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第 1430 回       平成 29 年 2 月 22 日(水)  

■会長の時間        会長 岩切正司会員 

皆さんこんにちは、本日は外

部卓話の予定でございました

が、皆様方による其々の職業

に対する考え方の 3 分間スピ

ーチに変更いたします。本来、

例会は外部卓話に頼ることな

く、会員卓話で充実させる例会の理想であると思いま

すのでよろしくお願い致します。 

本日の会長の時間は「大連宣言」についてお話し致し

ます。ご存知でない方もおられると思います。 

地区のなかった日本に、1928 年(昭和３年)７月、日

本、満州、朝鮮、樺太、千島、台湾をテリトリーと

して、第 70 地区が初めて設置され、米山梅吉第３

代スペシャルコミッショナー(地区の無い時代にガ

バナーに代わる役をつとめたＲＩ役員)が初代ガバ

ナーに就任し、その年の 12 月に大連ロータリーク

ラブが誕生した。 1936年(昭和 11年)は所謂 2.26

事件が突発して全日本を震撼させた年であるが、そ

の５月に敢て 

第 70 地区第８回年次大会が神戸で開催されまし

た。 その前夜懇談会で神戸ロータリークラブの直

木太一郎から、「大連ロータリークラブの大連宣言

は、日本文として適切にロータリー精神をあらわし

ているから、これを第 70地区の宣言にしたい」と

提案され、 おりからのロータリー日本化問題に関

連して思わぬ波乱をまき起こしたが、議論沸騰の

末、これこそロータリーを日本人に解り易く咀嚼し

たものであるとして賛成された。 大連クラブのロ

ータリー宣言は次のとおりです。第 1. 須らく事業

の人たるに先立ちて道義の人たるべし。蓋し事業の

経営に全力を傾倒するは因って世を益せんがためな

り。ゆえに吾人は道義を無視していわゆる事業の成

功を獲んとする者に与せず。第 2. 成否を曰うに先

立ち退いて義務を尽さむことを思い進んで奉仕を完

うせんことを念う。自らを利するに先立ちて他を益

せむことを願う。最も能く奉仕する者、最も多く満

たさるべきことを吾人は疑わず。  第 3. あるいは

特殊の関係をもって機会を壟断しあるいは世人の潔

しとせざるに乗じて巨利を博す、これ吾人の最も忌

むところなり、吾人の精神に反してその信条を紊る

は利のため義を失うよりはなはだしきは無し。  第

4. 義をもって集まり、信をもって結び、切磋し琢

磨し相扶け相益す。これ吾人団結の本旨なり。しか

れども党をもって厚くすることなく他をもって拒む

ことなく私をもって党する者にあらざるなり。  第

5. 徒爾なる角逐と闘争とは世に行なわるべから

ず、協力もって博愛平等の理想を実現せざるべから

ず、しかり吾が同志はこの大義を世界に敷かむがた

めに活躍す。吾がロータリーの崇高なる使命ここに

在り、その存在の意義またここに存す。以上が大筋

の内容であります。 私はこの大連宣言に非常に感銘

を受けております。是非皆さんも勉強してご自分の

生活、事業等に役立てて頂きたいと思います。 
 

■幹事報告     副幹事 ひばり野隆春会員 

＜文書報告＞＊第 4 期 RLI-

2730 パートⅢ及び卒後コー

スのご案内＊宮崎ロータリー

クラブ第 53 回職業奉仕賞受

賞者天野 菁子氏 学校法人
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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 ～   「国歌斉唱」 

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   10.米山奨学金授与３月セレモニー 

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 

       ＜３月度 例会プログラム＞ 

 △３/1～米山奨学金授与・３月のセレモニー（２組） 

△３/8～会員卓話「日高会員･ひばり野会員」 

△３/15～早朝例会「大光寺にて座禅体験」７:３０集合 

△３/22～会員卓話「正岡会員･柳田会員」 



でにお集まりください。場所 宮崎観光ホテル東館

3F 翠耀の間拝啓、時下ますますご清祥の段、お慶

び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く

御礼申し上げます。掲題につきましては、下記の通

り受賞者が決定いたしました。つきましては、ご多

忙中のところ恐縮ですが、ぜひとも贈呈式にご出席

を賜り、受賞者への祝福をいただきますよう、よろ

しくお願い申し上げます。「会長･幹事･ガバナー補

佐宛」 

■出席報告         籾田直樹会員 

 

 

 

 

 

■ ハッピーBOX 披露      柳田光寛会員               

＜ニコニコBOXへ＞＊宮原

建樹会員 2 月の誕生祝有り

難う御座いました。＊宮原

洋子夫人～2 月の誕生お祝

い有り難うございました。

主人と同じ誕生月ですが気

が付くといつの間にか 41才

になりました・・アッ 61 才でした！これからも宜し

くお願い致します。 

＜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           原田宗忠会員 

先日土曜･日曜と 2 日間「次

期地区役員セミナー」が行

われ私と藤堂君と大久保

君の 3人で出席して参りま

した。私の部門は地区拡

大･増強であります。地区

としての目標は新クラブの設立。各クラブとしては会

員増強になります。リーダーを中心に動くことが良い

かと思います。今日は一人候補者の紹介を致します。

この中にもよくご存知の方が数名おりますが、大変真

面目な方です。3 月の理事会で承認されましたら、1 度

例会を体験して頂き、4 月 1 日付けの入会を希望して

おりますのでどうぞよろしくお願い致します。 

■30 周年記念式典委員会報告   宇治橋信雄会員  

先週も会議の報告をさせて

頂きましたが、不十分であり

ましたので再度報告に立た

せていただきます。組織図も

お配りしましたがあくまで

も案です。色々なご意見が出

るのは非常に良い事だと思いますので今後もドシド

シお寄せ下さい。佐土原に焦点をあて佐土原の歴史･

文化･植物･食物･教育等を式典･祝賀会の中に織り交

ぜながら進行して行くことが出来れば良いなと考え

ております。記念事業においては 30 周年の 30 をポイ

ントとして考えて行えたらと思います。今後全会員で

意見を出し合える雰囲気の中でより良い 30 周年記念

式典と祝賀会を迎える為の準備をスタートしました

ので皆様のご協力をよろしくお願い致します。 

■4 つのテスト唱和 原田宗忠会員・例会食（和食） 

 

 

■      例会の様子              

 

■第 2730 地区 中部分区ガバナー補佐藤堂孝一会員        

２月２６日(日)に、なでしこ全体会に大重ガバナー代

理として参加してきました。１１時３０分受付でした

ので丁度その時間に到着しました。場所は山形屋立体

駐車場１階のベルエポックカフェの会場でした。 

案内板はなく本日は貸し切りとのポスターが貼って

あり受付の方が入口正面におられてすぐにわかりま

した。田村委員長からキャンセルが何人か出て少ない

ことを申し訳なく言われましたが、それでも２９名の

参加者でした、会場も丁度いいくらいのスペースで感

じの良いカフェでした。食事が運ばれて会食しながら

始まり最初にガバナー補佐の挨拶からお願いします

と言われ挨拶をしましたが、女性ばかりで男性は５人

でしたので少しばかり緊張して挨拶をした次第です。 

 次年度から『なでしこ２７３０委員会』という名前

が変わるとのことで、今後の名称は『女性親睦委員会』

という名称で呼ぶようです、会の目的は女性会員の増

強に努めていきたいとの考えから出たようです今後

の皆さんに期待しますと挨拶をしました。 

 その後は、串間の高木会員からなでしこ委員会が 

2011 年度から現在までの活動報告がありました。 

意見交換会が始まり、全員からいろいろ活発な意見が

出された。その後ＭＲＴの薗田潤子会員の講演があり

あっという間の 3 時間でした。 

 

■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 

会員数 25 名免除 2 名 

出席数 15 名    

出席率 82.6％    

MU  ４名     

欠席届10名＜免除＞         


