
第 1387 回例会 平成 28 年 3 月 9 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～ 

＊ＰＥＴＳ参加報告＝「藤堂孝一君･岩切正司君」 

8.会員卓話「鸙野 隆春君」 

9.ＳＡＡより次週の案内 会員卓話「籾田 直樹君」  

10.点    鐘 

第1385回例会記録   平成28年2月24日（水） 

■ 会長の時間       会長●日高 邦孝君 

皆さんこんにちは、本日

は西都ロータリークラブ

さんの方からお二方がお

越し下さいました。先ず

はご紹介させて頂きます。 

後ほど幹事報告の中でも

言いますが、高鍋ＲＣ４

０周年記念式典の追加登録を本日まで受け付けま

す。どうぞ多くの参加をお願いしたいと思います。 

本日内藤昭子さんの入会式も行う事になっており

ます。もうご存知と様に内藤鉄矢君の奥様です。今

月からご夫婦でバトンタッチという形で引き続き

ご入会頂きました。この後プログラムが立て込んで

おりますので私の話はこれで終わらせて頂きます。 

 
西都ＲＣ 浜砂君     狩野君 

■入会式の様子        ●内藤 昭子君 

＊スポンサー武政勝巳君より紹介 

＊防衛大学校卒業  ＊ケアマネージャー資格 

＊職業分類：「葬祭業」内藤葬祭 経理・営業 

入会式の様子 

 

 

幹事報告        幹事●林 厚雄君 

＜連絡事項＞ 

＊ 次期地区チーム研

修セミナー参加お礼 

＊ 西都ＲＣ～3 月度

例会案内 

＊ ガバナー月信 3月

号遅延のお詫び 

＊ 書き損じハガキ等

回収送付の報告 

＜案内事項＞ 

＊高鍋ＲＣさん40周年記念式典参加登録11名にて

申し込みましたが、追加登録希望の方は本日までお

知らせ下さい。登録料 1 万円を未納の方はお早めに

お願い致します。 

■出席報告            

会員数 24（１） 出席数 20 名 出席率 83.3％ 

免除会員 1 名 欠席数 4 名 メイク   名 

■ ハッピーＢＯＸ披露 

         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 
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          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 

 



＜ニコニコへ＞ 

＊ 太田 忍君～先週背中が痛いので心配して掛か

りつけの病院で相談し、紹介状を書いていただ

き宮崎駅前の古賀駅前クリニックでＣＴをとっ

てもらい「異常なし」の結果で安心した所です。 

＊ 荒武 義博君～3 月 5 日～6 日開催のフェアへ

是非足を運んで下さい。 

＜財団へ＞ 

＊ 岩切正司君～内藤昭子さんの入会をお祝いして。 

 

■出席報告       ■ハッピーＢＯＸ披露 

● 籾田 直樹君       ●荒武 義博君 

■ 本日のビジター紹介 

＜西都ロータリークラブ＞ 

● 狩野 宗博会員    ＊社会保険労務士 

● 浜砂幸喜子会員    ＊カフェバー 

■ 委員会報告     財団委員長●郡司 武俊君 

ロータリー財団地区補助金事業の「巨田神社御衣黄

桜植樹祭」の日程変更のお知らせをさせて頂きます。 

日時 平成 28 年 3 月 21 日（月）祭日 8:45 集合 

＜式次第＞ 

9:00～祝詞、玉ぐし法典。 

開会の挨拶。 主催者挨拶。  記念植樹。 

巨田神社挨拶。 閉会の言葉。 

♪3 月のセレモニー♪ 

 

★3 月結婚記念月～梶田與之助君規子さんご夫妻 

 ☆おめでとうございます～☆ 

■会員卓話         ●宇治橋 信雄君 

本日は私のＨ．Ｔで

す･･タレントのＤＡＩ

ＧＯ語的に言いますと

「初、卓話」です（笑）

何を話そうかと色々と

考えましたが先ずは自

己紹介からさせて頂き

現在も続けているラグビーの話へと進めたいと思

います。両親は高鍋出身で父親はひばり山という宇

治橋性の多い地区です。母親が萩原地区という所で

す。兄弟は兄貴が一人おります。実家の建設業は次

男の私が継いでおります、本来なら長男である兄貴

が継ぐのでしょうが兄貴は勉強も良くでき優秀で

したから県庁職員として働いております。出来の悪

い次男である私が家業を継いだという事です。（笑）

母親の躾はとても厳しくて兄はよく縛られて押入

れに入れられていましたがその様子を横目で見な

がら要領の良さを身に付けたという典型的な次男

です（笑）私自身は佐土原生まれの佐土原育ちです。

小学校は 4 年生まで広瀬小学校、5.6 年生は新設さ

れた広瀬西小学校です。中学校も広瀬中ではなく久

峰中学校が出来ていましたので私は久峰中 3 期生

になります。高校は佐土原高校ですから、そこでも

2期生でずっと伝統の無い新しいところを行ってい

る様な形でした。人との出会いで私の人生が幾つか

広がって行った事をお話しします。先ずは小学校 6

年の時の担任で非常に厳しく、熱血で愛情深い先生

から言われた「友達を沢山作りなさい！！」という

言葉が一つ目の大きな転機になりました。その後カ

ツオ君状態で帰宅すると玄関にランドセルを置い

て直ぐ遊びに行くという生活を送り見事に成績は

落ちて行きました。が、お陰で友達には恵まれまし

た。今でも電話 1 本で直ぐに駆けつけてくれる様な

友達が県外まで含め十数人はおります。これまで沢

山助けられ、助けて来ました。当時の久峰中は史上

最悪と言われる位荒れており毎日喧嘩、虐め、窓ガ

ラスが割れ校舎が壊れ、警察が事情聴取に来るとい

う状態でした。そんな中サッカー部でキャプテンも

務め卒業しました。高校進学に絡む出来事で色々な

大人の社会を勉強しました・・結果佐土原高校に進

学する事になり部活も私の意に反してラグビー部

への入部が既に決められていました。これも大人の

事情で長い物に巻かれました（笑）楕円形のボール

の扱い方に戸惑う所から入ったラグビーでしたが、

その後急速にのめり込む事が出来ました。そんな高

校 1 年の頃に母親を乳がんで亡くしました。ですが

放課後・土日と毎日遅くまで夢中で練習をして家に

帰って疲れ果てて寝る！という生活のお陰で横道

に逸れる事も無く真面目に高校生活を送れました。

感謝しています。監督である顧問の先生は片親にな

った私をいつも気に掛けて心配りして下さいまし

た。母に代わり親父が作ってくれていた 2 色弁当の

話も聞きつけて運動会には先生の奥様が作って下

さった立派なお弁当を届けて下さったりもしまし

た。24 才で結婚した時の仲人親もお願いして今で

もお付き合いさせて頂いております。遠征試合・合

宿を通しても仲間と支え合いながら厳しい状況に

耐える力と精神力を鍛えられました。もう一方、当

時は怖くて余り話す事も出来なかった民間コーチ

の方との出会いも強烈な指針となっています。大学



卒業後に携帯番号を教えた事を機に非常に親交が

始まりました。電話があると何時であろうと何処に

居ようと直ぐに駆けつけなければならないと言う

生活が数十年間続きました、駆けつけ、床に座らさ

れ、お酌をしてと・・しかし勿論私に一銭も出させ

た事も無いし、嫌な事を言われた事も無く本当に可

愛がって頂きました。その方が昨年の 11 月 15 日に

他界されましてその生活が終わりました。 

心から感謝しています。現在も 2 つの社会人クラブ

チームに所属し自分の役割を果す中で今も沢山の

学びを得ております。人との出会いによってラグビ

ーに導いて頂き「ONE FOR ALLALL FOR ONE

一人はみんなのために」という精神の中で育てられ

たという事に深く感謝しております。佐土原ロータ

リークラブもこの様な精神を持ち皆さんで活動し

て行けたらもっともっと素晴らしい佐土原ロータ

リークラブになると思います。私自身もラグビーで

培ったこの精神でクラブの発展に貢献出来る様に

頑張って参りたいと思いますので今後共どうぞよ

ろしくお願い致します。 

次期ガバナー補佐報告      藤堂孝一君 

2月24日の勉強会報告

をさせて頂きます。20

名ほどの参加で第 11

回勉強会が開催されま

した。鳥山さんの計ら

いで講師という肩書で

案内されたのですが非

常に緊張しておりまし

たが、佐土原空から 5

名の応援をいただき助かりました。2 月 13.14 日に

ガバナー補佐と部門長が一堂に会して大重エレク

トからＲＩ会長の 2016～17年度のテーマ並びに大

重ガバナーエレクトの地区の基本方針を指宿に於

いてセミナーを受けてきたのを中部分区のガバナ

ー補佐として報告するという使命を受け今回の勉

強会となったわけであります。約 2 時間の時間設定

がなされていましたが資料を準備してそれに沿っ

て順次説明していきました。今月のガバナー月信に

記載されていますように『ロータリーを楽しもう』 

楽しくなければロータリーではない。又、職業奉仕

について今年度は特に職業奉仕部門を特別に分離

してあります。ロータリーの根幹である職業奉仕の

理念を理解してもらう、プロフィッツを実感できる 

ロータリー、ロータリーの目的を再認識してもらう。 

ロータリーに入ってサービスを学び、ロータリーの

例会でサービスの心を育み、その育まれたサービス

の心を持って実行する。サービスとは「思い遣りの

心を持って、相手の為に一生懸命に尽くすことであ

る」・・・・・ 

 その他地区の滑動方針、数値目標などの説明をし

て終了しました。後は質疑応答の形で進行したので

すが、途中から米山奨学の話が盛り上がりましたが、

いろんな意見があるようです。次期米山奨学会部門

長の達富部門長が地区研修などで米山奨学研修セ

ミナーを開催したらどうかとの意見も出されたよ

うです。 又、何回か話していました稲盛さんのフ

ィロソフィーについてのＪＡＬフィロソフィーを

紹介します。 

第 1 部：すばらしい人生を送るために 

第1章 成功方程式（人生、仕事の方程式） 

 人生・仕事の結果 ＝ 考え方×熱意×能力 

第２章  正しい考え方をもつ 

 ●人間として何が正しいかで判断する 

 ●常に謙虚に素直な心で 

 ●小善は大悪に似たり、大善は非情に似たり 

 ●ものごとをシンプルにとらえる 

 ●美しい心を持つ 

 ●常に明るく前向きに 

 ●土俵の真ん中で相撲を取る 

 ●対局をあわせもつ 

第３章 熱意をもって地味な努力を続ける 

 ●真面目に一生懸命仕事に打ち込む 

 ●有意注意で仕事にあたる 

 ●パーフェクトを目指す 

 ●地味な努力を積み重ねる 

 ●自ら燃える 

第４章 能力は必ず進歩する 

 ●能力は必ず進歩する 

 

第２部： すばらしいＪＡＬとなるために 

第１章 一人ひとりがＪＡＬ 

 ●一人ひとりがＪＡＬ 

 ●率先垂範する 

 ●尊い命をお預かりする仕事 

 ●お客様視点を貫く 

 ●本音でぶつかれ 

 ●渦の中心になれ 

 ●感謝の気持ちをもつ 

第２章 採算意識を高める 

 ●売上を最大に経費を最小に 

 ●公明正大に利益を追求する 

 ●採算意識を高める 

 ●正しい数字をもとに経営を行う 

第３章 こころをひとつにする 

 ●最高のバトンタッチ 

 ●原理主義に徹する 

 ●ベクトルを合わせる 

 ●実力主義に徹する   次回に続く 

 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。 

５.  


