
　次年度の役員依頼が始まっていますが、気持ちよく返
事は「はい」でお願いします。
　次年度、村上会長・日高幹事に今年度以上に協力をお
願いします。
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週報
2011 . 7 ～ 2012 . 6

2011～2012年度
ロータリーテーマ

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

４．会　長　の　時　間

５．幹　 事　 報 　告

６．出　 席　 報　 告

７．委　員　会　報　告

８．クラブフォーラム

９．次週例会案内「SAA」

10．点　　　　　　　鐘

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1211回　 平成 24年 5月 16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」
5月のテーマ
　「委員会活動推進月間」

5月2日（水） ・・・「1209回」会員卓話「大久保　貞子君」
　　　　　　　　　　5月のセレモニー・理事役員会
5月9日（水） ・・・「1210回」ゲスト卓話
5月16日（水）・・・「1211回」クラブフォーラム
5月23日（水）・・・「1212回」次年度方針発表
5月26日（土）・・・ 地区協議会参加
5月30日（水）・・・「1213回」地区協議会報告会

5 月度の例会予定

　今日は、５月９日　１２１０回の例会です。
　本日のお客様のご紹介
を致します。先ず、高鍋
ロータリークラブの田中
春敏君を紹介します。続
きまして、奨学生当時の
カウンセラー田中君ご紹
介で２００３年～２００
５年の米山奨学生として
来日されてました李偉　
リ・イ（Li.Wei）さん
　中華人民共和国　青海
省ご出身の方で現在は、
中国青海大学教授「農学
博士」本日は、２０１２
年～２０１３年宮崎大学
農学部にて栄養分析の研
究中でもあります奥様の
朱喜艶（シュ・キエン）
さんも同席頂きました。
　ようこそ、いらっしゃ
いました。

　さて、この会長の時間も残念なことに今日を入れまし
て、残すところ８回で私の年度は、終わりとなります。
来月６月６日からは、新会場のサンホテルですので、会
場間違いのないようにして下さい。

１．国際ロータリー全国ガバナー会よりアンケート調査
　が来ています。８月３１日・９月１日の両日に第１１
　回日韓親善会議が開催されるにあたり、アンケート依
　頼がきてますので紹介します。

（アンケート内容）
※韓国との地区・クラブ間の交流状況について
※韓国との地区・クラブ間で実行した震災復興支援の共
　同プロジェクトについて
※韓国との交流は現在無いが、将来は交流を考えているか？
　アンケート回答は、役員・理事協議の上で処理します
のでご了解願います。
２．先週話しましたが、１６日の各、委員会毎の計画進
　捗状況報告は、皆さん準備はよろしいでしょうか？
　　１ケ以上前から連絡済ですので、宜しくお願いしま
　す。有意義な時間にしたいと思っていますので全会員
　の協力をお願いします。
３．５月２６（土）の地区協議会（鹿児島）の最終出席
　確認を後で取ります。

会長の時間 ＜ 荒武　義博  会長 ＞

幹事報告 ＜ 幹事　永野　陽子君 ＞
＜文書＞
※例会変更届け～
　延岡ロータリークラブ
　日時　５月２３日（水）
　　　　１２：００～　
　場所　西階ロータリー
　　　　の森
※地区社会奉仕委員会～
　クラブ社会奉仕委員長
　へ「社会奉仕委員会活
　動報告の　お願い
※ガバナー事務所～
　韓国クラブとの提携状況等のアンケート

出席報告＜ 出席委員長　吉田　康一郎 君 ＞
会員数　　　　　２３名
出席免除　　　　　１名
　　　　　　（正岡 文郁君）
出席者数　　　　１５名
欠席者数　　　　　８名

有届け者　　佐藤君・正岡君
　　日高君・中武君・田邉君
　　村上君・宮原君・林君
メイク届　　　　　無
無断欠席者　　　　無
出席率　　　６８．１％

委員会報告

　私のお寺で開催してお
ります恒例「落語寄席」
のご案内をさせていただ
きます。
　5月 27 日（日）
　15：30 ～
　皆様方には招待券を贈
呈いたしますのでどうぞ
お越し下さい。
　終了後に 「ボナペティ」
さんで落語家さんを囲ん
でお食事会を行います。
　会費は 3.000 円として
おります。

○岩切　正司君



　　  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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例会の様子

ゲスト卓話
○高鍋ＲＣ　田中　春敏君

　李偉さんにお話しをしていただく前にご紹介をさせて
いただきます。

（氏名）：李偉（Ｌｉ・Ｗｅｉ）リイ
（国籍）：中華人民共和国（青海省出身）
（生年月日）：1958 年 8 月 8 日生まれ
（学歴）：
　　1977 年 7 月：青海畜牧獣医職業技術学院卒業
　　2002 年 3 月：甘斎農業大学動物医学院を卒業
　　　　　　、予防獣医学修士
　　2003 年 4 月～ 2005 年 3 月
　　　　☆「国際ロータリー第 2730 地区、米山奨学生」
　　　　　（高鍋ＲＣ：カウンセラー田中　春敏）
　　2005 年 3 月：
　　　　宮崎大学・山口大学連合獣医大学院を卒業
　　　　　（日本、獣医学博士号取得）
（職歴）：
　　2005 年～現在：青海大学畜牧獣医科学院｛教授｝
　　（牛に関する、人獣共患感染症と寄生虫の予防研究）
（家族構成）：
　「妻」朱喜艶　シュ・キエン　中華人民共和国
　　2002 ～ 2005｛宮崎大が無農学部留学研究｝
　　　　　　　　青海省農業資源区割研究所勤務
　　　　　　　（植物牛肉栄養分析研究中）
　　2012 ～ 2013 現在。
　　　　　　　宮崎大学農学部にて栄養分析研究中
　※（一男）李振華（リシンカ）
　　　日本、九州大学法学部大学院留学中
　　（嫁）　李妍　（リケン）
　　　日本、九州大学医学部大学院留学中

　＋卓話内容は別紙掲載致します。

ハッピーＢＯＸ披露
＜ニコニコへ＞
※吉田　康一郎君～
　早いもので結婚40年になりました。これからも身体を
　大事にして全てに頑張ります。
※長倉　祐一郎君～
　４月結婚記念お祝い有難うございます。
※藤堂　真由美さん～
　５月の誕生祝い　いつもありがとうございます！！
※岩切　正司君　～５９才になりました。
※日高　裕子さん～
　５月の誕生祝い　ありがとうございました。


	NO1210-01
	NO1210-02

