
第 1249 回例会 平成 25 年 3 月 6(水) 

<今日のプログラム> 

1. 点      鐘     

2． ロータリーソング  

  国歌斉唱 

『奉仕の理想』                   

3． 会長の時間   4． 幹事報告 

5． 出席報告    6． ハッピーＢＯＸ披露  

7．3 月のセレモニー 8.  委員会報告   

9. 「識字率向上月間」について 

10．次週の例会案内 11．点鐘 

12．理事・役員会 

■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 1248回の例

会です。 

今週の月曜日、会

長・幹事会が行われ

ましたのでその報

告を致します。ガバ

ナー協賛金の件で

活発な意見交換が行われました。クラブでの受け取

り方が違うようです。あるクラブは強制では無いと

の解釈だそうです。実際うちと西都・高鍋はまだ振

り込んでおりませんが全体に合わせなければとい

う話で我がクラブは決めておりますよね、 

様々な意見・考えのクラブがありまして、募るから 

には終始決算の報告を正確に公表し残金は各クラ

ブへきちんと返還するべきだと言う意見も多く出

ました。実際そこいらがあやふやで多額の不明金を

出している年度もあるとの事、逆にきちんと出して、

残金はきちんと各クラブへ返還した年度もあると

かで統一されていないのが現状のようで、今回もこ

の様な意見が多いのだとおもいます。ガバナー補佐

への支援金もその中から出せないのか？！という

意見も多いようです。実際補佐を受けた方々の実質

的な負担の大きいものだということです。これらも

含めてクラブへ持ち帰り検討して下さいという事

になりました。皆出さないという訳ではなく終始決

算報告を望むということでした。我がクラブも順番

から行きますと 4年後には再度ガバナー補佐を輩出

しなければなりませんので真剣に考えるべき案件

だと思います。今年の公式訪問が 7 月 4 日というこ

とでも新会長就任初日にあたるということで順位

等早めに進める必要がありますからご協力をお願

い致します。佐土原は会長ノミニーが未定でありま

すから今週中に場を設けて決めたいと思います。北

クラブから夜間例会を行いたいと申し出が有りま

すことをお伝え致します。 

荒武会員よりいいネタを提供して頂きま

したので披露します。 

（サラリーマン川柳・2013 年度候補作品） 

＊ 営業に 連れて行きたい 嫁の口 

＊ いい夫婦 今じゃどうでも いい夫婦 

＊ 何かをね 忘れた事は覚えてる 

＊ 宅配便 箱はメロンで 中は芋 

＊ 部下にオイ 孫にホイホイ 妻にハイ 

＊ 人生に カーナビあれば 楽なのに 

＊ 読みきれぬ 妻の心と 円と株 

＊ すぐキレる 妻よ見習え LED 

＊ 電話口 「何様ですか？」と聞く新人 

＊ 「俺も行く」行ったら止めた 妻の旅 

＊ 妻と子に 話しかけたが 独り言 

＊ 光もの 妻はダイヤで オレさんま 

＊ 会社より 家でされたい 肩たたき 

＊ 飲み仲間 ハローワークで打ち合わせ 

＊ 入れ歯取れきゃりーぱみゅぱみゅ言え

た祖父  

＊ ノーベル賞 家に無いのは 平和賞 

＊ 子の次と思っていたのに 犬の次 

＊ 我が女房 タッチすれども 作動せず 

＊ 同窓会 顔より先に 頭見る 

＊ 窓口で 年も聞かれず 割り引かれ 

■幹事報告    ● 幹事 日高 邦孝君 

＊ 例会変更届け～無し 

＊ 2013 年国際ロータリー年次大会（リスボン）参

加旅行募集案内のご案内 

＊ 日本事務局より～3 月 R レート＝92 円 

＊ 西都 RC・高鍋 RC～3 月の例会案内 
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＊ 例会場・事務局あて先名称の変更～鹿児島北

RC～会場―レンブラントホテル鹿児島 

◎宮崎北RCより合

同夜間例会の提案

が来ておりますが

皆様のご意見も聞

いて決めたいと思

います。 

◎9クラブ合同ゴル

フコンペ開催要望

も出ておりますから 5 月くらいに林君のトムワト

ソンでの開催を計画したいと思います。 

■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    

出席率 85.7% 

メ イ ク 届 ０ 名    

修正出席率 80.9％ 

欠 席 届  4 名  

（正岡君・相川君・林君・永野君） 

■ ハッピーBOX 披露● 親睦委員会長倉祐一郎君 

＜財団へ＞ 

岩切 正司君～25

周年が盛大に出来

ますように。 

 

 

 

 

 

■ 委員会報告         ●岩切正司君 

先日次年度の地区

リーダーセミナー

に参加して参りま

した、このネクタイ

と・バッジは時期大

迫ガバナーから贈

られました、ここで

提案なのですが、村

上年度はこのネクタイが贈られなかったのです、今

度の 25 周年には是非村上会長にネクタイを贈って

差し上げて下さい、皆さん如何でしょうか？！ 

（賛同の拍手） 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ●藤堂孝一君 

「ロータリーの友」

誌を毎月 6 冊ほど余

りますのでこれを山

脇 OB の病院等に毎

月置かせて頂くよう

に中武会員と打ち合

わせしております。 

ロータリーの友への記事の寄稿と言うことで前回

クリスマスカップ杯の写真を荒武さんが撮影して

下さりその中から 3 枚ほど投稿しましたがあちら

が勘違いを致しまして、フォトコンテストに出した

との事でした。もし採用になりましたら今年度中に

は発表があると思いますので皆様楽しみにしてい

て下さい！それから、25 周年の記録冊子ですが太

田会長年度から始まりますが各年度の内容を確認

お願いします。私の小学 3 年生の甥が全国学力テス

トで算数が素晴らしい成績だったと言うことで先

生方からお褒めの言葉を沢山戴いたとの報告があ

りました。遊びの中でも「太鼓の名人」などをさせ

ると凄い集中力ですごい数字をたたき出すそうで

す。何故この様な話をしたかと申しますと、田邉会

員が素晴らしく成績優秀だったという話を先日あ

る方からお聞きしましたので、絡めてお話しました。

ハッピーは来週致します。 

            

●吉田康一郎君 

25 周年の打ち合

わせも着々と進ん

でおりますが 

式典の内容と致し

まして、参加くだ

さる OB の中から

山脇 忍氏に 25 周年を振り返ってと言う内容のス

ピーチをお願いしております。後チャーターメンバ

ーで現会員の岩切君・郡司君のお二人にも同じ内容

のスピーチをお願いします。他参加の OB の方々に

挨拶をいただければ 1 時間半という時間はあっと

いう間に超過するのでないかと思います。 

■3 分間スピーチ                    

●太田 忍君 

皆様にいい情報を

お伝えします。以前

新入会員候補とし

てお話しておりま

したパソコン関係

の方が、先日会食の

機会に入会への意向をほぼ固められました。25 周

年には入会式が出来ますように進めてまいります

のでご協力をお願い致します。 

 

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 

次回予定 

3 月 13 日 ２５周年記念例会 懇親会 


