
第 1220回例会 平成 24年 7月 18日(水) 

今日のプログラム 

1.  点      鐘                   

2.  ロータリーソング 

   『手に手つないで』 

3.  会 長 の 時 間 

4.  幹 事 報 告 

5.  出 席 報 告 

6.  委 員 会 報 告 

7.  ク ラ ブ 協 議 会 ① 

8,  SAA 次 週 例 会 案 内 

 

第 1219回例会記録 平成 24年 7月 11日（水） 

■会長の時間     会長 村上 實君 

皆さんこんにちは、今日は第

1219 回の例会です。最初にビ

ジターの紹介をいたします、宮

崎中央ＲＣの松浦愛子君です。

ようこそおいで下さいました、

私が会長になって 2 回目の例

会です。私の記憶では佐土原クラブに女性のメークは今

回で 2回目と記憶しております、最初は宮崎北ＲＣの海

江田君でした。今日はくつろいで行ってください。 会

長の時間をどのように使うかと考えていましたが、ロー

タリーの事について話をしていきたいと考えておりま

す。自分が勉強することも考慮してのことです、情報の

財源にロータリーの友・ガバナー月信を活用したいと考

えています。今まで目を通すことなく受け取っていまし

たが、読んでみるとなかなか面白い記事があることに気

が付きました。一つ紹介します 私と同じ年代の方の投

稿記事ですが自分の子供がオリンピックに出られるそ

うです。オリンピックに出ること自体が凄いことです、

競歩の競技に出られるそうなので、ロンドンオリンピッ

クを注意してみてみたいと思います。又、私はスポーツ

が大好きですこの前の選抜の石巻高校の 21 世紀枠での

出場と選手宣誓の事もでもそうですが、21世紀枠で選ば

れたので選手宣誓が選ばれたと思っていたのですがそ

うではなくあくまでも抽選で選ばれあのような感動す

る選手宣誓になったのだそうです。演出ではなく偶然の

結果ですが、持って生まれたものがあるのだと思います。 

ＲＣに入って、今の皆さんと出会いや付き合いが始まっ

たので大事にしたいと思っています、ＲＣに入会したと

きにもらった資料の中に会員の特典が掲載されていま

した。その特典を知らないでやめていく人を何人か見て

きました。そういった勉強会を開いてロータリーの知識

を広めたいと考えます。 

■幹事報告      幹事  日高邦孝君 

※例会変更届け～無し 

※西都ＲＣ～  

    7月度例会案内 

※ 第 11回日韓親善会議 

  について・パンフ送付 

※ 地区大会記録誌・5部 

               ＤＶＤ1部送付 

※ 3クラブ合同公式訪問タイムテーブル 

※ 地区役員「委嘱状」岩切 正司会員宛 

※ 7月度理事・役員会決定事項報告 

＊ 夜間例会・・2ヶ月に 1度とする。 

＊ 各委員会活動活性化→活動費用等の補助 

＊ 週報配布は希望者のみにする。 

＊ 会員増強目標達成へ全会員で取り組む。 

■出席報告           原田 宗忠君 

会員数 23名（免除 2名） 

出席数 20名 

出席率 95.2% 修正 100% 

欠席届 3名 村岡君 正岡君 

山本君  

■ハッピーＢＯＸ披露     長倉 祐一郎君 

＜ニコニコへ＞ 

＊林 厚雄君～7 月 8 日は結婚

記念日でしたが今年は何かと忙

しく忘れていました。ありがと

うございます。 

＊村上 房枝さん～誕生日に記

念品をいただき本当に有難う御座いました。これから

も健康に気をつけて頑張りたいと思います。 

＜財団へ＞梶田 與之助君～村上会長年度初日に欠

席しました。誠に申し訳ありませんでした。1 年間体

調を整えて頑張って下さい、皆で応援します。 

＊岩切 正司君～中央クラブの松浦様をお迎えして。 
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奉仕を通じて平和を 

 



 ■委員会報告      

◎前会計 梶田 與之

助君 

一般会計 収入・支出 

特別会計 収入・支出

の報告 

を致します。「別紙へ記

載」本日はドイツ旅行

のお土産を皆様へお持ちしました。 

西都ＲＣのオーリーコッテマン君からのお誘いでし

て、宮原君ご夫妻を含め 8名で 1週間の旅行でした。 

◎親睦委員吉田 康一郎君 新入会員歓迎ゴルフコ

ンペは林 萬松君の尽力

で憧れのフェニックスカ

ントリークラブ・高千

穂・住吉コースでプレー

する事が出来ました。結

果は週報に掲載されてい

る通りです。今週の金曜日に打ち上げ会を長倉君のお

店で予定しております。 

広報委員長 藤堂 孝一君 

 

週報を今週号より手作り

しておりますが、苦戦し

ています。来週よりボイ

スレコーダーで 1 時間録

音しようと思っておりま

すが、原稿提出をよろし

くお願い致します。 

■地区役員「委嘱状」贈呈      

 岩切 正司君 

 「フェローシップ小委

員長」 

１年間よろしくお願        

い致します。 

■前三役へ感謝状と記念品の贈呈 

荒武 義博前会長 

永野 陽子前幹事 

梶田 與之助前会計 

☆ 1 年間本当にご苦

労様でした。ありがと

うございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ■ビジター・ショートスピーチ  

◎宮崎中央ＲＣクラブ   松浦 愛子さん 

  

 

職業の話をとのご

指名いただきまし

たので、少しだけ

お話させていただ

きます。創業 270

年の歴史がござい

ます。遠山の金さんの時代という事になります。代々

内海港で海運業・公安・水切り作業などを主に行って

おります。 

 ■3分間スピーチ 

           ◎会員増強 太田 忍君 

 

今年度も引き続き会員

増強で頑張る事になり

ました。30名を目標に 

考えております。その為

にも各委員会活動の活

性化と親睦が必須です。

私の事務所の裏はいつでもビールも冷えてます。お酒

も沢山用意しております。つまみは日高幹事が調達し

てくれますので遠慮なくお使い下さい。 

☆ 梶田会員からのお土産（バイオリン型の洋酒） 

土産話としてドイツの食事に多数

の人たちが合わずに苦労されたそ

うです。特に旅の途中で風邪をひ

かれ点滴を打ちながらの人もいた

そうです。狩猟民族と稲作民族(農

耕民族)の差が出たのかもしれま

せんが、梶田会員は終始元気だっ

たそうです。 

 

例会場 サンホテルフェニックス 

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・みんなに公平か 

3・好意と友情を深められるか 

4・みんなのためになるかどうか 

次週の予定 

7月 25日（水）  クラブ協議会② 

8月 1日(水)    

8月8日(水) ガバナー補佐訪問 クラブ協議会 

8月 15日（水） 

8月 22日(水) 23（木）ガバナー公式訪問   


