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ロータリー

第 1421 回

平成 28 年 12 月 7 日(水)

例会

＜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．米山奨学金授与・12 月セレモニー
10. 懇親会
1１．点
鐘
＜12 月度 例会プログラム＞
△12/7～☆夜間例会「会員増強懇親会
△12/14～年次総会

女島」

会員卓話「梶田與之助会員」
（次年度役員選考）

△12/21～☆夜間例会 「年末懇親会居酒屋かぼちゃ」
△12/28～年末特別休会

第☆1
1419
回 例会日夜間例会「新年家族バザー懇親会」
平成 28 年 1１月 30 日
月度初回＝11
(水)
■会長の時間
岩切正司 会長
皆さんこんにちは、今日はも
う 11 月最終日で御座います。
本日は「稲盛和夫氏」の事を
お話しさせて頂こうと思い
ます。小沢一朗氏との関係に
も触れたいと思います。彼は
フットワークの頗る良い人です。ある葬儀を通して二
人の仲が深まったそうです。人の悲しみに沿う・・と
言う事は非常に大切かと思います。彼はこう話してい
ます・・
「人間として何が正しいかという判断基準は、

人間が本来持つ良心に基づいた、最も基本的な倫理
観や道徳観です。｢欲張るな｣｢騙してはいけない｣
｢嘘を言うな｣｢正直であれ｣など、誰もが子供の頃に
両親や先生から教えられ、よく知っている、人間と
して当然守るべき、単純でプリミティブな教えです」
また、日常の判断や行動においては、こうした教え
に基づき、自分にとって都合がよいかどうかではな
く、「人間にとって普遍的に正しいことは何か」と
いうことから判断していかなければなりません。ま
た心をベースとした経営を・・を掲げてこのような
話もしておられます・・「会社の発展のために一人

一人が精一杯努力する、経営者も命をかけてみんな
の信頼にこたえる、働く仲間のそのような心を信じ、
私利私欲のためではない、社員のみんなが本当にこ
の会社で働いて良かったと思う、すばらしい会社で
ありたいと考えてやってきました」と。
「中略」
我がクラブは人数の少ない分 出会いと刺激の場
も少ないという現状です。ですから若い会員の皆さ
んは特に他クラブへのメークも積極的に行って頂
き、多くの出会いや自分磨きのチャンスをフットワ
ークを更に良くしていただき是非多く掴んで頂き
たいと思います。
■
幹
事
報
告
田邉揮一朗幹事
＜文書報告＞＊ガバナーエ
レクト事務所開設のおしら
せ～宮崎市江平～執務時
間；9 時～17 時
＊第 39 回ライラプログラム～日時：29 年 1 月 28
日（土）～29 日（日）コテージヒムカにて
＊規定審議会・制定事項に対するアンケート調査
＊佐土原商工会～新年賀詞交歓会開催のご案内
＊12 月 7 日夜間例会について～出欠報告の締め切
りは先ですが、お分かりの方は本日報告して下さい。
例会ですから、米山奨学金の授与と、セレモニーは
行いたいと思います。奨学生の杜さんご家族も生足
しております。会員増強委員会主催の懇親会です。
佐土原 RC の仲間にお誘いしたいご友人と共に多く
の参加をお願いします。
＊ 12 月の例会＝7 日：夜間例会 会員増強委員会
懇親会「女島」会費￥2.000 14 日：会員卓話・
次年度役員選考・
21 日：夜間例会「居酒屋
かぼちゃ」18：30～会費￥2.000
ショート SP～生活全般を通して物事を俯瞰して見
るという事の大切さを感じる事が多くあります。私
の仕事はお葬式の仕事ですから、よく年配のお客様
方から祖母のことについてお話をして頂けます。先
祖が良い事をしていると祖先である私達が守られ、
良い事があるなぁと 感じています。以前と考え方
に変化が生じ、今後はその様なことも含めて利他の

精神を多く持ちながら生きて行こうと思います。
■出席報告
籾田直樹会員
会員数 25 名免除 2 名
出席数 19 名
出席率 82.6％
MU
0名
欠席届 6 名
無断
0名
ショート SP～本日のメニューは「シーサイドホテ
ル」の名物メニューのシーフードピラフでした。こ
れが目的でわざわざ足をお運びいただく方も多く
いらっしゃいました。当時の料理長が再現して下さ
いました。実は私の妻も同社に勤務しておりますが
今回本当に自分がやりたい事が見つかり、出会いの
チャンスにも恵まれそちらの道に進むことになり
ました。同じ年の妻ですが、凄いな！と感心してお
ります。私自身も更に頑張りたいと思っております。
◎■ハッピーBOX 披露
荒武義博会員
＜ニコニコへ＞日高邦孝会員～素敵なプレゼント
有り難う御座います。皆さ
ん寒くなりました、風邪を
引かない様に年末年始を
迎えましょう。
原田宗忠会員～誕生祝を
ありがとうございます。あ
と 1 年でゴルフも白マークの前からラウンドする
年になります！＜財団へ＞岩切正司会員～例会出
席に励みましょう。
ショート SP～ここ最近はやはり飲み会が頻繁に始
まりました。私より妻の方が多く、昨日も今日も忘
年会、毎晩酔って帰宅という感じです。一人じゃ寂
しいので私も飲むことが増えたのですが、やはり遅
くまでになると次の日に残ります。気をつけます！
■委員会報告
柳田 光寛会員
財団の地区補助金申請の
期間が来ますが、来年度
の創立 30 周年の記念事
業に向けて考えておりま
す。
御衣黄桜の植栽をと考え
ておりますが場所や他の
提案がありましたらお願い致します。会長の時間で
もありましたが、私が入会した年の地区大会で記念
講演も稲盛会長でした。先ずは従業員が幸せになる
ことだ！と強い信念で話されていました。また・・
都会の方では、マンション内での挨拶禁止という様
な事を自治会で決めたという話を耳にしますが、何
とも残念な気がします。ここ宮崎では子ども達の方
から元気の良い挨拶をされて、返すのに戸惑い、大
人の方が思わず恥ずかしい思いをするという環境

なのでつくづく宮崎で良かったなと思っています。
■
武政 勝巳会員
12 月 7 日の会には会員候補
が居られる方は誘って下さ
い。私は常日頃、誘われたら
絶対断らない、を信条にし
ております。健康と、時間
と、お金、この 3 つが揃っ
て要る内に出来る限り色々な事に挑戦し視野を広
げて行きたいと思います。
■
原田 宗忠会員
先日土曜日に地区拡大・増
強部門の会に参加して参り
ました。この 2730 地区は 6
月に 2332 名でした。10 月
は何名位の増減があると思
いますか？2387 名ですから
50 名ほどの増員です。30 名以下のクラブは特に頑
張らなければなりません。拡大・増強というのは会
員を増やすだけではなく新しいクラブを創設する
という役目もありますが最低 20 名集めなくてはな
りませんから難航しております。
■
3 分間 SP の皆さん
■ 小牧 義隆会員
■ひばり野 隆春会員

■日高 邦孝会員

■四つのテスト唱和
四つのテスト
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

吉田

康一郎会員

■
例会の様子
■本日の例会食
シーサイドホテル復刻メニュー「シーフードピラフ」

