
第 12230回例会 平成 24年 10月 3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. 10月のセレモニー 

7.  ハッピーＢＯＸ披露  

8.  委員会報告   

9. クラブフォーラム「職業奉仕について」 

10.  次週の例会案内  

11. 点鐘 

＊ 理事・役員会 

第 1229回例会記録 平成 24年 9月 26日（水） 

■会長の時間        会長 村上 實君 

皆さんこんにちは、本日

は第 1229回の例会です 

先ず最初に今日のお客

様の紹介を致します。宮

崎中央ＲＣの田島直也

先生です。田島先生とは、

藤堂年度の時の会長・幹

事会の折に色々とご指導頂誠に有難うございまし

た。さて、今日は私事を少しお話したいと思います。

8 月 21 日に毎年行っている市民の森総合検診セン

ターに半日ドッグ、そして 9 月 24 日の宮崎医大脳

神経外科のＭＲＩの検査結果について話をします。

半日ドッグは 10 年位毎年実施しています。脂質検

査の総コレステロールが異常です。しかし、食事に

気をつけていれば上がったり下がったりします。今

年も安心して健康に頑張っていきたいと思います。

血圧について、110/62 と少し低めです。しかし心

配は無いようです。次に脳神経外科のＭＲＩ検査の

結果ももう 3年になりますが、異常無くて安心致し

ました。これからも健康に気をつけて佐土原ＲＣの

為に頑張っていきたいと思います。次に佐土原ＲＣ

会員満足度アンケートで私が入会した 4 年前の集

計結果を見せてもらった記憶があります。私は現在

の会員がどの位の満足度を持っているか興味があ

ります。満足度なくして会員増強はありえないと思

っているからです。是非、クラブ広報委員会で検討

してみてください。お願い致します。 

 ■幹事報告           日高 邦孝君 

＊ 例会変更届け～無 

＊ 高鍋ＲＣ／西都Ｒ

Ｃ～10月度例会案内 

＊ 米山記念奨学会～

委員長の手引き・豆辞

典・事業報告書が届いて

います。 

＊ 中 国 米 山 学 友 会

2012年度総会の延期のお知らせ。 

＊ 10月ロータリーレート 1ドル＝80円 

■ 出席報告            宮原建樹君  

会員数 23 名（免除会員 

2 名）出席数 19 名   

出席率 90.4％ 

 欠席届 4 名（正岡

君・福井君・岩切君・原

田君） 

 修正出席率 71.4% 

■ ハッピーＢＯＸ披露      

長倉祐一郎君                

＜ニコニコへ＞ 

◎永野 陽子君～今日

26 日は可愛い一人娘の

誕生日です。これからも

健康で頑張って欲しいで

す。 

◎藤堂 孝一君～9月セレモニーお返し・59回目の誕

生日です。ＲＣで祝っていただき有難うございました。 

■委員会報告     雑誌委員会 中武 幹雄君 

佐土原ＲＣのバナーを

ロータリーの友に載せ

るよう友の事務所に送

りましたが、友から返事

のハガキが届きました

のでお知らせします。  
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■ 情報委員会          藤堂 孝一君 

広報委員会から連絡し

ます、卓話の原稿はワー

ドで作成してｅメール

で送信をお願いします。

９月２９日委員会をか

ぼちゃにて開催します

のでよろしくお願いし

ます。先週の例会を欠席しましたがメークをｅクラブ

で実施しました、和歌山にあるクラブです。ＲＩＤ

2640 Rotary Ｅ-Club Sunrise of japan とい

うクラブにログインしてメークしました。皆さんも一

度体験してみて下さい。 

 又、来月の友に職業奉仕の月間についてシェルドン

の記事が掲載されています、次週の例会に参考にして

ください。 

■ 職業奉仕委員会   委員長 田邉 揮一朗君 

奉仕プロジェクト夜間

委員会を昨日 25 日に

大久保会員のお店をお

借りしまして行いまし

た。村上会長と荒武さ

ん、大久保さん、林 萬

さん、柳田さんに参加

いただき主にクリスマスバレーボール大会について

の話ができました。今年度も開催しますので皆様のご

協力をお願い致します。 

■ 会員卓話          吉田 康一郎君 

先日、友人が前立腺が

んで亡くなりました。

27年の付き合いになる

大切な友人でした。共

通の趣味であるゴルフ

を通じても懇親を深め

ましたが彼は運動神経

がとても良くてあらゆる事に率先して良い成績も残

しています。そんな彼ですから仲間内の中では 1番長

生きするだろうと思われていましたからショックも

大きく、残念でなりません。彼のご家族から連絡をも

らい直ぐに病院に駆けつけましたが、その時に思った

ことは家族の方が亡くなった後の事を殆んど知らな

いという事です。ロータリーの精神だと思いその後の

段取りを全てお手伝いさせて頂きました。家内が冠婚

葬祭の着付けをしている関係で葬儀会場の手続き等

はスムーズに行きました、お寺さんも曹洞宗との事で、

正岡さんにお聞きして市内にある曹洞宗のお寺さん

を教えて頂き御願いをして何とか段取りもとれ、責任

を果たすことが出来ました。私も 63 歳、これから身

体に気をつけて健康管理に十分配慮して人生を楽し

んで行きたいと考えています。 

 

 

■ 会員卓話           宮原 建樹君 

10 月 1 日より石油石炭税

が増税されます。1Ｌにつ

き 25 銭ですが平成 26 年

に、そして 28 年にと 3段

階で 76 銭の値上げになり

ます。25 銭値上げただけ

で 3ＳＳの 17 万円の出費になります。販売価格に転

嫁できませんのでなかなか大変です。それにしても石

油諸税総額で 5 兆 4000 億円にもなります、石油石炭

税、ガソリン税の上に消費税を上乗せする「タックス

オンタックス」には絶対反対です。皆さんも給油した

際にはこの、税の 2重払いをしております、皆で反対

しましょう。 

■ ショートスピーチ   宮崎中央ＲＣ                 

田島 直也君 

いきなりの指名で恐縮

しますが、病院の事につ

いて信頼のおける病院

は先生の優秀なところ

も大事ですがそれ以上

に設備の整った施設が

大事です。又、患者さんが退院するとき満足され

てもらうにはどうしたらいいかと常に努力するこ

とに努めていくよう職員には指導している。 

■ ショートスピーチ        荒武 義博君 

先ほど田邉委員長の方

からもお話がございま

したが佐土原ＲＣ佐土

原スポーツ少年団クリ

スマスバレーボール大

会に向けての動きを始

めております。昨年と

色々な変化があるようで、不明な事もありますので、

おって皆様にも報告させて頂きながら準備を進めて

参りたいと思いますのでよろしくお願い致します。 

■ 本日の例会風景 

 

 
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 

次週予告 

10月 10日 特別休会 


