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第 1408回 例会     平成 28年 8月 31日(水)  

■会長の時間          岩切正司 会長                  

今日は地区大会とは何か？

についてお話しします。簡単

に言えば「祭り」です。４日

間に渡り行います。どうして

も晩餐会や大懇親会などに

目が行きますが、本来は大事

な事の決議会なのです。２７３０地区のクラブが全部

集まって協議し、決議をする場でもあります。 

なるべく新入会員の皆様には参加していただいて、ロ

ータリークラブの雰囲気を味わっていただきたいと

思います。是非大勢で参加できればと思いますので宜

しくお願い致します。 

■幹事報告          田邉揮一朗 幹事   

＜文書案内＞＊地区大会特別表

彰推薦のお願い＝出席高齢（ハ

イ・エイジ）８０歳以上に正岡文

郁会員を推薦しました。 

＊ 中部分区会長・幹事会の

案内 

日時 １０月１４日 19:00～ 

場所 ホテル JALシティ宮崎 会費 ６．０００円 

＊ ９月度例会案内～高鍋ロータリークラブより 

＊ ロータリーパンフレット配布の件＝クラブ入会案

内パンフレット各クラブ２０部の限定配布 

＊ ガバナー公式訪問概要 １冊（回覧） 

 

＜案内事項＞＊今年度地区大会登録参加者が決まり

ました。３０日ゴルフ大会に８名と合わせて１５名の

登録をさせて頂きます。マイクロバスは使わずにそれ

ぞれ車を乗り合わせての参加とさせて頂きます。 

■出席報告     籾田直樹 会員  

 

◎先週の例会をお休みしましたが、職業奉仕の一環と

して大きな震災被害を受け復興の真っ最中でありま

す熊本県に炊き出しボランティアとして行かせて頂

きました、まだまだ無残な状況の中生活を強いられて

いる多くの方々をまの目の当たりにして色々な事を

考えさせて頂きました。今後も自身の立場で支援活動

を続けて参ります。 

■ハッピーBOX披露       内藤昭子 会員 

＜ニコニコへ＞ 

林 厚雄会員～長期間欠席致

しました。仕事の都合とは言え

皆様に会えないのは寂しい気

持ちで一杯でした？またロー

タリー活動に力を注ぎたいと

思います。 

＜財団へ＞岩切正司会長～林様ご入会をお祝いして。 

■委員会報告          林 厚雄 会員 

今年度初の奉仕プロジェクト委

員会を予定しております、ロータ

リー財団と合同で行いたいと思

いますので柳田委員長よろしく

おねがい致します。 

                吉田康一郎会員 

９月３０日金曜日に開催されま

す地区大会のゴルフ大会へ今年

度は 8名で参加して参ります。 

吉田、原田、太田、宮原、日高、
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ROTARY SERVING 

H U M A N I T Y 

＜本日のプログラム＞ 

1． 点   鐘    月初め ＝国家斉唱＝  

2． ロータリーソング ♪奉仕の理想 

3．四つのテスト唱和 4．お客様・ビジター紹介 

5．会長の時間    6．幹事報告       

7．出席報告     8．ハッピーＢＯＸ披露  

9．委員会報告    各委員会 

10．9 月度セレモニー８名 ショート S.P 

  9 月度フォーラム「識字率向上月間について」 

  米山奨学金 9 月度授与「杜 一飛さんへ」 

11．次回例会案内＝夜間例会 「観月会」 

12．点   鐘 

      例会場＝三階「海峰」 ＜カウンセラー＞ 

ひばり野隆春会員 

会員数 24 名 出席免除 2 名 

出席数 19 名 86.36％ 

欠席届 5 名  無届 0 名 

｛正岡、原田、太田、小牧、 

新原、｝ 



武政、宇治橋、大久保のメンバーです。良い報告が出

来るように全員で頑張ります。 

 

                梶田與之助会員 

9月 14日の夜間例会「観月会」 

会場が決まりましたので報告い

たします。場所 居酒屋あかつき 

時間 18：30～ 会費 3.000円 

多くの参加をお願いします。 

あかつきさんは小牧会員の弟さんのお店です。お酒の

持込や観月会の飾りの許可も頂いております。 

■入会式             林 重元さん 

    ☆ご入会おめでとうございます☆ 

武政勝巳会員増強委員長～ 

略 歴

の 紹

介 

 

 

＜職業分類＞ 

建築設計 

＜会社＞ 

宮崎環境設計 

有限会社  

専務取締役 

＜家族＞ 

妻・子供４人

｛１女３男｝ 

＜趣味＞読書・映画鑑賞＜スポンサー＞太田 忍会員 

＜記念月日＞本人 S32 年 6 月 22 日生 

千里夫人 9 月 28 日生 結婚記念月 11 月 22 日 

岩切正司会長 

ロータリーク

ラブ正会員バ

ッジの授与式

後「宣誓書」 

＜入会挨拶＞ 

皆様とは 8 月 3 日のプールサ

イド BBQ でご一緒させて頂き、

先週の体験例会にも参加させ

ていただきました。入水の儀式

も無事に済ませる事も出来ま

した(笑) 

妻には「せめて靴は脱いで入る

様に！」と小言を言われました（笑）しかしながら皆

様の明るく暖かい雰囲気に安心して入会を決める事

が出来ました。宮崎に来て間もない事もあり、ロータ

リーの事は元より分からないことが多々あるかと思

います。今後ともどうぞよろしくお願い致します 

■ ショート S.P 

永野陽子会

員・宇治橋信

雄会員 

最近身近な

所でも凶悪

事件が起きるようになってしまった事を大変憂いて

います。 

■本日の四つのテスト唱和    大久保貞子会員 

 

 

 

＜佐土原 RC９月度例会案内＞ 

△9/7 ～フォーラム・セレモニー・米山奨学生  

△9/14～夜間例会 「観月会」 「あかつき」にて  

△9/21～ゲスト卓話                

△9/28～会員卓話「武政勝巳会員・宇治橋信雄会員」 

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＞ 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                    

                                       

                                   

                                  

                                    

 


