
第 1370 回例会 平成 27 年 10 月 28 日(水) 

＜＜本日のプログラム＞＞ 

1.点      鐘    

2.ロータリーソング「手に手つないで」 

 ※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.会員卓話  「長倉 祐一郎君」  

9.ＳＡＡより次週の案内 

 11 月 4 日＝11 月ﾌｫｰﾗﾑ「財団月間」 

   会員卓話「原田 宗忠君」 

  ♪11 月のセレモニー ＊理事役員会 

10.点    鐘 

第 1369 回例会記録 平成 27 年 10 月 21 日（水） 

■会長の時間        会長 日高邦孝君 

皆さんこんにちは、先

週は「職場訪問例会」

で弊社に来て頂きまし

て我々も大変勉強にも

なりました、有り難う

御座いました。今年は

会社訪問の多い年だな

と感じております。取引先でありますシーガイアさん

には毎年冷凍冷蔵庫・作業場・会社の管理・衛生状態

のチェックにお越しいただいております。他にも宮崎

観光ホテルさん、先月は熊本のドラッグストアモリさ

ん、夏には商工会の皆さんにも訪問して頂きました。

我々は食べ物を扱う業種でありますから常に安心・安

全・清潔・整頓に神経をつかいながら日々の業務に当

たらせて頂いております、食品偽装問題に付きまして

は全従業員とその様な間違いが起きないように徹底

しております。会社の信用、信頼を失い、社会的制裁

を受けるだけでは無く、取引先の皆様にご迷惑をお掛

けする事ですから決して間違いの起こらないように

毎日毎日繰り返し徹底して行く事が社会的信用をか

ち得る事だと話しをしておりますが、こうして多くの

企業や団体が会社訪問をして下さると言う事は大変

有難いことです。先日 17 日土曜日の地区大会本会議

には 16 名の登録で参加して参りました。私を含めた 8

名で本会議前日開催の記念ゴルフ大会にも参加して

参りました。成績は吉田君が 3 位、私が 2 位という結

果でした。他の皆さんもそれぞれに色々な賞を獲得出

来で大変良いゴルフをさせて頂きました。本会議会場

ではホストクラブであります延岡の各クラブの方々

やカトレア会の皆さんに真心のお接待をして頂きま

した、地区協議会同様に素晴らしい地区大会だったと

思います。先日は 9 クラブ会長・幹事会に参加して参

りました、会員増強に関してロータリークラブの認知

度不足の問題が上がりその対策として色々な意見が

出ましたので 9クラブで協力して実行して行くことで

ロータリークラブの知名認知度も上がり会員増強も

更に進める事が出来るのではないかと思いました。 

■幹事報告         ●長倉 祐一郎君 

＜文書報告＞ 

＊ ガバナー月信原稿

寄稿のお願い～公式訪

問報告（200～250 文字

程度）・集合写真 

＊ 社会奉仕セミナー

開催のお知らせ～場

所：都城メインホテル 

日時：12 月 6 日 登録料：2.000 円 

＊ 高鍋ＲＣ／西都ＲＣ～10 月度例会案内 

■ 出席報告           ●籾田 直樹君 

会員数 26（１） 出席数 20 名 出席率 92.0％ 

免除会員 1 名 欠席数 6 名 メイク  3  

 

■ハッピーＢＯＸ披露     ●田邉 揮一朗君 

＜ニコニコへ＞ 

● 長倉祐一郎君～10 月セレモニーあさって 55

才になります。健康には自信が無くなってま

いりましたがあとひと踏ん張り頑張らね

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

世界へのプレゼントに

なろう 

 



ば！！ 

● 太田 忍君～10 月のセレモニーお祝いあり

がとうございます。何よりも健康一番を目標

に気をつけていきます。 

● 岩切 純子さん～9 月のセレモニーお陰様で

無事に還暦を迎えることができました。これ

までたくさんの人達に大変お世話になりま

した。これからはご恩返しのためにも、世の

中に役に立つ人になるよう、一生懸命働きた

いと思います。これからもよろしくお願いし

ます。ありがとうございました。 

■ 10 月 16 日（金）～17 日（土）地区大会参加報告 

 
●太田 忍君         ●藤堂 孝一君 

 

●宇治橋 信雄君       ●吉田 康一郎君 

 

●柳田 光寛君       ●岩切 正司君 

 

●荒武 義博君       ●武政 勝巳君 

   ＜＜佐土原クラブの主な大会参加内容＞＞ 

※2015 年 10 月 16 日（金） 

■地区大会記念ゴルフ大会・開催場所：北方ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ 

（大会参加者）～日高邦孝君、吉田康一郎君、宮原建

樹君、原田宗忠君、長倉祐一郎君、荒武義博君、武政

勝巳君、宇治橋信雄君、主な結果報告＝2 位：日高邦

孝君 3 位：吉田康一郎君 

※ 2015 年 10 月 17 日（土） 

■ 地区大会 本会議・開催場所：延岡総合文化セン

ター 小ホール 

（本会議参加者）～日高邦孝君、林 厚雄君、藤堂幸

一君、荒武義博君、吉田康一郎君、柳田光寛君、武政

勝巳君、太田忍君、宇治橋信雄君、岩切正司君、大久

保貞子君、籾田直樹君、 

＜本会議プログラム＞ 

■ ガバナー補佐・部門長・会長・幹事合同協議会 

＊日高会長・林幹事 出席 

9：00 受付開始   9：30 ＲＩ会長代理入場 

開会・点鐘 ガバナー挨拶 各報告 

10：30 ＲＩ会長代理講演 

10：55 閉会挨拶   11：00 点鐘 

次期ガバナー補佐会議    藤堂孝一君  出席 

第一本会議ＳＡＡ 延岡東ＲＣ 日野幸春・高橋裕子 

10：00 受付開始 

11：20 オープニングセレモニー「地区内活動紹介」 

11：30    〃        「高千穂神楽」 

12：05 開会告知 

ウェルカムアトラクション第 35 代行司  

                 木村庄之助 

 ガバナー補佐並びに地区内クラブ紹介 

各クラブ代表旗手クラブ旗で登壇「荒武 義博君」 

12：40 開会挨拶    12：45 点鐘 

 中華人民共和国 国歌斉唱 大韓民国 国歌斉唱 

 日本国 国歌斉唱ロータリーソング「奉仕の理想」 

13：00 ＲＩ会長代理 紹介 

    来賓並びに特別参加者紹介 

13：20 物故会員に黙祷 

13：30 ホストクラブ歓迎挨拶 延岡東ＲＣ会長 

14：10 ガバナー挨拶並びに アドレス 

14：30 ＲＩ会長代理挨拶並びに アドレス 

15：15 各種表彰 会員増強優秀クラブ（22 名→26

名）2 位～佐土原ロータリークラブ 表彰 

15：35 記念講演「日本の文化・伝統と教育が、拓く

未来」ジャーナリスト 櫻井よしこ氏 

16：35 大会決議等採択 

    ガバナー指名委員会報告  その他報告 

16：50 米山奨学生紹介 

17：00 交換留学生紹介 

17：10 ガバナーエレクト紹介 

    ガバナーエレクト挨拶～大重 勝弘 

    次期ガバナー補佐紹介～大重 勝弘 

    佐土原ＲＣより 藤堂 孝一君登壇 

    次期地区大会ＰＲ 

17：30 閉会・点鐘     ガバナー野中玄雄 

その他～10 月 17 日（土）家族親睦プログラム 

※ おせったいプログラム 

延岡名物試食コーナー＝鮎の塩焼き・チキン南蛮   

めひかり唐揚げ・お茶席～協力～延岡市 茶道連盟 

延岡物産展～協力～延岡市 観光協会 

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. 恋と友情を深めるか。 

4. みんなのためになるかどうか。 


