
第 1364 回例会 平成 27 年 9 月 2 日(水) 

＜＜ガバナー公式訪問 プログラム＞＞ 

1.点      鐘      

2.ロータリーソング「君が代」「奉仕の理想」 

3. ※４つのテスト唱和  

（食事）                

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.メジャードナー認証品の贈呈～正岡文郁君 

 野中玄雄ガバナーより 

9.委員会報告      

10.ガバナーアドレス  

「第 2730 地区ガバナー 野中玄雄君」 

11.記念撮影～休憩 

12.クラブフォーラム 

 司会進行 「会長 日高邦孝君」 

 フォーラム発表者「田邉君・武政君・吉田君」 

 ガバナーより総評 

13.点    鐘 

第 1363 回例会記録 平成 27 年 8 月 26 日（水） 

■会長の時間        会長 日高邦孝君 

皆さんこんにちは、今日

からこの前に時計が設

置されていますが一つ

の目安にして頂ければ

と思います。素晴らしい

時計置きが出来ており

ますがメイドイン藤堂

産業です！有り難う御

座います！本日はスケ

ジュールが目白押しですから手短に終わります。後ほ

ど幹事の方から来週のガバナー公式訪問について最

終の打ち合わせを行って頂きます。 

■ 幹事報告          幹事 林 厚雄君 

＜文書案内＞ 

＊ ロータリー勉強会第 10 回のご案内 開催日 

10 月 21 日（水）18：30～20：30 場所ホテルマ

リックス 演題「新入会員の研修について」 

懇親会 ホテルマリックス 1 階つぼ八 20：30～ 

会長・幹事・理事・情報委員長役員他関心のある

方、新人の方もご参加下さ

い。費用＝勉強会 ￥500 

懇親会￥3.000 

＊9 月の例会案内 「補足」 

9 月 9 日ゲスト卓話の確認

～永野会員へ 

9 月 16 日早朝例会 宝塔山

公園清掃 時間 7：30 

桜植樹場所へ集合 朝食＝小牧君へ依頼 

＊公式訪問服装＝ジャケットの着用、ネクタイは自由

と致します。11：50～入会 3 年未満の方、永野君、

大久保君、配偶者を含めた懇談会への参加の確認を

お願いします。 

 「公式訪問報告書」をご持参下さい。 

 写真撮影を藤堂君にお願い致します。 

＊2015-16 年度 クラブ研修リーダーを岩切正司君に

承諾頂き届け出ました。 

＊10 月 17 日地区大会参加者について～今年度は入会

年数の新しい会員と役員等を中心に登録致します。 

＊公式訪問当日に行う懇親会への出欠と新会員候補

者へのお誘いも是非お願い致します。 

■出席報告            籾田 直樹君 

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  0   

 

ハッピーBOX 披露        大久保 貞子君 

＜ニコニコへ＞ 

●長倉恵子さん～8 月のセレモニー素敵なお花をあり

がとうございました。誕生日が嬉しい年ではなくなり

ましたがやはり、お花を頂くとうれしいものです。健

康に気をつけて、1 年間色んな事に頑張っていきたい

です。本当にありがとうございました。 

●藤堂孝一君～100 円玉が入ってなくて・・・・。 

         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 

 



●＜財団へ＞ 

●岩切 正司君～例会出席に励みましょう。 

■ 委員会報告          ●岩切 正司君 

今年度は会長エレクトとしてクラブ研修リーダー

をお引き受け致しましたので役割をお話し致しま

す。クラブの特性や RI が推奨するベストプラクテ

ィスを取り入れた独自のリーダーシッププランを

作るべく理事会に進言し会員に働きかける。 

１、ロータリーの歴史 ２、ロータリー用語 

３、クラブ定款・細則の認知 ４、クラブ活動の意

義５、RI及び地区情報 といったテーマでクラブ

での研修(学習)会を主宰する。また皆様のご協力を

よろしくお願い致します。 

             ●藤堂 孝一君 

来週の「ガバナー公式訪

問」クラブフォーラムで

武政君も発表されます

が、先週欠席でしたので

私が話した内容が参考

になればと再度時間を

いただきました。ガバナ

ー月信 8月号のガバナ

ーの記事を熟読して頂いて武政君なりの思いを話

して頂けると良いと思います。いままで会員増強に

ついてこれだけ解説されて掲載された事はありま

せん。来週はどうぞよろしくお願い致します。 

             ●郡司 武俊君 

先日の 23日都城で行わ

れた財団地区補助金セ

ミナーに参加して参り

ました。100名以上の参

加でした。野中ガバナ

ーもお越しでした。ガ

バナーが最初に言われ

たのがロータリーで一

番大事なのは「出席と米山と財団」だという事でし

た。2730地区の「地区補助とグローバル補助金申

請」の現状説明・申請の仕方・経験クラブから良い

点悪かった点の報告、私も佐土原クラブの活動報告

をしっかりして参りました。 

             ●吉田康一郎君 

10月 16日～18日開催

の地区大会の中で 16日

に延岡の北方ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ

で親睦ゴルフ大会が開

催されます。当クラブ

から吉田、日高君、原

田君、宮原君、長倉君、

武政君、宇治橋君、こ

の 7名で参加致します。前日宿泊になりますので

17日（土）当日参加の皆さんは林幹事の方で車を

出して頂くと助かります。私の新会員候補者へのプ

ッシュは順調に進んでおります。9月２日のコテー

ジヒムカプールサイドＢＢＱ懇親会に参加された

際には皆様どうぞよろしくお願い致します。 

■ 会員卓話           ●小牧 義隆君 

皆さんこんにちは、本日

は初めての卓話でござ

います。先ほど岩切君よ

り仕事の話がいいよ！

とアドバイス戴きまし

た。先日ブッシュマンの

映画を観ながら感じた

事がございます。何不自由無く暮らしている我々の

生活ですが、だからこそ失われ問題にもなっている

人と人との繋がりや通信機器の発達で得たこと失

った事等を改めて考えました。20 数年前に地元佐

土原に帰り父の代から営んでいる商店に生鮮食料

品部門も設け小牧ストアーとなりました。その後各

スーパーが次々にオープンし始めましたが丁度子

供が生まれた頃に生協が出来ましたので家内と相

談し、現在の場所にセブンーイレブンを始める事に

しました。皆さんご存知と通り商売は仕入れ・売り

上げ・荒利の流れで営むことが出来ます。しかしこ

の荒利の中からの支払いがかなり大きいのです。他

に一月間の廃棄金額も膨大です。当店は値引きしな

い方針としました。どちらが良いとも言えないのが

現実だと思います。お陰様でセブンーイレブンは美

味しい、品が良い、というお声を頂きます。確かに

賞品開発力も凄いと感じます毎週 200 種類近くの

新商品が発売されてその中から売れる商品売れな

い商品と振り分けられます。私どもが常に教育され

る基本 4 原則がございます。①クリーン（清潔な店

舗）②フレンドリーサービス（接客）・③品揃え（豊

富な）・④店舗管理（常に新しい物を提供する）こ

の基本 4 原則を大切にしながらスタッフと共に地

域の皆様に愛される店舗として頑張って参りたい

と思います。9 月 1 日よりおでん 70 円セールが始

まりますがおでんは 9 月が年間で一番売り上げが

高いのです。どうぞこの機会に皆様にも美味しいセ

ブンーイレブンのおでんをご賞味戴ければと思い

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。 

メモ 


