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第1189回の記録　  平成 23 年 11 月 30 日

週報
2011 . 7 ～ 2012 . 6

2011～2012年度
ロータリーテーマ

１．点　　　　　　　鐘
２．国　 歌　 斉　 唱
３．ロータリーソング
　　「奉 仕 の 理 想」
４．四 つ の テ ス ト
５．会　長　の　時　間
６．幹　 事　 報 　告
７．出　 席　 報　 告
８．12 月のセレモニー
９．委　員　会　報　告
10．会　 員　 卓　 話
　　「正岡 文郁君・藤堂 孝一君」
11．次週例会の案内「SAA」
12．点　　　　　　　鐘
13．理　　　事　　　会

本日のプログラム

佐土原ロータリークラブ
国際ロータリー第２７３０地区

第1190回　 平成 23年 12月 7日（水）

会　　長 ： 荒武　義博
副 会 長 ： 村上　　實
幹　　事 ： 永野　陽子
会報委員長 ： 藤堂　孝一
会　　計 ： 梶田與之助
事 務 局 ： 吉野由里子
 宮崎市佐土原町下田島
 　　　　　　11703-18
　　TEL：0985-62-7833
　　FAX：0985-62-7877
例 会 日 ： 毎週水曜日
例 会 場 ： 
　　石崎の杜「歓鯨館」
　　TEL：0985-62-7757

2730地区ガバナー 　　　長峯　基
中部分区ガバナー補佐　　林　務
RT会長テーマ
　「こころの中を見つめよう　博愛を広げるために」
2730地区テーマ
　「善いことをしよう」
佐土原テーマ
　「クラブ会員の絆を　より深めよう」
12月のテーマ
　「家族月間」

12月7日（水） ・・・「1190回」会員卓話 「正岡　文郁君・藤堂　孝一君」
　　　　　　　　　　 理事会　12月のセレモニー
12月11日（日）・・・ 佐土原ロータリークラブ
　　　　　　　　　　 クリスマス・カップバレーボール杯
12月14日（水）・・・「1191回」年次総会　委員会活動報告
12月21日（水）・・・「1192回」夜間例会　　年度末懇親会
12月28日（水）・・・  年度末特別休会

　本日は、11月30日
1189回の夜間例会です。
　先週23日は、特別休
会でお休みでしたので
久しぶりの例会となり
ました。
　先週の11月27日(日）
のIMには、７名の方に
参加いただきました。
お休みのところを有り
難うございました。

　今回のIMは、通常と変わり非常に簡素化された内容
と成っていましたが、中身については無駄の無い有意
義な IM であったと感じました。
　講演の「福岡県篠栗町・南蔵院」林　覚乗住職のお
話には、大変満足された会員がほとんどであったと思
います。自分自身も本当の意味で、心豊かに生きたい
と感じました。

　さて、早いものでもう年
末を迎える季節になりまし
たが、師走の時期は、本当
に交通事故等が多くなって
きます。仕事で街中を走っ
てますとよく事故処理の現
場を見ます。会員の皆さん
も、自分が気をつけていて
も巻き込まれることもあり
ますので、必要以上に気を
つけた運転を心掛けて下さい。

　本日の夜間例会を楽しんで、会員の親睦を深めてく
ださい。

会長の時間 ＜ 荒武　義博  会長 ＞

出席報告＜ 出席委員長　吉田　康一郎 君 ＞
会員２３名 　（免除１名）

欠席者数　　　　　８名

有届け者～　佐藤君・正岡君

　　松浦君・柳田君・村岡君

　山本君・大久保君・田邉君

出席者数　　　　１５名

出席率　　　６８．１％

無断欠席数 (前回 )１名

メークアップ　　　０名

修正出席率　６８．１％

幹事報告 ＜ 幹事　永野　陽子 君 ＞
＜文書案内＞
※12月のロータリーレ
　ート 1 ドル＝78 円
※山下晧三ガバナーエ
　レクト事務所開設の
　お知らせ
　所　在地：鹿児島西
　　ロータリークラブ
　　事務局内
　電　　話：
　　　　099-222-5902
　Ｆ Ａ Ｘ：
　　　　099-223-7507
※第 74 回歯車会ゴルフコンペのご案内
　日　　時：平成 23 年 12 月 19 日（月）8：30 集合
　場　　所：宮崎サンシャインカントリークラブ
　参 加 費：2,000 円
　プレー代：5,900 円（セルフ・食事付）
※ＲＡ委員長ＲＡ地区
　代表より第 3660 地区来日の件
　日　　時：24 年 1 月 12 日 18：30 ～ 20：30
　場　　所：ホテル京セラ
※11/19 の地区クラブ奉仕研修セミナーで使用の
　「クラブ奉仕の原点を求めて」のデーター配信の件
※国際奉仕・ＷＣＳ(世界社会奉仕 )活動調査の件
※地区大会案内の一部変更の件
※西都ＲＣ12 月例会案内
　12/6  クラブ協議会 12/13 クラブ協議会
　12/20 年次総会 夜間例会 クリスマス家族会
　12/27 年末特別休会

委員会報告
○ クリスマスカップ杯
　　　　　　　  実行委員長　吉田　康一郎君
　12月11日(日）第一回
 「佐土原ロータリーク
ラブ　クリスマスカッ
ップ杯・スポーツ少年
団　バレーボール大会」
を開催するにあたりま
して、開会式・閉会式
への参加をお願い致し
ます。

（IMでの林ご住職の講演会）



　　  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．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
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◆◇◆◇ 事務局便り ◇◆◇◆
☆12月14日（水）の例会食は「豚カツ定食」です。
☆☆11月27日(日）宮崎県中部分区ＩＭへの参加ご苦労様
　でございました。荒武会長・永野幹事・林会員・吉田会員
　太田会員・原田会員・山本会員
☆佐藤　高元会員の全快復帰が１日でも早まりますこと
　を心よりお待ちしております。
☆会員卓話・委員会報告等「原稿提供」のご協力をどうぞ
　お願い致します。

☆夜間例会の様子☆

例会中は携帯電話の電源を切るか
マナーモードにして下さい・・・MEMO

☆懇親会の様子☆

かんぱ～い !!懇親会を始めま～す !!

ん、美味しいですね～ !!

まずはビールを・・・

会員の皆様、親睦は図れましたでしょうか？佐土原 RC一致団結で頑張りましょう。
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