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第 1429 回       平成 29 年 2 月 15 日(水)  

■会長の時間        会長 岩切正司会員 

皆さんこんにちは、11 日

土曜日に開催されまし

た IM にご参加下さいま

した皆さん、大変ご苦労

様でした。25 名の会員数

で、講演会に 17 名・懇

親会に 13 名の登録が出

来ましたことは非常に良かったと思います。 

講師の久保田氏には職場訪問を通じで佐土原 RC の

我々は直に話を聴き、職場案内もして頂きました。著

書も全員に贈呈していただきました。講演を聴くこと

で更に自分のものに出来た方も多いと思います。主催

者挨拶は我がクラブの藤堂ガバナー補佐が立派に務

められました。来年に控える創立 30 周年記念式典に

も実行委員長として頼もしい限りです。 

今日は皆様に「月間住職」という我々業界紙の内容の

中で皆様にも関係もある事を幾つか紹介したいと思

います。単身世帯が４割を超える社会での首都圏開

教に求められる現実策…西原祐治（浄

土真宗本願寺派西方寺住職、東京仏教

学院講師）一口に「都市開教」といっ

ても、都市自体が目まぐるしく変わり

続ける中で取り組み方も変わらざる

をえない。自ら首都圏に新寺を建立し後進にそのノ

ウハウを指南する住職が、その歩みと現実、そして

将来予測される社会動向を見据えた上で首都圏開

教のあるべき姿を展望する。自治体の判断で古い伽

藍の増改築も可能になる指定文化財でなくても町

屋や武家屋敷など歴史的価値のある建造物が、老朽

化により取り壊されている現状がある。建築基準法

のせいだ。このため、こうした建物の改築等には建

築基準法を適用除外にし、建物の保存や維持をしや

すくする条例を定める自治体が増えている。 

■幹事報告     副幹事 ひばり野隆春会員 

＜文書報告＞＊宮崎中央

RC30 周年記念誌の送付 

＊ 米山ハイライト 203 号 

＊ 2017－18 年度地区役

員就任の報告～大久保

貞子会員＝クラブ研修

委員・藤堂孝一会員＝クラブ拡大・RLI・表彰選

考委員･原田宗忠会員は引き続き拡大･増強委員で

す。当クラブから地区役員が 3名となりました。 

＊ 第１回日本 RYLAセミナー～ 日時：２０１７年３

月２４日～２６日 （２４日 17：00開会予定）：

会場 全トヨタ労連研修センター つどいの丘

宿泊場所 全トヨタ労連研修センター つどい

の丘参加対象 ロータリー会員 （ガバナー始

め青少年関連委員会）：目的 RYLA セミナー情

報地区 RYLA の活性化：内容 ：講演、ワーク

ショップ、発表 ：登 録 費 25000 円 

＜案内事項＞＊加治木 RC 記念式典参加登録者（2 名）

～岩切会長･藤堂ガバナー補佐 

＊日向中央 RC 記念式典参加登録者（7 名）～宇治橋会

員･武政会員・郡司会員･梶田会員・永野会員・内藤会員･

大久保会員  招待者として 「藤堂孝一ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐」 

＊鹿児島サザンウインド RC～参加登録者未定 

■ 出 席 報 告         

籾田直樹会員 
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＜本日のプログラム＞ 

1． 点   鐘 ～ 「岩切 正司 会長」 

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. 3 分間スピーチ 他 

11．ガバナー補佐より  12．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「籾田直樹会員～他」 

△2/22～外部卓話 ・チャリティランチ 

会員数 25 名免除 2 名 

出席数 17 名    

出席率 82.6％    

MU  2 名     

欠席届 8 名＜免除＞         



 

■ ハッピーBOX 披露      吉田康一郎会員               

＜ニコニコ BOX へ＞＊

小牧さとみ夫人～誕生祝

ありがとうございます。

来週から暫くの間例会に

出席することが出来ませ

ん、申し訳ございません。

籾田弥生夫人～誕生のお

祝いありがとうございます。籾田直樹会員～ありがと

うございます。1 年経つはの早いですね！これからも

よろしくお願いします。 

＜財団へ＞岩切正司会員～例会出席に励みましょう。 

■委員会報告     財団委員長 柳田光寛会員 

先日ロータリー財団より

この様な文書が届きまし

た。「2017～2018 年度の地

区補助金の申請受付が始

まりましたので、再度ご案

内いたします。」 

昨年は思ったより申し込みが少なく資金を余らせ

てしまい、返金する形になりました。 

今年は是非、各クラブにおかれまして、地域のニー

ズに合った事業を計画し有効活用していただきま

すようお願い致します。幾つか案は考えております。

宝塔山公園に設置されております木製ベンチの老朽

化が激しく使用できない状態（写真あり）でした。石

製のベンチを寄贈しては？！とも考えております、ま

た皆様のご意見を是非お聞かせ下さい。 

■30 周年記念式典委員会報告 郡司会員・宇治橋会員 

先日 13 日月曜日来年私の会長年度に控えている「佐

土原 RC 創立 30 周年記念

式典・祝賀会」の日程・

会場・組織委員会を決定

する為の会合を 5 名で行

いました。内容を報告い

たします。 

■会員卓話            籾田直樹会員  

卓話の前にゲーム

をしたいと思いま

す。お配りする用

紙とペンをお使い

下さい。皆様方の

広い視野、コツ、

考え方を変える、

見方を変える、な

どすることで、何倍も効率を上げることが出来るか

も？と言うようなゲームです。頭の体操していただ

いたと思います。ぜひ、他のところでもやってみて

ください！！昨年の 12 月に「宮崎短期大学」で講

演をやってきました。なぜ、講演をやることになっ

たのか・・・私の高校の担任が現在、短大の教授を

していて、その先生から依頼されました。人の縁を

感じます。内容：社会人として企業で働いてきたこ

と、会社の中でのキャリア、シーガイアのこと 

短大生なので、すぐに社会人に進むということで、

早い時期から社会人としての情報を聞いてそれに

備えていこうと言う主旨 90 分間の講演長い・・・・

何を話せばいいのか？入社から今日までを改めて、

振り返り自分自身を見つめてみました。その中で、

1 つ「基礎となった変な自信」という今まで社会人

として働いてきて、嫌なこと、つらいこともたくさ

ん経験してきましたが、それを乗り越える「変な自

信」ということにたどり着きました、それは高校時

代にさかのぼるのですが、綾～宮崎商業高校まで自

転車で 3 年間通いました。改めて測ってみたら片道

20km 往復 40km ありました。さらに 3 年間弱小

でしたがサッカー部に在籍し、毎日部活してチャリ

通でした。行きは学校に間に合わなければ・・・と

言う目的があるのでガンガンスピード出して行く

ので 1 時間以内ぐらいだったと記憶しています。 

しかし、帰りは部活も終わってダラダラ帰るので、

2 時間以上かかる日もありました。途中で買い食い

したり、途中のハウスからメロンをいただいたりと

楽しく通学していました。当時はこの通学も当たり

前と思っていましたが、今考えると冬は寒くて向か

い風強く、夏はうだるような暑さ、これで根性がつ

いたな！と自覚しています。これが社会人での困難

なことにぶつかっても、一歩一歩進んでいけば必ず

目標達成できる！（家に着く！）という精神が身に

ついたと思っています。それでこのような話を学生

にしたのですが、今の子達には一部引いていました。

メッセージとしては、何か自分自身が自信を持って

やりこなす物が 1 つでもあれば、それが自信となっ

て自分の力になるということを、偉そうに伝えてき

ました。前回、の卓話のときに軽く触れた 5S につ

いてもう少し一般的なお話をしたいと思います。

「使用配布。」 

■4 つのテスト唱和 日高邦孝会員・例会食（洋食） 

 

 

■  4 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 


