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第 1241 回例会 平成 25 年 1 月 9 日(水)
<今日のプログラム>
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第 1240 回例会記録 平成 24 年 12 月 19 日（水）
■ 会長の時間
会長 村上 實君
皆さん今晩は、
本日第 1240 回今
年最後の例会です。
最後ですのでどう
いう話をしようか
と考えましたが、
ひとつ全員で話し
てもらおうかな、
と思います。今年 1 年良かった事・反省。報告など
何でもいいので全員で一言でも話をして最後の例
会を締めくくれたらと思います。私事で言えば、右
も左も分からないまま会長と言う大役をお引き受
けして、9 クラブの会長・幹事会に 4 回ほど出席し
ていますが我がクラブは非常に評判の良いクラブ
であると言うことを実感しております。しかしどの
クラブも会員増強を意識しているようです。各クラ
ブで取り組み方やルールが違うようですが、各クラ
ブのやり方で進めて行ければいいのかなと言うの
が私の考えです。来年 1 月には相川さんの入会が決
まっておりますので大変嬉しく思っています。
■ 幹事報告
副幹事 林 厚雄君
例会変更届け～無
＊ 西都ＲＣ／高
鍋ＲＣ～1 月の例
会案内
＊ ＩＭ案内～1 月
26 日日向ＲＣホス
ト
＊ ガバナー事務

所～年末年始休暇の案内
＊ 復興委員会支援の案内～仙台空港をバナーで
＊ 9 クラブ会長・幹事会～25 年 2 月 25 日（月）
＊ ガバナー選出・協力金の支払いその他
＊ 国際ロータリー会長～創立 25 周年のお祝い
＊ ロータリー世界フォーラムのご案内
■出席報告
原田 宗忠君
会員数 22 名（免
除 2 名）出席数 18
名 欠席届 4 名（正
岡君・日高君・大久
保君・梶田君）
出席率
88.1%
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＞
＊藤堂孝一君～今年
で結婚 33 年になり
ます。身体に注意し
て二人仲良く元気で
頑張ります。
＊林萬松君～51 歳
になりました。最近
血圧が高めで、この頃の話題と関心はそっち方面
が多くなってきました。意識しないけど自分が考
える以上に老化が進んでいるようですがこれか
ら元気なジイさんを目指します。
＊柳田光寛君～誕生祝ありがとうございました。52
歳世間では立派なオジサンですがロータリーで
はまだまだ若者？！
＊郡司小百合さん～ありがとうございます。いつも
は私の誕生日を忘れていた主人ですが、今年はカ
レンダーに記していた様です。小さな進歩です。
＊吉田康一郎君～月曜日の歯車会コンペで優勝さ
せて頂きました。商品に米 20k いただきました。
嬉しかったです。
＊吉田康一郎君～12 月のセレモニー家内の誕生日
で美味しいケーキを戴いて全部私が食べました
ので私がハッピーをします。ハハハ～！

＊村上實君～会長として半分終わりました。会員全
員に指導していただき感謝しています。後半年宜
しくお願いいたします。私も頑張ります。
＊長倉祐一郎君～娘が復学することになりました。
今年一年の一番嬉しい出来事でした。
＊林初子さん～12 月 25 日クリスマスの日が毎年の
誕生日です。毎年イブと一緒に済ませられるお祝
いそういいながら 50 数年？の同期がやって参り
ます。ありがとうございました。
＜財団へ＞
＊岩切正司君～今年も最後の例会になりました。来
年も頑張りましょう。
＊荒武義博君～今年最後のクラブ例会を迎えられ
て、来年も楽しい例会でありますように！
■委員会報告
中武 幹雄君
12 月 9 日都城メインホ
テルで行われました地
区委員会へ参加して参
りましたので報告いた
します。
皆さんへ資料をお配り
していますので詳しい
内容はそちらでご覧下さい。1 時から 4 時まで休憩
を挟んで 3 時間みっちり開催されました。
吉田 康一郎君
高鍋 RC 主催で歯車会
ゴルフコンペが開催さ
れ佐土原からも参加し
て参りました。優勝が
私、2 位が太田君同じ
く高鍋の武末君も 2 位
でした・・・
新年会には恒例のバザー品を 2～3 品の協力をお願
いします。中山氏の参加要請もしておりますので、
楽しみに迎えたいと思います。福井君からも皆様に
くれぐれも宜しくと言われていますので、報告して
おきます。
■3 分間スピーチ
岩切 正司君
前回の忘年会に劇団
とんぼ座の子役の男
の子や女の子を拝見
しまして、大変感動い
たしました。生きてい
く力・人間力を感じま
した。現代の小・中学
生にも是非あの様に「生きていく力」みたいなもの
を身につける教育が必要だな！と思いました。
郡司 武俊君
血圧の話ですが・・血圧が高くなる原因としまして
は塩分とストレスが主に占めると思いますが、私の
場合は主にストレスだと思います。2 年位前に図り
ましたところ非常に高かったのを機にジムに通い

始め 4 キロほど体重は落ちました。マラソン大会に
も色々参加挑戦もしています。

藤堂 孝一君
今日、遅れて来た理由をお話します。父親ですが、
58 歳の時に倒れてその後母親が介護していたので
すが、最近になり母が夜寝させて貰えないと泣き言
を言うようになり、暫くは私もあまり真剣に話を聞
いてあげてなかったのですが、私の妻の方に言う様
になり、このままでは母の方も倒れると思いまして、
ケアマネージャーさんに相談して、今日は施設に面
接に行って参りました。今度相川さんが入会される
ので相談してみようと思っています。
柳田 光寛君
先日息子が青島マラソン
大会に出場しました。が、
いつまで経っても帰って
こないので心配していま
したら途中棄権扱いとい
うことでした。先日休みに献血に行ってきました。
私は献血が趣味のように好きでして、先日はたまた
ま自分の誕生日でしたので、初めて家族以外の人に
お祝いを言ってもらった気がします。両親もまだ元
気に生活してくれておりますし、子供達も反抗期も
無くきておりますので、私としては大変楽な生き方
をしているなと感じているところではあります。
宮原 建樹君
先ほどから話が出ていま
す相川さんですが、来月
から入会して頂けるとい
う事でして大変嬉しいで
すね。私の机の上に会員
推薦書と言うのがありま
したので、おや？と思い
ましたが、これは相川さんのですね。素晴らしい方
をお迎えしますので又更にクラブの雰囲気も向上
すると思います。
吉田 康一郎君
藤堂君や柳田君の話を聞
いていますと少し羨まし
い気持ちになりました、
私は両親を比較的早くに
亡くしておりますので、
藤堂君の様に介護の大変さも味わってみたかった
なぁなんて思いますが、実際になると大変ですか

ね・・また皆さんの色々な話を聞き来年も色々と頑
張って行きたいと思います。
■例会の様子

クリスマスカップ杯

メダルをもらい感動する子供達

みんなで「手に手つないで」

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

次週予告
1 月 16 日 フォーラム 理解推進について
1 月 23 日 会員卓話 藤堂孝一・太田 忍
1 月 30 日 会員卓話 村岡 博・柳田光寛

