
第 1368回例会 平成 27年 10月 14日(水) 

＜＜本日のプログラム＞＞ 

1.点      鐘    

2.ロータリーソング「」 

 ※４つのテスト唱和                 

3.会長の挨拶     

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.職場訪問「フレッシュミート日高さん」   

9.ＳＡＡより次週の案内 

 １0月 16/17～地区大会当日 

 １０月 21（水）～地区大会参加者報告 

10.点    鐘 

第 1367回例会記録 平成 27年 10月 7日（水） 

■会長の時間        会長 日高邦孝君 

皆さんこんにちは、本日

はお客様を 3 名お迎えし

ております、ご紹介致し

ます。体験例会として図

師農園社長の図師賢児様 

高鍋ロータリークラブよ

り河原好秋君。名誉会員の山脇 忍さん 山脇さんに

は卓話のお願いをしておりますので後ほどお話を伺

えます。 

先日 2 日に会員増強

委員会と会員親睦を

兼ねて太田君の居酒

屋忍で懇親会を行い

ました。そこには図

師様と岩切君のご友

人仁多脇様もお越し

でした。太田君には沢山の料理とお酒の準備をして頂

き本当に有り難う御座いました！！その日は仕事が

出来なかったと思います。林君の奥様と武政君のご家

族も含めての大変賑やかな楽しい懇親会になりまし

た。二次会にまでお付き合い頂き更に懇親を深める事

が出来ました。また改めてロータリークラブには親睦

が大事であるという事を認識しましたしご家族の参

加もロータリーへの理解と協力を深めていただく上

で大切だと思いました。またこの事が永遠のテーマで

あります「会員増強」を推し進めていく上でも大きな

力になると思います。今後も家族参加の親睦会を計画

して行こうと思います。その時にはまた皆様のご協力

をお願い致します。毎週の堅苦しい例会の場だけでは

なく懇親会の場で異業種の仲間達と語り合い自己研

鑽の場としてそこで得たものをそれぞれの職業に生

かして行くことが大切だと思います。今後も仲間を増

やしながら幅広く充実した佐土原クラブ独自の有意

義な活動を繰り広げて参りましょう。 

■ 幹事報告         幹事●林 厚雄君 

＜文書案内＞ 

＊ 東日本豪雨災害 被害

者への支援について 

１、 取り纏め締切日 

27年 10月 20日 

２、 会員一人当たり 

500円以上を目安に 

＊ 高鍋ＲＣ・西都ＲＣ～10月度例会案内 

＊ 地区大会 クラブ紹介時にバナーを持って行うと

の事、バナー持参者と持つ会員名の報告 

＊ 国際ロータリー第 3000地区（インド）「健全なる

精神に向けての私達の使命プロジェクト」報告 

＊ 11 月 7 日西都にてＩＭ登録済の報告～登録人数 

26 名 登録料 1 人￥2.000  当日参加者 18 名 

懇親会参加者 ￥3.000 6名本日振り込み予定 

■ 出席報告           ●籾田 直樹君 

会員数 26（１） 出席数 23名 出席率 92.0％ 

免除会員 1名 欠席数 3名 メイク  0   

■ハッピーＢＯＸ披露      ●武政 勝巳君 

＜ニコニコへ＞ 

● 小牧 義隆君～9月誕生祝～お祝いのお花あ

りがとうございました。嫁も大変喜んでおり

ました。公務等であまり出席できておりませ

んが今後ともよろしくお願い致します。 

＜財団へ＞ 

● 岩切 正司君～山脇名誉会員 図師様をお

迎えして。 
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世界へのプレゼントに

なろう 

 



■ 委員会報告        会計  ●竹下 隆君 

           監査  ●梶田 與之助君 

 

2014-2015年度の決算報告をさせて頂きます。 

※詳細は別紙掲載させて頂きます。 

             ●吉田 康一郎君 

第 6回佐土原ＲＣ杯スポ

ーツ少年団クリスマスバ

レーボール大会の日程が

決まりましたのでご報告

します。 

日時 27年 12月 20日

（日）メイン会場～開会

式 閉会式＝佐土原広瀬小学校 女子の仕合会場＝

佐土原小学校＊各備品等の手配も始めますのでよろ

しくお願い致します。 

♪10月のセレモニー♪   

 

18日生 ☆ 林 厚雄君 16日生 ☆ 太田 忍君 

           23日生☆ 長倉 祐一郎君 

 ♪皆様おめでとうございます♪ 

■卓話          名誉会員●山脇 忍君 

皆さんこんにちは、一年

半振りになります。この

会場も初めてでござい

ます。華々しくはござい

ませんが話をするには

小じんまりとして非常

に良い会場だと思いま

す。私の話はいつも 2時間くらい必要なのですが今日

はそれを 20分の１にまとめてお話し致します。 

ロータリーの話をして欲しいとの要望がございます

が私は医師でございますから先ずはその話をして口

が滑らかになりましたらロータリーの話に入ろうか

と思います（笑）「コレステロールで知っておきたい

こと」※資料配布にて別紙掲載させて頂きます。 

    【楽しい例会を心がけましょう】 

ロータリーは楽しい例会を持つことにより、親睦を深

めて行くのが基本ではないかと思います。その目指す

ところは、会員同士の親睦を通じて自己研鑽（超我の

奉仕）をすることにあります。日本の例会は堅苦しい、

とよく言われます。ロータリーの例会は楽しむ為のも

ので、苦虫を噛み潰したような顔での例会では親睦も

生まれないでしょうし、自己研鑽への意欲も出てきま

せん。楽しい例会を持つ為に、クラブで色々なアイデ

ァを出すよう、皆さんで考えることが大事かと思いま

す。勿論ロータリーのたてまえの逸脱は許されません

が、運用の妙はクラブ独自の工夫によっていかように

も行う事が可能であります。友愛の広場の時間（11

時半～12時半の食事時間を含めて 60分の時間帯） 

会長の時間、ソング＆会員卓話等にクラブ独自の特色

を生かすことが肝要かと考えます。会長の時間は非常

に大事で、通り一遍の報告に限らせず、是非ロータリ

ー情報を、分かり易く解説する項目を時々加えて頂き

たいと思います。一度そのクラブへメークアップした

ら、もう一度出席したい、と思わせるような、和やか

な、為になる例会を念願しています。例えばロータリ

ーソングですが童心にかえってこれから 1時間を愉快

に過そうと肩の凝りをほぐすのがソングの効用です。

直立不動、仏頂面で歌う必要はありません“手に手つ

ないで”という歌ですが、1953年の大会で神戸の小

曾根真造さんが気転を利かして、みんなに手をつなが

したのが事の起こりで、初めから決まっていたのでは

ないと言う事です。苦労して成し遂げた大会がやっと

終わって“手に手をつないで”を歌う時になって、や

れやれこれで済んだ、無事終わったと思うと、ほっと

し、ニコニコしてしまう。これこそ本当の歌の効用で

ないかと思います。これまで、認証伝達式（1988年 6

月 19日＝27年前）創立 1周年記念祝賀会、5周年、

10周年、15周年、20周年祝賀会やＩＭをクラブで主

催した時など、数多く経験した事であります。また、

例会の開会前にＢＧＭも良いかと思います。春夏秋冬

で季節に因んだ歌を選んだらどうでしょうか。民謡や

童謡でも結構だと思います。これで例会の雰囲気が、

初めからがらりと変わってくるのではないでしょう

か。ＳＡＡの負担が多きくなりましょうが、是非お勧

めしたいです。佐土原ロータリークラブ発展のために

尽力されてこられました、会員の皆様に心から感謝申

し上げ、私の卓話を終わります。有り難う御座いまし

た。 

            2015・10・7 山脇 忍 

 

 

 

 

 

 

   

 

4つのテスト『言行和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 


