
第 1254 回例会 平成 25 年 4 月 17(水) 

<本日の例会プログラム> 

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．H・P～BOX披露 

7．委員会報告     ８ 各委員会中間報告 

9．次週例会案内 

  ☆４/24（水）早朝例会 

   久峰運動公園 ベンチ贈呈付近の清掃 

   7：30～8：30 

10．点鐘 

■第 1253 回の会長の時間  平成 25 年 4 月 10 日 

           ● 会長 村上 實君 

皆様こんにちは、本日

は第1253回の例会で

す。 

先週はここサンホテ

ルさんにて「観桜会」

を行いましたが、設営

として生の桜を心遣

い頂き、また料理の方

も大変満足させて頂きました、改めてお礼申し上げ

ます。 

今月は「雑誌月間」ですね、毎月の月間テーマにつ

きましては私なりに勉強しておりますが、広報委員

会の方にお渡ししたいと思いますので本日は、米山

奨学生スポンサークラブ・及びカウンセラー選出に

ついて話したいと思います。時間がありましたら

「あじさい賞」候補団体に付きましても触れたいと

思います。今回の奨学生が中国の学生である事もあ

りクラブとしての受け入れ賛成も難航しておりま

すので、先日池田ガバナー補佐と現在カウンセラー

を引き受けておられる宮崎中央クラブの黒木会員

にもお話を聞いて参りました。いくつか挙がってい

た問題点は解消されましたので、カウンセラーは私

が引き受けさせて頂くことにしようと思いますの

でまた皆様のご協力とご理解をお願い致します。 

具体的には＊月に 1 度例会に招きその場で奨学金

を手渡して差し上げる。＊懇親会等に時々招いて会

員との交流の場を設ける。＊卓話の時間を提供して

差し上げる。この 3 点を実行していくことが大切と

言うことですから、クラブとしてもカウンセラーの

私としても十分対応出来ると思いました。日本と中

国の良い架け橋となる人材となって頂けるお手伝

いが出来ると考えれば今回は素晴らしい機会では

ないかと考えております。 

紫陽花賞の候補についてですが・・宮崎中央クラブ

の押川会員さんの親戚の方が佐土原在住で当初は

中央クラブの方で候補に上げてもらう運びだった

ようですが、佐土原 RC の方で検討してもらう方が

いいのではないか？！となり今回資料等を預かっ

ておりますので紹介します。24 年度の主な活動報

告～①広報音訳テープの音声吹き込み・郵送 17 戸 

「みやざき社教だより」「佐土原地域自治会さどわ

ら便り」②社会福祉協議会行事参加協力○福祉まつ

り○福祉バザー○デイケア施設訪問等③対面朗読 

これらを踏まえて理事会にて検討に入ります。 

■幹事報告       ●副幹事 林 厚雄君 

例会変更届け～無 

＊ 訃報のお知ら

せ＾長峯パストガ

バナーお母様 

4 月 7 日逝

去との事 

＊ 西都 RC 会員

奥口佐喜人さん逝

去の知らせにて 

クラブより弔電を出しました事を報告します。 

＊会長エレクトへ原稿提出の案内「ガバナー月信掲

載」＊会長へ原稿提出の案内「ガバナー月信掲載」 

＊2013 年地区協議会の案内～日時 H25 年 5 月 26

日（日）登録 8：30～開会 9：20～閉会 15：30 

 登録料 1 人￥9.000×登録人数 

 締め切り 4 月 26 日（金）必着 

■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 16 名    出席率 76.1% 

メイク届０名    修正出席率 80.9％ 

         2012～2013        国際ロータリー第 2730地区 

          
          会 長：村上 實  副会長 ：宮原建樹    RI2730地区ガバナー 山下浩三 

          幹 事：日高邦孝  会 計 ：山本兼裕    中部分区ガバナー補佐 池田豊繁 

          事務局：吉野由里子 会報委員：藤堂孝一   RI会長テーマ  奉仕を通じて平和を 

          例 会 場：サンホテルフェニックス     2730 地区テーマ  夢・誇り・挑戦 

          例会場住所：宮崎市大字塩路浜山 3083番地   すばらしいロータリーへの再生 

          例会場 TEL :0985-21-1313・FAX 0985-21-1347 

          事務局住所：宮崎市佐土原町下田島 11703-18 TEL0985-62-7833 FAX0985-62-7877    

RI テーマ 

奉仕を通じて平和を 

 



欠 席 届  6 名  

（村岡君・日高君・

吉田君・中武君・梶

田君・大久保君・永

野君） 

 

 

 

■ ハッピーBOX 披露     長倉 祐一郎君 

次週掲載致します。 

■ ♪4 月のセレモニー♪ 

 

  集合写真     

4 月誕生月 

＊ 村上 實君（4 月

10 日生） 

＊ 郡司 武俊君（4

月３日生） 

＊ 相川 久仁子君

（4 月３日生） 

結婚記念月 

＊ 吉田康一郎君＊長倉祐一郎君＊宮原建樹君 

■ 新任の挨拶 

宮崎太陽銀行佐土原

支店長として 

 山本兼裕君の後任

として着任の 

 

竹下 隆 新会員 

 

 

■ 委員会報告  会長エレクト  宮原 建樹君 

次年度の地区協議会の案内が届いております。 

幹事報告でも案内していただきましたが、5 月の 26

日日曜日です。委員会構成のほうは引き続きという

承諾を貰っておりますが、私と原田会員が抜けます

私の後任には梶田会員に了解戴いております。あと

出席にどなたかお願いします。入会 1 年未満の会員

さんの参加も勧められておりますから「女性会員活

性化委員会」の方で相川会員に参加頂くと良いかと

思います。 

１．日   時  平成25年5月26日（日） 

登録   8：30 より 開会   9：20  閉会      15：30  

２．場   所 宮崎市 シーガイアコンベンションセンター 

３．ホストクラブ   宮崎南ロータリークラブ 

４．登録料 9,000 円 ×登録人数５．振込先 宮崎銀行 大淀支店  

普通 99740 名義 国際ロータリー第 2730地区  ガバナーエレク

ト事務所  地区協議会 ガバナーエレクト 大迫三郎 

６．登録及び振込締め切り  平成25年4月26日（金）（必着のこと） 

連絡先  宮崎南ロータリークラブ 

ＴＥＬ ０９８５－６１－７７２８ ＦＡＸ ０９８５－６１－７７３５ 

※ 入会１年未満の新会員の方も、是非ご出席下さい

ますようお誘い下さい。 

※ 今回は、例年のような分科会は行わず、全体会

議・全委員会合同会議を主体にします。 

※ 参加申込書が足りないときは、追加記入して下さ

い。※ パストガバナー、次期ガバナー補佐、次期部

門長・委員長・委員、地区関係者の方々には、別途ご

案内申し上げます。 

3 分間 SP              太田忍君 

皆さんこんにちは、

先週の観桜会には欠

席しまして申し訳ご

ざいませんでした。

どうしても外せない

会合がございまし

て・・・仕事の方も

色々と動きがありますが、まだまだこれから良くな

る事を信じて頑張っております。 

 柳田光寛君                

皆さんこんにちは、

近況としましては、

身体の方に色々と起

こりまして、持病の

関係にて通院等で慌

しく過ぎております。

皆さんも身体の方もどうぞ気をつけてお過ごしく

ださい。 

  荒武義博君 

前々から山脇忍名誉

会員のお宅に伺おう

と思っていましたが

なかなか実行できず

におりましたが先日

訪問して参りました。

大変良いお話をお聞かせいただいた上に仕事の方

も色々と頂きまして、大変感謝しております。 

 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 


