
第 1383 回例会 平成 28 年 2 月 10 日(水) 

＜＜本日のプログラム＞＞  

1.点      鐘   

2.ロータリーソング「我らの生業」 

 ※４つのテスト唱和                 

3.「会長の時間」＝日高 邦孝君    

4.幹事報告＝林 厚雄君 5.出席報告＝籾田直樹君 

6.ハッピーBOX 披露 

7.委員会報告～ 

8.会員卓話「正岡文郁君」 

9.ＳＡＡより次週の案内 

 会員卓話「田邉揮一朗君」 

10.点    鐘 

第 1382回例会記録   平成 28年 2月 3日（水） 

■ 会長の時間       会長●日高 邦孝君 

皆さん今日は、本日は

先ずビジターのご紹

介を致します。西都Ｒ

Ｃよりお越しの吉鷹

司郎会員です。 

2 月に入りまして宮崎

はキャンプシーズン

です。野球界からはソフトバンクホークスさんをオ

リックスさん西武さん広島カープさん始め色んな

スポーツ関係の団体の滞在が一気に増えます。選手

以外にスタッフさん報道関係者さんもおられます

ので活気に満ちて宮崎近郊が賑わう大変良いシー

ズンだという事を夕べ街に出たときに感じました。 

2,3 日前にロータリー

の友を見ました、高校

生が地域の人達とタイ

アップして古着や靴等

を集めて必要な所に毎

年送るというボランテ

ィア活動をしていると 

 西都ＲＣ 吉鷹司郎君  いう記事が印象に残

り我々佐土原ＲＣでも出来る事ですし、周知・認知

の為にも良いと思いました。各クラブの退会者欄で

思ったのが離れた地域のクラブに所属しているケ

ースも結構あるので、それも有りなのかな？！とい

う事でした。会員増強が思うように進んでおりませ

んので地域についても柔軟な考えで進めていく必

要もあるかと感じております。女性会員を増やすと

いう事も色々な面で大切だと思います。女性が増え

ると言う事は普段の例会でも雰囲気が明るくなり

良いと思います。女性が女性を呼ぶ事もあります。

7,8 人と会員増強が進んでいるクラブの話を聞きま

すと、職業分類等もあまり拘らずに増強活動をして

いるようです。私の年度も後半年を切りました。何

とかいい感じで終わりたいと思います！今後は色

んな場を設けて会員同士本音を語り情報交換をし

ていく事が必要だと思います。2 年後の 30 周年も

大事ですが、その前に会員増強が必要です。皆さん

も毎回の例会にただ何となく参加して帰るだけで

はなく、意識を強く持って参加して頂かないと会員

増強は出来ないと思います！皆さんどうぞよろし

くお願い致します。 

■ 幹事報告        副幹事●鸙野隆春君 

先ずはこの場をお借

りしまして私的なお

知らせをさせて頂き

ます。本日夜 8 時放送

のＭＲＴ「わけもんＧ

Ｔ」の発明コーナーに

出演致します。是非ご

覧下さい。最終的には「がっちりマンデー」に出演

したいと思っております。 

＜文書報告＞ 

＊延岡東ＲＣ～創立 50 周年記念式典・祝賀会参加

のお礼状 

＊ 高鍋ＲＣ～2 月度例会案内 

＊ 入会 3 年未満～研修会 変更のお知らせ 

＊ 地区公式サイトリニューアル～委託業者公募案

内について 

＊ 橋口正樹ガバナー補佐～2 月 10 日会長･幹事会

欠席のお詫び 

■出席報告           ●籾田直樹君 

会員数 25（１） 出席数 21 名 出席率 84.0％ 

免除会員 1 名 欠席数 4 名 メイク  0 名 
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なろう 

 



♪2 月度セレモニー♪ 

 

        集合写真 

★ 2 月 6 日生まれ＝籾田直樹君 

★ 2 月 12 日生まれ＝宮原建樹君 

★ 2 月 22 日生まれ＝鸙野隆春君 

★ 2 月生まれ＝宮原洋子さん 

★ 2 月生まれ＝正岡洋子さん 

★ 2 月記念月＝正岡文郁君・洋子さんご夫妻 

♪2月度セレモニーの皆様おめでとう御座います♪ 

■ 本日のビジター紹介～ようこそ佐土原へ 

※西都ロータリークラブ ※職業分類 木造建築 

※吉鷹司郎会員 

■ 委員会報告     財団委員長●郡司武俊君 

財団地区補助金事業の巨田神社への植樹日程が決

まりました。3 月 20 日日曜日です。詳細につきま

しては追ってご連絡差し上げますので当日は多く

の参加ご協力をお願い致します。 

■       次期ガバナー補佐●藤堂 孝一君 

皆さんにお配りしま

したのは京セラの稲

盛会長の記事が載っ

ていました。「利他の

心」について職業奉仕

の利他の精神と同じ

ものと感じましたの

でコピーしてきました。又、30 日の次期ガバナー

補佐会議があり参加してきました。今月の 13.14 日

の部門長会議に原田さんと参加してきますので詳

しいことはそのあとに話します。2 月 7 日のＲＬＩ

勉強会の参加者が少ないとのことです、当日受け付

けもＯＫとのことですので、時間のつく方は参加し

てください。 

■会員卓話         ●吉田 康一郎君 

今日は「人との出会い」

をテーマに自分の人生

を振り返りお話しさせ

て頂きます。今の仕事

を始めて今秋で丁度 30

年になります。若い頃

三菱自動車で 5 年間働

きその後知人の紹介で 13 年間は食品関係の仕事をし

ました。その 13 年間のブランクがありましたが再び

車の販売を始めました。当時の私には一か八かという

心境で大変勇気の要る事でした。始めて間も無く人脈

を広げる為には何が良いかと考え、ある方からのアド

バイスもありゴルフを始めました。それからその方の

協力もいただきながらゴルフコンペも開催しました。

第一回目の大会に 40 名の方が参加してくれたと言う

事がとても嬉しかったです。それからは年に 3.4 回の

開催を続けました。賞品の準備や組み合わせ等もの凄

く忙しい思いもしましたがそれ以上に楽しかったで

す。また飽きの来ない大会にする為の工夫も楽しい事

でした。そのゴルフを通して車の販売も順調に伸び平

成 2～4年頃には新車･中古車合わせて一人で年間 180

～200 台売り上げておりました。平成 3 年には税務署

さんも遊びに来られてお土産を持って行かれた事は

忘れる事も出来ません。ゴルフも本当にやって良かっ

たとつくづく思いました。ここフェニックス社との関

係も 35 年程になります。その中でも特に想いの深い

方が･･当時グリーンキーパーをされフェニックスＣ

Ｃを作るときには松林の中にブルドーザーを入れ作

られた方です。大変お世話になり、車も多数買って頂

き沢山の遊びもご一緒しました。しかしリゾートにな

った頃に辞められてその後は日本国中のゴルフ場管

理に携わられていた様です。それから 10 数年後にフ

ェニックスＣＣで食事をしている時に偶然に再会し

またすぐに意気投合し、そこから再びお付き合いが始

まりました。当時ベンツに乗っておられましたが私の

勧めで直ぐにジャガーに替えて頂いたりもしました。

色々とお世話させて頂いている中でＬＰＧＡ最終戦

のリコーカップの女子プロの皆さんの食事会に呼ん

で頂いた事で、その方亡き今でも女子プロの皆さんと

年に 2回は会って食事をして色々な話が出来ておりま

す。その時の会場は先ほど皆さんも食事をされた１Ｆ

中国料理「藍海」でした。あれもこれも人との出会い

のお陰です。このロータリーは異業種の方々との出会

いの場であり毎週の例会で勉強をして親睦を深め合

いながら公私共により豊かな人生を送る為ですから

これからも益々皆で頑張って参りましょう。 

 
  例会の様子 

 
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。 


