
第 1404 回例会 平成 28 年 7 月 27 日(水) 

＜＜今日のプログラム＞＞ 

1. 点      鐘  

2. ロータリーソング   

♪「手に手つないで」「本日のソングリーダー」 

3．4 つのテスト唱和 「本日の担当者」                 

4. 会長の時間「岩切君」 

5. 幹事報告「田邉君」      

6. 出席報告「籾田君・内藤君」   

7. ハッピーＢＯＸ披露 「本日の担当者」 

8. 委員会報告 「各委員会より」     

9. 会員卓話  「藤堂孝一君」 

10. ＳＡＡ次週例会案内～ 

  「「ガバナー公式訪問」」全員出席 

夜間ﾌﾟｰﾙｻｲﾄﾞﾋﾞｱｶﾞｰﾃﾞﾝ 

 例会場「4 階 アイボリー」 

11．点       鐘 

第 1403 回例会記録 平成 28 年 7 月 20 日（水） 

■会長の時間       会長●岩切 正司君 

皆さんこんにちは本日皆

さんにお配りした「ガバナ

ー公式訪問報告書」のクラ

ブ運営基本方針の中に「職

業奉仕」について会長の時

間の中で 1 年間語って行

くと掲げております。皆さんから要望も御座います

具体的で分かりやすい話を！という事があります

ので、私が 7 月に実際に経験した事を通して職業奉

仕の事例をお話しさせて頂きます。雷によりお寺に

引いている井戸の電器系統が壊れてポンプが使え

なくなりました、私の中では「仕方無いな、自腹で

修理だな」と考えておりました時に、長いお付き合

いの設備会社の担当者が「お寺が加入している保険

が適用されるかもしれませんよ、」とアドバイスを

してくれました。その後に事務処理や保険会社との

やり取りまで迅速に動いてくれた事で保険が下り

る事になり大変助かりました。この様な事が所謂サ

ービスですね、お客様の為にもなる次の仕事に繋が

る事を常にやるという事です。正しく「売り手良し、

買い手良し、世間良し」という事だと思います。 

この例からも分かる様に職業奉仕の理論とは仕事

をしてゆく中でお客様の立場に立った仕事をする

と言う事です。これからの時代はこのような提案型

のビジネスが発展して行くと言う事ですから来週

はこのお話しをさせて頂きます。 

■ 幹 事 報 告       

幹事●田邉揮一朗君 

＜文書報告＞ 

＊ 中部分区第一

回会長・幹事会及びガバ

ナーとの意見交換会のご

案内 日時：8 月 2 日(火)19：00～ 

場所：宮崎観光ホテル「山吹」 

会費：１人６.０００円 締切り：７月２２日 

＊ 地区大会のご案内～日時：１０月１日～２日 

  登録料：9.000 円（食事代含まれず） 

詳細文書は回覧します。 

＜報告事項＞ 

＊本日配布しました「ガバナー公式訪問報告書」の

内容詳細の確認と今後の活用をお願いします。特に

年間プログラム・会場予定表・各特別月間説明等 

セレモニーやクラブ慶事規定も入れております。 

＊23 日今週の土曜日「クラブ管理運営委員会」主催

の懇親会への参加の皆様をお知らせします。 

岩切会長・田邉幹事・梶田君・郡司君・藤堂君・ 

大久保君・太田君・荒武君・日高君・武政君・小牧

君・宇治橋君・内藤君(当日の返事)事務局吉野さん 

＊後方のテーブルと皆様お座りの各テーブルに置

いてあるロータリークラブのＰＲポスターを 2～3

枚ずつお持ち帰り頂き、事業所や事務所、自宅でも

目に付く場所に掲載をお願いします。 

■出席報告            

会員数 24（１） 出席数 19 名 出席率 82.6％ 

免除会員 1 名 欠席数 5 名 メイク 0 名    

■ハッピーＢＯＸ披露       

＜ニコニコへ＞ 

◎中武ちづ子さん～7 月のお祝い有り難う御座いまし

た。ひまわりの種咲かせて下さい。 

＜財団へ＞ 

◎岩切正司君～職業奉仕に励みましょう。 
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◎荒武義博君～皆さんお疲れ様です！財団へ。 

 

 

 

 

 

■ハッピー披露の荒武君  ■出席報告の内藤君 

■ 各委員長より今年度活動の抱負 

「会員増強委員長」 

◎武政勝巳君 

8月 3日の公式訪問は大

重ガバナーの中でも印

象に残るクラブ例会に

したいと思います。宜し

くお願いします。 

「奉仕プロジェクト委

員長」 ◎林 厚雄君 

委員会の基本方針・活動

方針をしっかりと実行

する 1 年間にしたいと

思いますのでコミュニ

ケーションを大切に活

動して参ります。 

「クラブ広報委員長」 

◎吉田 康一郎君 

会員増強と連携をして

会員の増強と活性化を

図りたいと思います。10

月の職場訪問等も充実

した内容に出来るよう

計画しておりますので

皆様の協力を宜しくお願い致します。 

「ロータリー財団委員

長」 ◎柳田 光寛君 

今年度は米山奨学生の

｢杜 一飛君｣のスポン

サークラブを引き受け

ております。例年以上の

皆様には理解と協力を

して頂けるように活動して参りたいと思いますので

宜しくお願い致します。 

■ クラブフォーラム：公式訪問に向けて 

第 2730 地区宮崎県 

中部分区ガバナー補佐   

◎藤堂孝一君 

皆さんこんにちは、クラ

ブ協議会の訪問も今日

の佐土原ＲＣを入れて 4

つ目の訪問になりまし

たが、今日の場合はホームクラブなので少しは安心し

て務められます。 

 

今まで宮崎ＲＣ・高鍋ＲＣ・宮崎西ＲＣの 3 か所のク

ラブを訪問してきました。宮崎ＲＣは 97 名の会員数

で委員会構成も 30 数名の人数で構成されており充実

した活動計画の基に実行されているようでした。終了

後懇親会にも参加させていただき楽しく過ごさせて

もらい、2 次会まで付き合いました。 

 高鍋ＲＣは 44 名の会員数で例会時にクラブ協議会

を実施され充実した内容の基計画発表されていまし

た。宮崎西ＲＣには早めに到着してＳＡＡに案内され

るままテーブルについていましたら、元地区幹事の林

務さんに呼ばれ時間が来るまで雑談をしていました。 

 私が平成 2年に入会してすぐに知り合いまして会長

幹事会では 2次会までよく市内の西橘界隈を徘徊した

のを思い出します。宮崎西ＲＣは例会進行を幹事が司

会されておりきびきびした中にもユーモアありの楽

しい例会でした。例会後別室でクラブ協議会を開催さ

れました。現在 99 名の会員数を誇り 2730 地区で最

大の会員数のクラブです。委員会構成も大変充実して

いました、活動計画なども活発な意見が出ました。 

 3 年未満の会員が 3 割とのことで新会員の勉強会な

どの話になり、ＲＬＩのことを話してきました。新会

員だけの参加よりも先輩会員と一緒に参加してもら

いながら参加するといいのではとの意見を伝えてお

きました。 

又、ことしの大重ガバナーの地区の方針である 

「ロータリーを楽しもう」を理念にロータリーを解り

易く教える。ロータリーの会員が PROFITS を実感で

きるロータリー、これを実践していきたい。 

 ロータリーを世界に広げたのは何か、世界的な不況

の中に順調に業績を伸ばしている企業があった。その

企業を調べてみると、共通してみられる特徴がありそ

の特徴に「サービス」と名付けた。サービスの良い店

には顧客がリピーターとして訪れ、別の客を紹介した

りしてくれる。このサービスをロータリーで勉強し、

自分の事業所を繁栄・発展させ従業員、顧客、取引先、

及び地域住民に奉仕し還元するものである。 

 このように、クラブフォーラムでは大重ガバナーか

らプロジェクターを使用してこの職業奉仕について

講和される予定です。皆さんも職業奉仕について大い

に勉強してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四つのテスト 

       言行はこれに照らしてから。 

１、 真実かどうか 

２、 皆に公平か 

３、 好意と友情を深めるか 

４、 皆のためになるか どうか 

 

 メモ 

 


