
第 1392 回例会 平成 28 年 4 月 20 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＝4 月新入会員「新原 輝彦君」 

9.ＳＡＡより次週案内 

4 月 27 日～会員卓話「岩切 正司君」 

10.点    鐘 

第1391回例会記録   平成28年4月13日（水） 

■ 会長の時間       会長●日高 邦孝君 

皆さん今日は、随分

暖かくなりました。

今年の桜前線は異常

気象の影響なのか･･

北から開花宣言が始

まり、宮崎は遅れま

したね、我が社に 3

年前に植えた桜は前

年と違い花と葉が上下で混じっていたりとおかし

な感じでした。2016 マスターズゴルフはダニー・

ウィレット（イングランド）の逆転優勝で幕を閉じま

した。2016 年の『マスターズ』。大会記録、日本人新

記録など今年も様々な記録が生まれました。また、達

成されなかった大記録等様々でしたが、見ることが出

来て良かったな！！と思います。 

先週は観桜会をパインテラスさんで行う事が出来ま

した。籾田君にはバス、会場の桜と色々と心遣い頂き

誠に有り難う御座いました。会計としてずっと尽力下

さいました太陽銀行の竹下君の送別会、新原君の歓迎

会も兼ねる事が出来て良かったなと思います。正岡君

にも二次会遅くまで残って楽しんで頂いて嬉しく思

いました。皆さん有り難う御座いました。先日の土曜

日には宮崎中央ＲＣの創立 40 周年記念式典と祝賀会

に佐土原からは 4人の登録で参加して参りました。式

典も祝賀会も非常にスマートでいいなと感じました。

次の日の日曜日には延岡東ＲＣがホストを務める「ラ

イラ・ＲＹＬＡ・青少年育成セミナー」に林幹事と共

に参加して参りました。テーマが「人間力アップ」10

時からの開校式の後野口記念館へ移動して 館内の

見学・延岡城跡歴史探訪 昼食（城山広場）後「人間

力アップセミナー」への参加で延岡市社会教育ｾﾝﾀｰへ

と移動しました。講師の工藤智徳氏による講話・グル

ープワーク等大変充実した内容で勉強になりました。 

■ 宮崎太陽銀行 佐土原支店長  着任の挨拶 

        ●新原 輝彦君 

竹下の後任で 4 月の移

動で都城から佐土原支

店に参りました新原輝

彦と申します。竹下さ

んは私が平成 3 年に入

社した時から良い事も

悪い事も教えて頂いた

先輩です。その先輩の

後にこうして皆さんの

お仲間になれたと言う事は本当に嬉しく思ってお

ります。ロータリーは始めて経験します。49 才に

して初体験が出来るという事は非常に新鮮で嬉し

い事です。来週は竹下先輩の代わりに会員卓話とい

う事ですが、話に詰ったら歌を歌おうと思います

（笑）ロータリー用語はじめ、分からない事ばかり

ですがどうぞ宜しくお願い致します。 

■ 幹事報告        幹事●林 厚雄君 

＜文書報告＞ 

■出席報告            

会員数 24（１） 出席数 21 名 出席率 87.5％ 

免除会員 1 名 欠席数 3 名 メイク   名 

 

幹事報告 林厚雄君  出席報告 籾田直樹君 
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ハッピーＢＯＸ披露 

＜ニコニコへ＞ 

＊藤堂 孝一君～新原新会員を迎えて、宜しくお願

いします。 

＜財団へ＞ 

＊ 岩切 正司君～地区協議会に出席しましょう。 

 

■ハッピーＢＯＸ披露小牧義孝君 

 
本日のセレモニー 皆さんおめでとうございます 

委員会報告親睦委員会  ●吉田康一郎君 

第 81 回歯車会ゴルフ大会を佐土原がホストを務め

ます。日時 5 月 20 日金曜日 場所座論倍ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ 

参加費￥2.000 プレー料￥5．158（セルフ･食事別） 

集合時間 9:00 スタート時間 9:24 

参加できる方はこの場で挙手して頂けると助かり

ます。又個別に連絡させて頂きます。 

        会長ｴﾚｸﾄ ●岩切 正司君 

次年度の地区協議会登

録の締切が 15 日に来

ておりますが、次年度

7 月 1 日からのガバナ

ーは鹿児島の指宿ロー

タリークラブから出ま

す。義務出席者として

会長、幹事の田邉君、

会計の新原君、拡大･

増強委員長の武政君、クラブ管理運営委員長の梶田

君、奉仕プロジェクト委員長の林 厚雄君、ロータ

リー財団委員長の柳田君、広報。公共イメージ委員

長の吉田君、事務局の吉野さん、以上 9 名で参加し

て参ります。遠方でございますから幹事さんの方で

13 人乗りのバスの手配をお願いしております。登

録料が￥8.000 クラブから負担致しますので出られ

ない方は代理を立てて下さい。地区協議会とは何

か・・地区 65 クラブにガバナーの方針を伝える為

であります。分科会に分かれてこれから 1 年間自分

の仕事は何をするべきかと勉強会を行い、勉強して

頂きます。大重ガバナーは医者でありますが、職業

奉仕に非常に精通している方です。ＩＭも職業奉仕

をテーマに開催して下さいと言われております。職

業奉仕を学び、体得してご自分の会社に正しく導入

して会社を繁栄させて下さいと言われます。ロータ

リーは参加しなければ分からないし、Ｙｅｓしかあ

りません。否定を繰り返しますとマイナス思考に傾

きます。指宿までバスに乗って行けると、どうか一

つ楽しく前向きに捉えて参加して下さい。規定審議

会では月4回の例会を2回にしようという案が第一

関門が通過したとの事です。今後どうなるかは分か

りませんが、ロータリーの魅力は人間磨きですから

ロータリーに入会して良かったな！！と思える 1

年にしたいと思いますのでどうかよろしくお願い

致します。 

☆ 米山奨学生カウンセラー   ●鸙野隆春君 

今週日曜日に行われ

ます米山奨学生との

オリエンテーション

に参加して参ります。

色々な事が言われて

おりますが、真実を

この目で確かめて行

きたいと思います。

ト・イチヒさんは

1987 年生まれで 28 才、奨学期間が 2 年間、奨学金

が 1 ヶ月 14 万円、お住まいは木花です。2004 年か

らずっと学生を 10 年くらい続けておられます。中

国～宮崎大学、奥様とお子さんもいらっしゃいます。

中国から仕送りを貰いながら、アルバイトをしなが

ら勉強･研究を続けておられます。日本にはアニメ

等を通じて興味を持ち日本を留学先に選んだそう

です。将来は日本と中国の架け橋として貢献出来る

人材になると言う事を目標に頑張られるそうです。

またオリエンテーションの報告もさせて頂きます。 

        ガバナー補佐ｴﾚｸﾄ●藤堂孝一君 

4 月 24 日日曜日の高

鍋ＲＣ40 周年記念式

典祝賀会に登録して

おりましたが、都合

で参加出来なくなり

ましたので都合のつ

く方、出来れば若い会員さんが良いかと思いますの

でどなたか代わりに参加して下さい、宜しくお願い

致します。今、規定審議会が開催されています。重

要な案件が採択されたようです。詳細は後程・・・ 

 

 
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。 


