
第 1371 回例会 平成 27 年 11 月 4 日(水) 

＜＜本日のプログラム＞＞ 

1.点      鐘 

 国歌斉唱    

2.ロータリーソング「奉仕の理想」 

 ※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～♪11 月のセレモニー♪ 

      ～財団月間について 

8.会員卓話  「原田 宗忠君」  

9.ＳＡＡより次週の案内 

 11 月 11 日＝会員卓話「梶田 與之助君」 

10.点    鐘 

 理事・役員会 

第 1370 回例会記録 平成 27 年 10 月 28 日（水） 

■会長の時間        会長 日高邦孝君 

皆さんこんにちは、本日

は宮崎中央ロータリー

クラブの鳥山浩君がお

越しです。後ほど「第 3

期ＲＬＩパート 1」の話

をさせて下さいとの事

でお時間を取っており

ますのでよろしくお願い致します。先週 18 日の日曜

日に開催されました、口蹄疫復興イベントの第 6 回水

平線と花火と音楽のイベントで出演者・スタッフのケ

ータリングボランティアに参加して参りました。幹事

の林君が丁度その日が誕生日だと言う事で出演者に

も会えるし記念にもなるからと言う事で奥様と二人

で参加して下さいました。他にも 3 年前の南高校 2 年

生の時から参加していた女の子も金曜日に進学先の

福岡からわざわざ帰って来て土曜日に屋台の方を手

伝ってくれました。今年も大変な盛り上がりでした。

今回で 6回目ですがこの様な素晴らしいイベントに社

員一同と大切な友人知人等と御手伝い出来ることを

本当に有難い事だと感謝しております。このイベント

発起人の泉谷しげるさんが 7年目までは何としてでも

続けよう！！という事で始まりました。何故 7 年なの

かと言いますと当時地元畜産農家さん達の苦労を目

の当たりにする中で、決して風化させてはいけないと

いう想いと、当時全て失った種牛から繋げた子牛達が

育ちあがるまでには 7年の年月が掛かるからという事

もあり最低でも 7回までは続けよう！と決めたそうで

す。口蹄疫のウィルスは非常に感染力が強く空気感染

をしますのであれだけの凄い数の殺処分と移動規制

を余儀無くされたわけです。又この季節が来ましたが、 

もう二度と起きることの無い様に我々一人一人が気

を引き締めて行かなければいけないと思います。 

12 月 16 日の「年末懇親会」と 1 月 6 日の「家族バザ

ー新年会」会場を籾田君に無理を言いまして 46 階会

場を押さえて頂きましたが、忘年会におしましては佐

土原町内のお店で行うのも良いのではないかなぁ？

と考えました、皆さん如何でしょうか？（賛同の拍手） 

それではまた詳細が決まりましたらお知らせ致しま

す。地区大会本会議の中で会員増強優秀クラブとして

表彰を受けましたが先週賞状を皆さんにお見せする

のを忘れておりましたので本日持って参りました、お

回ししますのでご覧下さい。 

■幹事報告      幹事   ●林 厚雄君 

＜文書報告＞ 

＊ 第 3 期ＲＬＩ－

2730 パート 1 のご案

内 

日時 2015 年 11 月

29 日（日） 9；30～

17：20 

場所 宮崎日本大学

校 登録料 ￥5.000 

昼食費 800 円 登録料共に当日受付にて集金 

＊ 日本事務局～11 月ﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄ 1 ドル＝120 円 

＊ 9 クラブ会長・幹事会のご案内 

日時 12 月 9 日（水） 18：30～ 

場所 ホテルマリックス 二階 

会費 一人￥6.000 締切 11 月 25 日 

■ 本日のビジター紹介▲宮崎中央ロータリークラブ 

         クラブ委員会ロータリー財団 

                鳥山 浩君 

             職業分類＝管工事 

         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 

 



 

■ 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  １ 

■ハッピーＢＯＸ披露     ●宇治橋 信雄君 

＜ニコニコへ＞ 

● 長倉 祐一郎君～調

理師免許取得しました。 

● 林 厚雄君～昔から

10 月 18 日が誕生日です。

今回 65 回目が過ぎました。

又 1 年間有意義な日々を過したいと思っています。

綺麗なお花で祝って頂き有り難う御座います。 

＜財団へ＞ 

● 岩切 正司君～鳥山様をお迎えして。 

■ 委員会報告         会計●竹下 隆君 

創立 30 周年個人積み

立て 途中経過をお知

らせ致します。お手元

の書類をご覧下さい。8

名の方が 3 万円満了と

なっております。 

 

■ ショートＳＰ   宮崎中央ＲＣ ●鳥山 浩君 

本日はお時間を頂戴し

まして「第 3 期ＲＬＩ－

2730 パート 1」への参

加案内をさせて頂きま

す。今回は会場が宮崎日

本大学高等学校をお借

りして開催いたします。

皆様方が 1番近いのではないかと思いますので多くの

ご参加をお願い致します。 

     ＜スケジュール予定＞ 

１ 開催日時     2015 年 11月 29 日 (日) 

登録受付開始   9:30～10:00 

開会式・オリエンテーション  10:00～10:25                    

10:25～10:30 1時限目分科会 ①～⑥ 同時進行            

10:30～11:15  評価表記入・移動            

11:15～11:25  2 時限目分科会 ①～⑥ 同時進行         

11:25～12:10  評価表記入                     

12:10～12:15  昼食・全体会議室(大ホール)     

12:15～13:00  3 時限目分科会 ①～⑥ 同時進行         

13:00～13:45  評価表記入・移動            

13:45～13:55  4 時限目分科会 ①～⑥ 同時進行          

13:55～14:40  評価表記入             

14:40～14:45    休憩・移動              

14:45～14:55  5時限目分科会 ①～⑥ 同時進行         

14:55～15:40  評価表記入・移動        

15:40～15:50  6時限目分科会 ①～⑥ 同時進行         

15:50～16:35  評価表記入                    

16:35～16:40  休憩・移動                

16:40～16:50  閉会式・講評・評価表提出       

16:50～17:20   終了 

■ 会員卓話          ●長倉 祐一郎君 

皆さん今日は、何をお話し

しようかと考えましたが、

近況報告的な事にさせて

頂きます。取り留めのない

話になりますが最後まで

ご清聴お願い致します。先

ほどハッピーＢＯＸ披露

でも紹介して頂きましたが今回調理師の資格免許を

取得いたしました。3年前には自動車整備士の免許も

取得しましたがどちらが本業なのかと思われる方も

いらっしゃるとは思いますが今後も二足の草鞋を履

いて頑張ろうと思います。8 月の台風では不運が重な

りまして販売前の車に数々の被害を受け余分な出費

が続きショックを受けておりました。また・・猫の話

をさせて頂きます。事務所に住み着いていた猫が４匹

の赤ちゃんを産みまして、その中の 1匹がある時足を

ぶらぶらさせて帰って来ました、どうしたものかと考

えましたがやはり動物病院に連れて行く事にしまし

たところ 2箇所の手術が必要だという診断が下りまし

た。なにせ猫は仕事をしておりませんから保険証があ

りません（笑）皆さんもご存知の通り動物病院の医療

費は高額です！正直かなり迷いましたがやはり可哀

想で放っておくことも出来ずに 2日間に渡り 3時間の

手術に付き添いました。費用の方は医院長の好意で三

分の一程にして頂く事が出来助かりました・・と言い

ましても数万円は掛かりました・・しかしまたボルト

抜きがありますのでいくら掛かるのか心配です（笑）

先週、先々週と例会を休む前に来店され挨拶して下さ

る（笑）という事が続いておりまして有難い事だと思

っております。皆様もどうぞ例会を休む前でなくても

よろしいですから（笑）ミートショップ日高さんから

仕入れております美味しい串焼きもございますので

是非とも食べにお越し下さい。ご清聴有り難う御座い

ました。 

 

 

 

 

 

 

メモ 

 

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。 


