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第 1409 回 例会     平成 28 年 9 月 7 日(水)  

■会長の時間          岩切正司 会長                  

皆さんこんにちは、今日

は米山奨学生がお越し

です。ロータリーの友誌

とガバナー月信が毎月

皆さんに届けられてお

ります。どうぞ必ず目を

通して頂きたいと思い

ます。ロータリーの様々な分野について詳しく掲載さ

れております。米山奨学会創立者の米山梅吉氏につい

ても掲載しておりますので是非熟読下さい。 

「9 月度ロータリー特別月間」についてお話しします。 

2014 年 10 月 RI 理事会は、重点分野である「基本的

教育と識字率の向上月間」である 9 月を、地域社会で

基本的教育を普及し、識字能力を高めるためのプログ

ラムを支援し、地域社会の参加を促進、成人識字率の

向上、教育における男女格差を減らすための活動、基

本的教育と識字率向上に関連した仕事に従事するこ

とを目指す専門職業人のための奨学金支援を強調す

る月間としました。日本人の我々には理解しがたいか

もしれませんが世界のロータリアンの中には文字が

読めない為に「ロータリーの友」も読めない会員もい

るという現状です。ロータリーの地域雑誌として日本

では「ロータリーの友」があります。このような地域

雑誌は全世界で 31 あります。TheRotarian（機関雑

誌）を含み総称は Rotary World Magazine Press と呼

びます。ロータリーの友月間は、従前の雑誌月間やロ

ータリー理解推進月間がなくなったので日本独自に

「ロータリーの友月間」が新設されたという訳です。 

■幹事報告          田邉揮一朗 幹事   

＜文書報告＞＊ガバナー事務所

～地区大会特別表彰者の再確認

をお願いします。 

＜報告事項＞＊地区大会登録料

￥180.000 の振込み本日致しま

した。会員登録 14 名＝岩切、田

邉、藤堂、吉田、原田、太田、宮原、日高、武政、宇

治橋、籾田、中武、小牧、大久保、（内ゴルフ大会参加

8 名）登録料免除者 2 名＝杜 一飛さん・事務局員吉

野の皆さんです。当日万が一、都合で欠席となる場合

はなるべく代理参加者をお願いして頂くと良いかと

存じます。 

■出席報告           籾田直樹 会員  

 

 

 

 

 

 

◎ 「Shine」9 月号の紹介をさせて頂きます。 

特に 1 階「実家くろき」の限定 20 食のランチにつき

ましては予約も非常に難しい人気です。皆様からご一

報頂いた再に

は出来る限り

の努力をさせ

て頂きます。 

＊フェニックス・シー

ガイア・リゾート 

 

■ ハ ッ ピ ー
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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     

2． ロータリーソング  

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．観月懇親会 

11．次回 21 日例会案内＝ゲスト卓話「     」 

12．点   鐘 

＜カウンセラー＞ 

ひばり野隆春会員 

会員数 25 名 出席免除 2 名 

出席数 18 名 78.2％ 

欠席届 7 名  無届 1 名 

｛正岡、原田、太田、小牧、 

新原、宮原、内藤｝ 

     ＜佐土原 RC ９月度 例会プログラム＞ 

△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」 

◎会員卓話原稿提出のご協力をお願いします。 



BOX 披露  米山奨学生 杜 一飛さん 

＜ニコニコへ＞ 

柳田光寛会員～長男が公務員試

験に合格し「農林水産省」への就

職が決まりホッとしています。 

＜財団へ＞岩切正司会長～例会

出席に励みましょう。 

■宮崎県中部分区ガバナー補佐   藤堂孝一会員 

「地区大会参加のお願い」 

地区大会の参加登録のお願いが

ガバナー事務所より届いておりま

す。9 月 30 日・10 月 1 日・2 日

の地区大会の参加登録が目標

1500 人にほど遠い状況で、前年

度割れの状態です。そこで、再度各クラブに 2 名

以上の登録の要請が来ております。中部分区にお

いてガバナー補佐から各クラブに要請するよう来

ておりますので各クラブの会長あてに要望書を送

信する予定ですのでよろしくお願いします。又、

南部分区の中島ガバナー補佐から、南部の公式訪

問も無地終了しましたとの連絡がありました。そ

のときに南部分区でもＩＭを開催してほしい旨ガ

バナーから要請されたそうです。今回は中部分区

と合同でＩＭをお願いしますとのことでしたが南

部分区で開催をしますとのことでそのように計画

をすることになりました。 

      ロータリー財団委員長 柳田光寛会員 

米山記念奨学会より年間賛会員

の募集・年会費振込み用紙 

秋の秋季例祭へのご案内 

米山記念館「米山梅吉記念館」へ

の見学のご案内が届いておりま

す。 

■米山奨学金 9月度の授与式    杜 一飛さんへ 

次回米

山奨学

金の授

与 は

10月 5

日です。 

 

■9 月度セレモニー♪               

  ☆9月度セレモニー月の皆様おめでとうございます☆ 

 

 

★今年度の各記念品提供＝誕生月のお花梶田種苗店 

ご夫人誕生月のデンタルセット郡司歯科医院 

結婚記念月のお香お仏壇・お墓のきむら宮崎本店 

より提供して頂きました。 

■セレモニー       ハッピースピーチ                       

●藤堂孝一会員～9 月 20 日生まれ～早いもので 63 回

目の誕生日です。年金受給まで後 1年半です。 

●永野陽子会員～9月 15日生まれ 

●小牧義隆会員～月 4日生まれ 

●岩切純子夫人～家内の誕生祝いです。今年度のセレ

モニー記念品提供のお三方、有り難う御座います。 

●荒武由美夫人～28 日で 54 歳になると思います。今

夜も喜んでビールを飲むと思います。 

●日高邦孝・裕子ご夫妻～28歳で結婚してもう 3２年

になります！！          

●田邉揮一朗・明美ご夫妻 

39歳の時に結婚致しました

のでまだ結婚 6年目です。

ありがとうございます。  

■四つのテスト唱和        

     林 重元会員 

 

 

 

 

 

 

 

■ 本日の例会食(洋食)    

 

 

 

 

 

 

 

 

         ＜メモ＞ 

                                   

                                  

                                  

                                          

                                       

                                        

                                        

    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． 皆の為になるかどうか  

         ＜メモ＞ 

                                   

                                  

                                  

                                          

                                       

                                        

                                        


