
第 1226回例会 平成 24年 9月 5日(水) 

<今日のプログラム> 

1. 点      鐘  2.  国歌斉唱   

3. ロータリーソング   『手に手つないで』                   

4. 会長の時間      5.   幹事報告 

6. 出席報告       7.  ハッピーＢＯＸ披露 

8. 9月度セレモニー   9 .  委員会報告 

10. フ ォ ー ラ ム    新 世 代 に つ い て      

11.  点鐘 

      ＊理事・役員会＊ 

第 1225回例会記録 平成 24年 8月 29日（水） 

■会長の時間     会長 村上 實君 

皆様こんにちは本日は

1225 回の例会です。先週

は三クラブ合同のガバナ

ー公式訪問でした、皆様の

ご協力有難うございまし

た。夜も懇親会で 3 クラ

ブ 40名の参加でしたが非

常に盛り上がりまして、是非 3クラブの夜間例会をや

ろう！というところまで盛り上がりました。今度の公

式訪問もどうせなら懇親会をやろうと言い出したの

は私なので心配な部分もありましたが皆さんに喜ん

で頂いて良かったなと思っております。西都クラブさ

んに仕切って頂きお世話になりました。参加者全員が

一言スピーチを致しまして、ほんとにいい懇親会でし

た。3 クラブ合同夜間例会も私の年度で是非実現した

いと考えております。その際会場はこのサンホテルさ

んを使いたいと考えておりますのでまたその際は皆

様のご協力をお願い致します。3 クラブが合同で行う

という事は非常に意義があり日頃交流を持つ機械の

無い会員同士が知り合え、お互いのクラブの個性や特

徴を知り合えるという事が良い刺激にもなりロータ

リー活動等の意欲にも繋がると感じました。ガバナー

との懇談会も佐土原と西都が時間をオーバーしまし

て最後の高鍋クラブさんは 30 分しか無いという状況

でした。内容はどのような事だったかと言いますとク

ラブの現状を報告してくださいという事でしたので

会員増強の現状等を伝えました。地区幹事の方からは、

財団のお金の活用法等のアドバイスを詳しく聞かせ

ていただきましたので活用して行こうと思いますの

で皆様の意見をドシドシお寄せ下さい。各委員会活動

は計画書を出し、単年度計画ではなく 2~3年計画で確

実に実行できるようにすることが大切ですと言うお

話でした、荒武直前会長が言われていた継続性という

事ですね、各委員長も 2~3年は継続して続けるという

事も言われ同感したところです。荒武直前会長から

様々なアドバイスを戴いておりますので後は自分が

いかにリーダーシップを発揮出来るかにかかってい

ると思っています。懇親会の中で幹事とも話したので

すが 2ヶ月間は公式訪問の準備等でクラブの事が出来

なかったけど今後はじっくり腰を据えて各委員会活

動等に力を入れて行きたいと考えています。しかし 3

クラブ合同の交流会というのは今後も引き続き力を

入れて行きたいと各クラブ共通の考えです。各メイク

アップも盛んに行われると良いかと思います。例会場

もここサンホテルさんに移りまして雰囲気も明るく

なり対応も丁寧にしていただいておりますので今後

増えてくると思います。それから１つ、公式訪問書の

中に佐土原ＲＣとして国際奉仕としての記述が一つ

も無いと言うことを指摘されました。以前から課題に

している活動資料等の保存管理の問題も改善してい

かなければいけないと思いま

すので資料を手元にお持ちの

方は提出をお願い致します。 

■ 幹事報告  

 幹事   日高 邦孝君 

＊ 例会変更届け～無し 

＊ ガバナー公式訪問終了の御礼 

＊ クラブ社会奉仕地区セミナー出欠表 

＊ 「ロータリーの友」活用状況アンケート提出協

力の御願い 

＊ クラブ社会奉仕地区セミナー・会員増強地区セ

ミナー資料送付 

■出席報告       出席委員原田 宗忠君 

▲会員数（23名・出席免除 2

名） 

▲出席数 19名 

▲欠席届 4名 梶田君・永

野君・林君・福井君▲出席率 
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86.3%修正 76.1％ 

■ハッピーＢＯＸ披露    

◎親睦委員    長倉 祐一郎君 

＜ニコニコへ＞ 

◎ 村上 實君～公式訪問

が無事に終わりました。ご協

力ありがとうございました。 

◎ 宮原 建樹君～やっと

息子が家を出ます。家内の変

わりに喜びのニコニコです。 

＜財団へ＞ 

◎ 中武 幹雄君～宝くじナンバー４が当たりました。

次は大口を狙っています。 

◎ 岩切 正司君～無事に公式訪問も終わりました。

ご苦労様でした。 

■ 委員会報告 

    ◎クラブ管理運営委員長 田邉 揮一郎君 

宮崎県中部分区青少年指導

者養成研修会（ライラ）につ

いて・・日時 2012 年 10 月

13日（土）～14日（日） 

     会場 青島観光

ホテル（主会場） 

     登録料 会員数×1.000円 

     申し込み締め切り 9月 5日（水） 

会員参加の方は現在～村上会長・日高幹事・田邉の参

加は決まっておりますが後 1~2 名参加可能な方は田

邉までご連絡下さい。 

    ◎親睦委員長 吉田 康一郎君 

9月 9日（日）に行わ

れます 9 クラブ合同

ゴルフ懇親会へ村上

会長・日高幹事藤堂

君・原田君・林厚君・

太田君・永野君・大久

保君長倉君・吉田の

10名で参加して参ります。結果等の報告は次週例会で

致します。 

参加の皆様よろしくお願い致します。 

   ◎社会奉仕委員長    栁田 光寛君 

先日鹿児島で社会奉仕セミ

ナーが行われたのですが参

加出来ませんでした・・が、

資料が届きましたので内容

を案内します。ゲートキーパ

ーについて・・自殺予防防止

対策として専門家ではない

のですが、一般市民との中間にあたる人の事の様です。

子供の虐待について・・年々増加していますので深刻

な社会問題となっております。詳しくは又時間を取っ

て皆さんと話し合いたいと思います。 

 

■ フォーラム「公式訪問を終えて」 

     ◎会長エレクト 宮原 建樹君 

ガバナーとの懇談会に午前中から参加させて頂きま

した、その中でガバナーの

方から「他のクラブはクラ

ブの活動・表彰について記

載がありますが佐土原さん

は無いのですか？」と言わ

れました、18年前池田会長

の時地区大会にて「会員増強ナンバー１」で表彰され

ました！と強く言わせて頂きました。しかしそれくら

いですかね・・また頑張らないといけませんね、 

 ◎藤堂 孝一君 

ＣＬＰについてはこの前言

った通りです。今週の週報を

見てもらえれば分かると思

います。地区協議会の混乱に

ついても話がしたかったの

ですが、中武さんの方もその話の準備をされていたと

思うのですが、時間が無く各クラブ 1名になってしま

いまして出来ませんでした。最後の質問の中でガバナ

ーに対するエチケットに欠けている発言があり、個人

的 に は 残 念 な 思 い が し ま し た 。           

◎大久保貞子君 

3 クラブ合同の公式訪問

も懇親会も始めて参加さ

せていただきました。懇

親会の方でも色々な方と

お知り合いになれてとて

も良かったと思います。

このような機会を半年に 1回くらい設けて頂けるとい

いと思いました。有難うございました。 

             

◎林 萬松君 

初めて出席させていた

だきました。その前のＣ

ＬＰ・ 

についてもまだよく理

解をしているわけでは

ありませんが、組織編制の仕方でこうも喧々諤々とな

るものなのかなぁ・・という感想です。ガバナーに対

しての発言等にも色々と勉強になり、又今日の藤堂さ

んの話の中でも教えられました。今後ともよろしく御

願いします。 

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 

次週案内 

９月１２日 

観月会 

サンホテル 

フェニックス 


