 TEL :0985-21-1133・FAX 0985-21-1024     
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RI テーマ 

世界へのプレゼントに

なろう 

 



＊ 2015-16 年度地区大会のご案内 

1. 開催日時 平成 27 年 10 月 16 日～18 日 

2. 開催場所 北方ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ（記念ゴルフ大会） 

       ホテルメリージュ 

       延岡総合文化センター 

3. 他 12.まで  締切り 8 月 25 日（火） 

  大会登録料～9.000 円  ご家族無料 

■出席報告     委員長   ●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   

 

出席報告 籾田直樹君  ＨＰ報告 柳田光寛君 

■ハッピーBOX 披露      ●柳田 光寛君 

＜財団へ＞ 

●岩切 正司君～例会に励みましょう。 

■ 8 月のセレモニー 

 

        集合写真 

★ 8 月誕生月～長倉恵子さん 

★ 結婚記念月～竹下隆君・淳子さんご夫妻 

♪おめでとう御座います 

■委員会報告    親睦委員会●吉田 康一郎君 

先日郡司君とゴルフコンペの

話もしたのですがこの猛暑で

すから涼しくなる 10 月を目処

に計画したいと思っています。

先ほど会長からお話が御座い

ましたが、9 月 2 日公式訪問の

夜に打ち上げ懇親会を行う事

になりましたので是非多くの参加をお願い致します。 

■        会員増強委員会●太田 忍君 

会長から提案がありましたが 9

月 2 日のＢＢＱ懇親会に新会

員候補者を同伴して欲しいと

いう事ですから 19 日の協議会

の中で一人が一人発表して頂

きたいと思いますのでどうぞ

よろしくお願い致します。詳細はＦＡＸで案内致しま

す。 

■ ショートＳＰ         ●岩切 正司君 

新しく会員になられた方も

大勢いらっしゃいますから

基本的なロータリーの話を

させて頂きたいと思います。

今日ご馳走が出ましたね、や

はりロータリーの食事はご

馳走が良いのです、ロータリ

ーは社交クラブですから皆

が集まって楽しい時間を過せるという事が大事です。

この様な立派な開場を用意して頂いてご馳走をいた

だいて現在の佐土原ＲＣは主旨に合っていると思い

ます。ガバナー補佐時代にお歴々の方々と懇談させて

頂きましたが、近年ロータリーの主旨が少しずれて来

ている様に思います。地区やＲＩ等から寄付や奉仕活

動の要請が増えきて来ておりますが本来のロータリ

ーの主旨ではありません。ポールハリスが 4 人の仲間

と例会を始めたのは、ポールハリスは寂しかったとい

う事が起点であります。アメリカという国の特徴もあ

り異業種が集まって会合の機会を作りお互いの仕事

を回し合う事で助け合い絆を深めたいという思いの

強さが始まりだったと思います。何故異業種の始まり

を始めたかといいますとポールハリスは弁護士を始

めて最初の五年間は色々な業種を回っていました。そ

の際に異業種に魅力を感じ、同業者で集まる事よりも

異業種の友人を持つ事がプラスになると確信したか

らだと言われています。相互扶助を原点として始まっ

たロータリーですが、次第にそれだけでは世間が認め

なくなった事で社会奉仕活動を始めたのです。ですか

ら新しく入られた皆さんは先ず異業種の友人を沢山

作って頂き、そこから世界を広げ大いにロータリーを

楽しんで頂く！これで良いと思います。 

■クラブ管理部門        ●藤堂 孝一君 

クラブ協議会について 

ガバナー補佐来訪とガバナー公式訪問を前に資料を

お配りしました。見て頂くとクラブ協議会の時期や意

味がよく分かって頂けると思います。19 日は会員増強

中心の協議会にすると言う事ですが是非とも各クラ

ブの委員長さんがリーダーシップを取り行って頂き

たいと思いますのでよろしくお願い致します。 

■3 分スピーチ         ●梶田 與之助君 

入会した当時は近隣クラブによくメイクをしており

ました。欠席の前後 2 週間は適用できますし他のクラ

ブに行きますと色々な出会いもあります。自分磨きに

もなりますから是非ともメイクをお薦め致します。 

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。 


