
第 1223回例会 平成 24年 8月 8日(水) 

今日のプログラム 

1.点      鐘  2.ロータリーソング                  

3.会長の時間     『奉仕の理想』 

4.幹事報告      5.出席報告 

6.委員会報告     ハッピーＢＯＸ披露 

7.クラブ協議会  ガバナー補佐訪問 

8.ＳＡＡ次週例会案内 

第 1222回例会記録 平成 24年 8月 1日（水） 

■会長の時間     会長 村上 實君 

皆さんこんにちは、本日は

1222回目の例会です。先ずビ

ジターのお二人を紹介させて

頂きます。高鍋ＲＣの木村貞

夫さん、宮崎西ＲＣの杉山晃

浩さんです。ようこそいらっ

しゃいました。私の年度にな

りまして一ヶ月経ちました。あっと言う間に1ヶ月経ち12分の１は

終わったのかと思いますけど、ただ今月は公式訪問を控えています。

これがその年度1番の行事ではないかと思っています。歴代の会長さ

んも 8 月が過ぎれば半分は終わったよと毎回言われていますので私

も今月が多分1番忙しい月になるのではないかと思います。まして今

回は3クラブ合同で行いますので始めての事です。西都、高鍋さんと

はもう1度打ち合わせをして8月の23日に向けて頑張って行こうか

なと思っております。今日は色々と先週フォーラムもありまして今年

度の方針の発表が済んでいない委員会もありますので、会長の時間等

の時間を短くしたいと思っています。今オリンピックが開催されてお

りますので寝不足の方も多いかとおもいますが、今回ＴＶ等で観てい

ましても判定や採点ミスが多いですね、特に柔道を観ていましても何

故ああいうことが起きるのかと思います。「中略」 

ミスジャッジと言うのは何でもあると思うんですね、その人の主観と

いうのがどうしてもあるわけですし、規定がありますが解釈の違いも

一人ひとり違いそういった中で今回のような事が起こるわけですね、

先週の例会時は高校野球決勝戦のある日で、私の母校である宮崎工業

高校が 52 年ぶりに夏の甲子園出場を決め、大変盛り上がりました。

このクラブにはＯＢが4名おりますのでハッピーもお願いしますね、

と言ったところでした。高校総体も行われていますがオリンピック、

高校野球の陰に隠れて何となく可愛そうな気がしております。がやっ

ていることは同じですし勝つことに対して一生懸命に努力を重ねて

きている訳ですから、きちんと賞賛してあげなければいけないなと思

います。「中略」私が最近1番気になっているのがいじめ問題、何故

こう言う事が起きるのか！いじめる側の子供の気持ちを察すること

が出来ませんがただいじめる子に対しては絶対に許してはいかんと

思います。毎日新聞を読みながら佐土原の小・中学校でこういういじ

めは無いのか？ということが非常に気になりますし、もしそういう事

があれば、我がクラブとして学校と連携を組んで何か出来ることはな

いのだろうか・・と強く思います。我々の時代もいじめはありました

が、笑って話せる様な事でした。今のように命を失う・投げ出さなけ

ればならないような事態になることは絶対に許してはならないと思

います。スポーツ等を通して子供達の心の教育の一環でも担えるよう

な活動・支援を佐土原ＲＣとして力を入れて行きたいと思います。又

そのような活動を地道に続けて行くことが地元での信頼を築き・知名

度も上がって結果として今年度の必須目標である「会員増強」にも繋

がるのではないかと思いますので、各委員会活動を通して色々な意見。

提案を出して頂きますようお願い申し上げます。 

※ 本日のビジター紹介 

高鍋ＲＣ～木村 貞夫さ

ん（左側）宮崎西ＲＣ～杉

山 晃浩さん（右側） 

■ 幹 事 報 告        

幹事  日高邦孝君 

＊例会変更届～無し 

＊ロータリーラジオキ

ャンペーンのご案内と

出演者のお願い＊西都

ＲＣ～8 月の例会案内

＊地区会員増強セミナ

ーのご案内 

＊地区職業奉仕委員会

のご案内＊地区補助金専用口座開設のお願いとお知

らせ＊確定申告用寄付金領収書についてのご案内と 

寄付者への個別領収書送付 

■出席報告             

原田 宗忠君 

会員数（23名・出席免

除 2名） 

出席数18名欠席届 5

名梶田君・正岡君        

大久保君・福井君 

 岩切君（メイク）出席率 85.7%  修正 91.3％

         2012～2013        国際ロータリー第 2730地区 
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■ハッピーＢＯＸ披露     長倉 祐一郎君 

＜ニコニコへ＞ 

◎日高 邦孝君～フ

ェニックスカントリ

ークラブオフィシャ

ルハンディキャップ

が念願のシングル

（9.6）になりました。

私の周りの全ての方に感謝いたします。 

◎長倉 祐一郎君～宮崎工業野球部 52 年ぶりの甲子      

園出場オメデトウ。 

◎村上 實君～宮崎工業野球部甲子園出場おめでと

う。村岡 博君～妻の 8月誕生月お祝いありがとうご

ざいます。 

◎ 委員会報告  ロータリー広報委員長  

 藤堂 孝一君 

地区公共イメー部門

より案内です 

「ロータリーラジオ

キャンペーン・一緒に

考えよう」という国際

ロータリー広報補助

金事業の企画です、（キャンペーン内容） 

2 クール 6 ヶ月で 12 名のユニークなロータリアンが

ラジオに登場しロータリーについて語ります。 

＊ 鹿児島 6名・宮崎 6名を選びます。 

＊ 各クラブより 1名の推薦をお願いします。 

 （スケジュール） 

＊ 8月 10日頃 推薦者の締切り 

＊ 8月後半 選考会議（公共イメージ部門） 

＊ 9月初旬 録音 

＊ 9月中旬 放送 

★我がクラブの推薦者はすでに決まっております 

■8 月のセレモニー♪     ◎親睦 吉田 康一郎君 

 

♪8月のお誕生月♪ 

☆村岡 恵子夫人 

☆長倉 恵子夫人♪おめ

でとうございます♪ 

 

 

■ 奉仕プロジェクト委員会    ◎田邉 揮一朗君 

「基本方針」 

地元及び海外の市城社会を支援する教育、人道的見地に立った法師プ

ロジェクトを立案し実践します。【行動指針】1、地域の現状を把握し、 

 

 

 

 

 

 

 

地域のニーズに応えるべ

く最も効果的な活動を行

う。2、地域青少年を主体

に社会貢献する意識高揚

を図り平和な地域づくり

に尽力する。3、職業奉仕

はロータリー活動の中心

であり自己の職業を通じ

て社会に奉仕することが責務であり良く背、指導する。 

4、国際平和と秩序の維持及び人類の発展の為に世界社会奉仕発動、

国際レベルの教育、文化的活動に協力する。 

「具体的な活動内容」 

1、 地元の高等学校、中学校の学生との交流の場（出前講座）を設

ける。教育委員会、学校、ＰＴＡ会長会、スポーツ少年団との

調整・折衝。 

2、 バレーボール佐土原ＲＣ杯を今年度も12月に開催する。 

3、 各委員会が「紫陽花賞」に値する人物を探しつつ、紫陽花賞の

在り方についても検討する。 

4、 地域の美化運動の方たちとの交流をはかり活動に協力する。 

5、 11月に行われるＲＹＬＡに参加する。 

6、 ポリオ支援等海外支援活動に関して勉強会参加と会員へ情報提

供を行う。 

7、 ロータリー財団委員会と連携協力し、未だ支援の届いてない国

や地域に佐土原ＲＣ、2730地区独自の支援が出来ないか検討。 

■フォーラム      ◎会員増強委員長 太田 忍君 

今年度の増強目標は 純

増 7 名、会員数 30 名

に何としても持って行き

たいと考えております。

つきましては全員の協力

が必要です。活発な動き

と情報提供をお願い致し

ます。各委員会でグループ発動を考えています。皆様のご意

見をお願い致します。 

＊ 入会の正しい順番とルールを踏まえての活動が大

切になる、その為にも皆で再確認が必要・・。 

＊ 退会者の方への働きかけも大切なのでは・・。 

＊ 会員増強の為に大切な事として、クラブ独自の活

動方法なのではないか・・・。 

＊ 地域柄もあり、他クラブとの比較は難しい・・。 

＊ 毎週の例会時に情報を上げ理事会を適時に設け 

スピーディーな流れを作ることが必要・・。 

  ＊現在進行形で進めている方もいらっしゃるので早期

に方針を確立して皆が積極的に会員増強を進められる様に

しますのでよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

編集後記 メモ 

               

               

               

                  

              

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・好意と友情を深めるか 

4・みんなのためになるかどうか 

次週の予定 

８月１５日 特別休会 

８月２３日 ガバナー訪問 

高鍋・西都・佐土原合同例会 

場所 西都市 敷島 

メモ 

                

                

                 

                 

    


