
第 1235回例会 平成 24年 11月 14日(水) 

<今日のプログラム> 

1. 点      鐘     

2． ロータリーソング    

『それでこそロータリー』                   

3． 会長の時間   4． 幹事報告 

5． 出席報告    6． ハッピーＢＯＸ披露  

7.  委員会報告   

8. 会員卓話「梶田 與之助君・荒武義博君」 

9．次週例会案内   10. 点鐘 

第 1234回例会記録 平成 24年 11月 7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 1,234 回の例

会です。本日はフォー

ラムで財団委員長の郡

司君に色々と詳しい話

をして頂こうと思って

おりますが、財団につ

いては私自身分からな

いこともありますので、

勉強しようと思います。私自身大変な野球好きであ

りますが、先週日本シリーズが終わりました。熱烈

な巨人ファンの私には大変嬉しい結果でしたが、長

嶋に始まり松井に終わるという程この 2 人の大フ

ァンです。長嶋・王～現在では松井・イチローと比

較され、どちらが好きか・・それぞれの性格で分か

れると思います。私は人を引き付ける力と魅力、人

間味溢れ、感情を表に出し、決めるとこでは決め

る！という長嶋が大好きです。長嶋が監督時代解任

された時には読売新聞を止めました、」それくらい

憤りを感じました、 

松井に関しては大リーグでの試合は仕事をサボっ

てでも必ず観る！今は全く観ない！という感じで

私の場合は極端ですかね！それくらい徹底して応

援します。先日ドラフトのドキュメンタリー番組を

観られましたか？私はあれを観て、西武ライオンズ

という球団をとても見直し好きになりました、2位

と 6 位に指名された選手を取り上げていましたが、

2人ともに色々な意味で決して恵まれた環境では無

く、苦労をして、家族や周りの人たちの大きな支え

があり、ドラフト指名を受けることが出来る位野球

に打ち込める環境の中にい続けられ、本人達もその

恩に報いようと努力をしているという内容でした。 

特に 6 位指名の選手のお母さんが出ていましたが

大変おおらかで、こんな母親だからこんな子供が育

ったのだろうと思いました。高校で野球をする際に

グローブを買いに母親と訪れましたが硬式のグロ

ーブは高価で 5万円ほどしたそうです、本人は要ら

ないと言ったそうですが、母親が買ってくれたそう

で、記者会見の席にそのグローブを持っていました。

素晴らしいな！と感動しました。この 2人の成長と

活躍はそのような環境にいる子供達にも希望と勇

気を大いに与えられる事なので、今後見守り応援し

たいと思います。北海道日本ハムファイターズの栗

山監督は大変フットワークが軽く選手が怪我など

をした時にも一番に駆けつけ状況把握しその後の

ケア状況まで気を配るということを聞きましたが

こういう監督は信頼も厚くチームもまとまるだろ

うと思います。自分も企業主としてそれくらい動き、

従業員の気持ちの分かるトップになりたいなと野

球を通しても思いました。 

■ 幹事報告       幹事 日高 邦孝君 

＊太田会長・吉田幹事

年度のガバナー補佐宮

崎ＲＣの長友孝充さん

のご子息が急逝された

との事で、クラブから

弔電を出させて頂きま

した。 

＊ 例会変更届け～無 

＊ なでしこ２７３０地区活動全体会議の案内・地

区大会当日ロビーでの募金活動の案内 

＊ 例会の都合で会員卓話が出来なかった方々には

今後例会の中で調整して行って頂きますのでそ

の方々はよろしくお願い致します。 

＊ 会員アクセスページのクラブ事務局登録の案内 

＊ クリスマスカップ杯打ち合わせを明日行います。 
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■ 出席報告          原田 宗忠君 

会員数 23名（免除 2名） 

 出席数 20名 

 欠席届 3 名（福井

君・永野君・大久保君） 

 出 席 率  95.6%    

修正出席率  86.3％ 

 

 

■ ハッピーＢＯＸ披露    長倉 祐一郎君 

＜ニコニコへ＞ 

● 正岡 文郁君～久し

ぶりに出席させていただ

きました、今後ともどう

ぞよろしく御願いします。

＜財団へ＞ 

● 岩切 正司君～会員

増強を頑張りましょう。         

■ ♪１１月のセレモニー♪ 

 

誕生月～梶田與之助君・中武幹雄君・原田宗忠君 

日高 邦孝君 

ご夫人～梶田規子さん 柳田由起子さん 

結婚記念月～山本兼裕君・荒武義博君・中武幹雄君    

♪おめでとうございます♪ 

■ 委員会報告   ●親睦委員会 吉田康一郎君 

年度末懇親会の件で

すが、サンホテル企画

「とんぼ座公演」に乗

っかり１２月１２日

（水）に予定しただど

うか？と思いますが

皆様いかがでしょう

か？「賛同の拍手」せ

っかくですから、家族参加にしたいとも思います。 

クリスマスカップ杯は１２月 9日（日）に決定して

おります。場所は広瀬小学校です。詳細がまとまり

ましたら皆様には文書にて案内致します。ロータリ

ーソングを全員で歌うという案も出しております

ので、ロータリーのパワーも伝わるのではないかと

思います。内容については予算もありますので、詰

めて行きたいと思います。参加協力をお願い致しま

す。10 日（土）の地区大会には日帰り参加という

ことで、林萬松君にレンタカー運転も頼んでおりま

す。 

佐土原役場支所に 8：30集合で御願いします。 

     ●会長エレクト 宮原建樹君 

公式訪問でのガバナーとの懇談の中でも言われた

のですが、委員会の継

続性ということで、次

年度も引き続き今年度

の委員会を移行したい

と思います。 

委員会の目標達成も 1

年ではなかなか難しく、

委員会での差も大きい

のが現状でもあります、2 年、3 年計画で活動をす

ることが目標達成の面でもいいと思います。皆様の

賛同をいただきたいと思っています。如何でしょう

か？！「賛同の拍手」 

■ フォーラムロータリー財団委員長 郡司武俊君 

来年度の奉仕プロジ

ェクトの内容をどの

ようにするかを皆さ

んと決めていきたい

と思います。来年の６

月までに決定しない

といけません、地区補

助金申請もするのか

しないのかハッキリ決めたいと思いますのでご意

見をお聞かせ下さい。今回は久峰運動公園にベンチ

の設置事業ですが、市長の方から感謝状を贈りたい

といわれておりますので、またこちらの段取りも御

願いします。前回は宝塔山公園に桜の木の植栽を行

いました。どんな内容でも申請が通るというわけで

は無いので、十分な検討も必要です。皆さんも色々

とご意見をお寄せください。 

地区補助金額もクラブからの寄付金に照らして決

まるので、こちらの方も皆様の協力を御願いします。

前年度からクラブのポイントを活用しての寄付も

出来ております。４万円程でポールハリス寄付も出

来ます、今年度は村上会長と日高幹事が既に行われ

ています。他の方もこの機会にされます事をお勧め

します。 

■ ２５周年について      吉田康一郎君 

先ず時期についてですが、年明けの行事の少ない 3

月頃は如何でしょうか？会場はここサンホテルフ

ェニックスさんに御願いしたいと考えています。 

今回の 25 周年は内輪を中心に、家族、ＯＢを招待

が望ましいとの意見をいただいております。いずれ

にしましても理事会で協議を重ねて参りたいと思

いますが他の皆様からのご意見もドシドシお寄せ

ください！ 

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 

１１月 21日 卓話 福井輝文・中武幹雄 


