
第 1248回例会 平成 25年２月 27(水) 

<今日のプログラム> 

1. 点      鐘     

2． ロータリーソング  

『我らの生業』                   

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. 委員会活動中間報告  

各委員長 

9．次週の例会案内  10．点鐘 

■第 1247回の会長の時間  平成 25年 2月 20日 

            ● 会長 村上 實君 

皆様こんにちは本

日は第 1247回の例

会です。 

今日はゲスト卓話

に宮崎中央食品協

会・綾分区会長丸毛

進氏に来ていただ

いておりますので

ご紹介いたします。先週土曜日に宮崎 RC の 60 周

年記念式典に参加させて頂きました、その報告を少

しさせていただきます。そのような会に参加させて

いただけたことに皆様に感謝申し上げます。 

規模も内容も素晴らしい式典でした。一番感動しま

したのは、60 周年の為に 1 年半前から委員会を立

ち上げ準備を始めていた事でした。会員 80 名が指

導を受け和太鼓の披露がありました、皆さん仕事の

ある中指導を受けての事でしたので、素晴らしく勇

壮なものでした。今回 60 周年の事業としては、社

会奉仕団体支援・週報のデジタルアーカイブ、3000

回の週報が全て見られると言うことです。後はロー

タリー財団へ 50万、米山へ 50万寄付という内容だ

そうです。それと記念誌の発刊と色んな事をされた

ようです。60周年のテーマが「1人ベスト」と掲げ

てこの日を迎えたそうです。料理の方にも非常に力

を入れておりまして 4 名の有名シェフを外部から

迎えての料理でした。テーブルクロスも全部小豆色

に変えたそうです。料理を引き立てる為に・・ 

これだけのシェフを呼んでいったいどれだけの経

費が掛かったのだろうと思いましたが、これは全て

宮観側が負担したそうです。スタッフのレベル向上

の為になるとの考えでそうなったそうです。戸敷市

長もお見えになられまして挨拶の中で「佐土原 RC

の名誉会員です。」という話をして下さり大変嬉し

い事でした。うちも来月 25 周年式典を行いますの

で色んな事を計画進めておりますが、決してまねを

する必要も無いし、出来るものでも無いし、背伸び

せずに私達らしい式典にすればいいと思います。 

久峰運動公園内食堂はもう 10 年程の営業になると

思うのですが身体障害者の方々の雇用先として優

れた活動を続けておられるのですよね、ですからク

ラブとしても表彰・支援を考えておりますのでまた

皆様と共に話し合いを持ちたいと考えております。 

■幹事報告      ● 幹事 日高 邦孝君 

例会変更届け～無 

＊ 世話クラブカ

ウンセラー依頼書

～米山記念奨学生

―国籍 中国 女

性 27歳 

宮崎大学在学 

医科看護学研究科 

医科学専攻 

2月 25日までにカウンセラーと奨学金受け入れ 

専用口座を地区ガバナー事務所へお知らせ下さい。 

※宮崎 RC60 周年記念式典の方に会長と共に参加

させていただきました。色々と刺激も頂きましたし

勉強にもなりました。また今後のクラブ運営に生か

していきたいと思います。 

■出席報告   ●出席委員長   原田宗忠君 

会員数 23 名（免

除会員 2名）出席数 

18名席率 90.4% 

メイク届 0 名岩切

君  修正出席率 

80.9％欠席届 3名   

（正岡君・相川君・

永野君） 
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■ ハッピーBOX披露●親睦委員会 長倉祐一郎君 

＜ニコニコへ＞ 

原田 宗忠君～出席

率 100％を達成しま

した。ありがとうござ

いました。これからも

頑張ります。 

＜財団へ＞ 

岩切 正司君～地区

リーダー研修会に参加してきま

した。 

■ 委員会報告       ●吉田 康一郎君 

会長・幹事から宮崎

RC60 周年式典参加

の報告がありました

が、立派な式典であ

ったことは間違いな

いと思います。佐土

原は 25 周年式典が

来月ですが当日は会員 23 名全員出席して頂きまし

て、OB 会員お客様を含めて 40 名にはしたいと思

っています。 

相川会員に趣味で習われている沖縄エイサーをお

願いしていたのですが、無理かも知れないとのこと

でしたので、長倉会員を中心に新会員さん達での出

し物をお願いしておるところであります。 

林会員がこの度移動のお祝いを込めてトムワトソ

ンゴルフコースでのプレイを計画しております。2

組の予定ですのでお申し出下さい。 

■ ゲスト卓話          ●丸毛 進氏 

 

ゲストの紹介をする中武会員   ゲスト写真 

皆様初めまして、こんにちは、今回福井さんとの御

縁でこの様な所でお話をさせて頂くことになりま

した。中武さんの方にも綾の私の店まで何度も足を

運んで頂きまして本当に感謝申し上げます。 

私は岐阜県の出身でありますが、妻の実家が宮崎と

言う縁でこちらに参りました。妻と初めて会ったの

は私がまだ 17 歳の時でしたがあった瞬間に「この

女性しか居ない！」と確信を持ちました、今から

41年前ですね。今考えると 17ですから随分ませて

いましたね、24歳まで仕事も転々としておりまし 

 

 

 

 

た。子供も 2人いました、その時に妻の実家のある

綾町に参りました。とにかく稼がなくてはいけない

と思い大型の免許を取り 10 年間大型トラックの運

転をしました。現在のラーメン店はそれ以後に開店

しました。今は味噌ラーメン専門店にしております。 

その頃から色んなご縁もあり何よりも自分が好き

なことですから木工を通しての色々な活動が始ま

り広がって行きました。皆さんのお手元にあります

屋台の写真ですがそれを作ったのをきっかけに色

んな所から声が掛かるようになり、シルバー人材セ

ンターの方でも作り方の講習会をさせて頂いたり

しております。今現在綾町内に 8台宮崎市内に 2台

私の作った屋台があります。屋台で町おこしを考え

まして店の前に屋台を置いて色々な事をすること

を考えております。綾商工会の方からもイベントに

出してくれと言われまして「綾の村人」というグル

ープを作りまして活動し色んなところに出してお

ります。やはり店先に屋台がありますと目にとまり

そこから町おこしにも繋がると言う様な事が始ま

っております。私の木工活動が少しでも綾の町おこ

しの役に立てるといいなと思い活動に励んでおり

ます。綾のいいところを上手く引き出しアピールし

ていけばもっともっと素晴らしい街になると思い

ます。綾ではもうじき雛山祭りも始まりますので皆

さんも是非綾にお越しくださると嬉しく思います。 

本業のラーメン店の話ですが、当初は食堂で色々な

メニューを出しておりましたが回りに色々なお店

が増えコンビにも出来てきたりして飲食業は止め

ようかなとも考えたこともあるのですが、色々な

方々のアドバイスもあり今の味噌ラーメン専門店

に辿り着きラーメン 1 本でやってきたからこそそ

の後の 16 年やってこられたかなと思います。うち

の坦々麺が色々な所に取り上げていただきテレビ

や雑誌でも紹介してもらいました。是非綾にお越し

の際にはお立ち寄りください。今日は本当に有難う

ございました。 

 

例会の様子    宮崎 RC60周年記念 

 

 

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 

3月 6日  フォーラム 識字率向上について 

3月 13日 ２５周年記念式典 

3月 20日 特別休会 春分の日 

3月 27日 会員卓話 

メモ---------------------------------------------------------- 


