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第 1425回       平成 29年 1月 18日(水)  

■会長の時間        会長 岩切正司会員 

皆さんこんに

ちは、年末年始

の行事事も無

事に終えられ

たと思います。

新年家族バザ

ー懇親会では

皆さんそれぞ

れに協力して

頂きました。有り難う御座いました。多くのご家族に

もご参加頂き、又喜んで頂けたのではないかと思いま

す。バザーも大盛況で目標金額を達成できた様です。

通常例会としては今日が初めですがやはり良いもの

ですね。「やろうと思えば何でも出来る」という事を

考え、お話しさせて頂こうと思います。何事もやる気

が大事だと思います。仕事でもロータリーの役でも自

分に来たときに咄嗟にマイナス思考が働いて断ると

いう方も少なくはないと思います。しかし何事も出来

ないと言う事はなく、前向きな対応をする習慣を身に

付ける事がロータリークラブの根幹である職業奉仕

にも繋がります。今年もまたその様な事を常に忘れな

い様に皆様日々の生活と職業に生かして下さい。 

 

■幹事報告     副幹事 ひばり野隆春会員 

＜文書報告＞＊中

部分区会長・幹事会

の案内 

＊地区クラブ研修

委員会「規定審議会

の制定・決議事項と

クラブの対応につ

いて」 

＊日向中央ロータリークラブ～創立 30 周年記念式

典・祝賀会のご案内 

＊鹿児島サザンウィンドークラブ創立 20 周年記念

式典・祝賀会のご案内 

＊ロータリー勉強会第 16回のご案内 

＊RI人頭分担金・後期支払い済の報告 

＊地区関係資金・後期支払い済の報告 

＊研修用資料発行のご案内 

＊IM懇親会参加 13名の方～￥3.000入金のご案内 

＊高鍋 RC～1月度例会案内 

＊米山記念奨学会へ下期普通寄付のお願い 

＊緊急第 4期 RLIパートⅡについて 

＊第 6回佐土原 RCクリスマスバレー大会費報告 

■出席報告          籾田直樹会員 

 

 

 

 

 

 

■ ハッピーBOX披露     新原輝彦会員               

＜ニコニコ BOXへ＞＊

梶田與之助会員～やっ

と喜寿これから 10 年は

頑張って生きて行きま

す。お祝い感謝します。

＊梶田規子さん～色々

と実用的な品物を有り

難う御座います。早速使用します。お心遣い有り難う

御座います。＊林 初子さん～節目の年齢になりまし

た。誕生祝をいただきありがとうございます。 
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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 ♪それでこそロータリー 

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    10．各 3分間スピーチ 

1１．点   鐘    

＜カウンセラー＞ 

ひばり野隆春会員 

       ＜2月度 例会プログラム＞ 

 

 △2/1～今月のフォーラム・2月のセレモニー（8組） 

△2/8～会員 3 分間スピーチ・米山奨学金 2 月度 

△2/15～会員卓話「新原輝彦会員・籾田直樹会員」 

△2/22～外部卓話 ・チャリティランチ 

 

☆1 月度初回＝11 日夜間例会「新年家族バザー懇親会」 

 

会員数25名免除2名 

出席数 18名    

出席率 78.2％    

MU  0名     

欠席届２名＜免除＞         



＜財団へ＞岩切正司会員～今年も例会出席に励みま

しょう。 

■委員会報告   会員増強委員長 武政勝巳会員 

会員増強用のパンプレット

を 50部～藤堂君にコピー作

成して頂き用意しておりま

す。どんどん活用して会員

増強を進めて参りましょう。

ご協力をお願いします。 

奉仕プロジェクト委員会林 厚雄会員・小牧義隆会員 

昨年の 12月 18日の日曜日

に開催しました「第 6回佐

土原 RCクリスマスバレー

ボール大会」について費用

の報告と大会全般の報告

をさせて頂きます。 

 

      ♪1月度セレモニー♪            

♪＜1月お誕生月＞ 

～正岡文郁会員・田邉揮一朗会員 

内藤昭子会員・原田裕子夫人・ひばり野まみ子夫人 

☆1月度セレモニーの皆様おめでとう御座います☆ 

■創立 30周年記念式典について   郡司武俊会員 

来年の 2 月に予定し

ております。来月か

ら委員会活動を開始

したいと思います。

第 1 回目は太田会員

の事務所を予定して

おります。詳しくは

追って報告します。 

■2月 11日開催 IM～  ガバナー補佐藤堂孝一会員 

佐土原は講演会への

参加 16名懇親会が 13

名と、出席率は他のク

ラブと比べますと良

いとは思いますが、講

演会も大変素晴らし

い内容です。出来れば

まだまだ多くの参加をお願いしたいと思います。 

■本日の 4つのテスト唱和      武政勝巳会員 

 

■本日の例会食（洋食） 

   30周年、実行委員会（委員長・副委員長）           

：委員長～藤堂孝一   ：副委員長～梶田與之助 

：記念誌作成委員長～田邉揮一朗 副～藤堂孝一 

：式典委員長～宇治橋信雄 ：副委員長～日高邦孝 

：懇親会委員長～武政勝巳 副～荒武義博 太田忍 

：アトラクション委員長～武政勝巳 副～ひばり野 

隆春 吉田康一郎 

：来賓接待委員長～小牧義隆  副～岩切正司 

：司会 式典～宇治橋信雄 永野陽子 

    懇親会～ひばり野隆春 大久保貞子 

：会場設営委員長～ひばり野隆春 

：記念講演・バレーボール・寄付委員長～岩切正司 

                副～吉田康一郎 

：記念事業とあじさい賞委員長～柳田光寛 

 副～林 重元 

：ゴルフコンペ委員長～吉田康一郎 副～日高邦孝 

：女子部会委員長～内藤昭子  ：会計～新原輝彦 

：招待状～お礼状～吉野由里子 

：総括～正岡文郁  宮原建樹 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    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、 みんなの為になるかどうか 

                   

                               

                      

                      

 

 

 

    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 

                      

                      

                       

                        

                         

                       

                        

                        

                        

 


