
第 1259 回例会 平成 25 年 5 月 29(水) 

<本日の例会プログラム> 

1. 点      鐘     

2． ロータリーソング 

『奉仕の理想』 

3．会長の時間  

  入会式 「高山茂文様」              

4．幹事報告       5． 出席報告 

6．H・P～BOX披露     7．委員会報告 

８地区協議会参加者報告 

9．次週例会案内 

 ☆6 月 5 日（水） 

   6 月のセレモニー 

   クラブ協議会打ち合わせ 

＊米山奨学生 

     「楊 潔さん」挨拶 

 理事・役員会 

（ガバナーエレクト事務所への支援金支払い等） 

10．点鐘 

■第 1257回の会長の時間  平成 25 年 5月 22 日 

            ● 会長 村上 實君 

皆さんこんにちは本

日は第 1258回の例会

です。 

本日は山脇忍名誉会

員が来て下さいまし

た、後ほど 

ロータリーの職業奉

仕等についてお話をしていただきます、時間も十分

に取ってありますので宜しくお願い致します。昨日

夕方になりビールが飲みたくなりあるお店に行き

二次会に行こうとなり行ったお店が満席でして、暫

くして合流させていただいたのですが、JA の年金

友の会ゴルフコンペの打ち上げの皆さんでした、大

変な盛り上がりでして、何故かといいましたら「ホ

ールインワン」が出たとの事でした。宮本の横山酒

店の社長がハイビスカスで出されたという事でし

た。ここにもゴルフをする方もおられますし、実際

ホールインワンを出された方もいらっしゃいます

が私はまだ 1 度もありませんからやはりゴルフを

する人間としては 1 度はやってみたいですね！私

の親友が片手のシングルプレーヤーなのですが彼

でもホールインワンしていないのですから、わたし

もまだまだかなとは思っております。一昨年１人の

人が２ヶ月間に２回ホールインワンをして随分ご

馳走になったのですが、昨年年末に交通事故に遭わ

れて亡くなってしまわれず大変悲しく残念な事で

した。しかしゴルフできるという事は健康であると

いう事なので、ご高齢の方でもゴルフをされる方は

非常に元気で、若々しくご一緒すると学ぶ事も大い

にありますが、いつもその方達には「いつまでも健

康でいて下さい、そしてお金はバンバン使って下さ

い。」と申し上げております。そういう話の出来る

方たちはやはり非常にものの考え方なりいろんな

事が若く、前向きですね、そういう所も非常に勉強

になるので積極的に一緒にゴルフしたり酒を飲ん

だりさせて頂いております。 

そういう方々を見ながら人生を色んな形の生きて

いる姿を追って行けたらいいなと思っています。 

ただホールインワンは１度是非やってみたいと思

います。今日は内孫の満１才の誕生日ですのでまた

美味しいビールが飲めるなと楽しみにしています。 

■幹事報告        ●幹事 日高 邦孝 

例会変更届け～無し 

＊ 国際ロータリー日

本事務局移転の通知 

＊ ３クラブ会長・幹

事慰労会の案内 

＊ クラブ事業所計画

書ご提供の依頼 

＊ ９クラブゴルフ大会申し込み「宮崎 RC」より 

■出席報告   ●出席委員長   原田宗忠君 

会員数     23 名 

出席免除会員   2 名 

出席率   90・5％        

修正～率  89・6％ 

欠席届      4 名 正岡君・林厚君・林萬君 

梶田君 

■ ハッピーBOX 披露    ●長倉 祐一郎君 

＜ニコニコへ＞ 

● 吉田康一郎君～昨日オークションに出品した車

が希望以上に落札しましたので気持ちを表しま
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す。 

● 宮原建樹君～出席 100％記念いたしまして。 

● 原田宗忠君～100％出席の日、残念ながら本日

は 100％になりませんでしたが、ダブル林さん

のメーキャップを期待します。 

● 村上 實君～5 月 22 日は孫の葵昊（そら）萬才

の誕生日で元気に育ってくれています。今日お

祝いでうまいビールが飲めます。 

● 相川久仁子君～遅くなりましたが 4 月のお誕生

祝い有り難うございました。又 5 月 15 日母の 3

回目の手術が終わり（例会遅刻）毎月手術が続

き仕事と介護とエイサーの練習とでへとへとが

続いていますが 86 歳の母の長寿と最期の手術

となる事を祈りハッピーBOX へ☆会員増強頑

張りま～す！！昨日不注意から 100万盗難にあ

い立ち直れませ～ん、貧乏人がよけい貧乏人

に！！ 

＜財団へ＞ 

●岩切正司君～100％の出席で頑張ろう。 

＜米山へ＞ 

●荒武義博君～世界がよき方向に、全ての人々が幸

せになりますように！！ 

  

■委員会報告         ●吉田康一郎君 

中部分区 9 クラブゴルフ

大会を 6 月 29 日（土）に

昨年同様 UMK ゴルフク

ラブで行いますが幹事ク

ラブでもありますから多

くの参加をお願い致しま

す。詳細は皆様へ案内が届いていると思いますので

ご覧下さい。早速宮崎 RC より 8 名の申し込みが届

いております。 

■次年度方針  会長エレクト ●宮原 建樹君 

例会時の卓話～30 分時

間をとり職業に関しての

話をしていただきます。

今回米山奨学生受け入れ

クラブにもなっておりま

すから、先日オリエンテ

ーションで頂いたハンド

ブックが非常に良い内容で勉強になりますので皆

様にもお配りしようと思いますので次週コピーし

て持って参ります。この奨学生の方に充実した日日

を送って頂く為のサポートとしても力をいれたい

と思いますので皆様のご協力お願い致します。会員

増強に関しましては地区から純増 1 名できており

ますが我々のクラブは30周年には30名目標ですか

ら純増 2 名で報告しましたが目標はそれ以上に持

っていきたいと思います。 

3 クラブ合同例会の計画実施～各クラブの会長・幹

事の方々と話をしておりますので実行したいと思

います。2 ヶ月に 1 度会員宅で夜炉辺会合の実施を

太田会員の事務所裏で持ち込みでと考えておりま

す。委員会構成は 2～3 年持ち越しで目標を実行す

ると言うことで皆様からも了承頂いておりますの

でしっかりと目標達成していきたいと思います。 

CLP 導入は 2006～2007 年度佐藤会長の時からで

す次年度もしっかりと CLP 構成を生かして佐土原

RC らしく頑張って行きましょう。 

■ 卓話           ●山脇 忍名誉会 

｛ロータリアンの義務と特権｝ 

ロータリアンの義務

と特権について、義務

の方は分かるが特権

の方はよく分からな

いという人がしばし

ばみられます。義務の

方は、ロータリークラ

ブ定款第 13 条に示してあるので、殆んどの方は承

知していると思います。 

即ち会員は入会金と会費を支払うことによって綱

領の中に示されたロータリーの原則を受託し、本ク

ラブの定款・細則に従いその規定を遵守しこれに拘

束されることを受託するものとする。そして、これ

らの条件の下においてのみ会員は本クラブの特典

をうけることができる。いかなる会員も定款・細則

の印刷物を受けとらなかったことを理由として定

款・細則の遵守を逃れることはできないとあります。

ところで特権であるが先ず、第一にロータリークラ

ブに入会することによって、全世界 120 万人余の品

性高潔、事業上良い評判の親友を得ることである。

1度ロータリアンになれば地球上如何なる所に行っ

ても心からなる親交を受けることができる。自己の

属するクラブ内は勿論である。ロータリアンの交わ

りには間違いはない。邪悪の影も無く、利害にわず

らわされることも無い。第 2 にロータリアンである

がために得られる信用である。ロータリアンの間で

は勿論、一般世人ロータリアンであるというがため

に絶大な信頼を得ることが出来る。これが種々の形

の特権になって表れる。 

第 3 には、ロータリー活動を通して自らが社会に、

職業に、国際的に奉仕することができるという事で

ある。自ら独りの手では不可能なことも、ロータリ

ーなら出来ることがある。奉仕しなければならない

と考えれば義務になるが、奉仕ができると考えれば

特権である。尚、ガイ・ガンディガー著のロータリ

ー通解にはロータリーの特権として次のように記

載しています。 



１、是非とも持たねばならない知己が得られる。 

２、純粋で健全なよき親睦 

３、誠実で頼りとなる友人が得られること。 

４、他人の仕事、問題及び成功について、啓発をう

けること。 

５、効率の高い経営方法の教育が受けられること。 

６、自分の願望を同僚と社会一般とに対する奉仕

になるよう促進すること。 

７、知己を広め、自分と自分の企業に対する信頼の

念を起こさせる結果として得る企業上の利益。 

又この通解の中にロータリアンの義務として次の

ように述べています。 

１、例会出席 

２、遅滞なく会費を払うこと。 

３、求められた時自分の役割を果たすこと。 

４、狭量でなく、寛大な人間、エネルギーと行動力

のある人間。真の男、つまり、ロータリアンと

なること。 

又、「ロータリーの十徳」として、京都 RC の元会

長西村大治郎氏は次のように述べています。また、

これにつきましては、都城 RC の島津久厚パスとガ

バナーが佐土原ロータリークラブの認証伝達式

（1988年 6月 19日シーサイドホテルフェニックス）

での記念講演で同様の話をされ、私がその司会をし

ましたのでよく記憶しています。 

１、視野が広くなる。 

２、行儀が良くなる。 

３、人柄が謙虚になる。 

４、顔が綺麗になる。 

５、仕事が几帳面になる。 

６、社交的になる。 

７、話題が豊富になる。 

８、話術が上手になる。 

９、童心にかえる。 

１０、良い友達に恵まれる。 

  と言っています。 

それは要するに「良い人をつくる」ということでは

ないでしょうか。 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

次週予告 

６月 5 日  次年度計画 米山小学生挨拶 

６月 12 日 次年度計画 

６月 19 日 会長・幹事退任挨拶 クラブ協議会 

６月 26 日 年度末懇親会 

7 月 3 日  ガバナー公式訪問 

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 



 2013-2014 年度 

目     標 

○職業奉仕（会員事業活達化） 

○会員増強    年純増４％ 

○女性会員増強  年純増 40％ 

○ロータリーブランド認知 

ミッション・パッション・ビジョン 

 

いざ往かん 

市川 伊三夫 

            いざ往かん 往きてまだ見ぬ 山を見ん 

            この寂しさに 君は耐うるや 

                           (若山牧水) 

 私の 60 年をこえ、今尚つづく長いビジネスのキャリアー。この歌を寂しく口ずさみ乍ら夜遅く、家

路に急いだことが一体何回あったろう。これに失敗したらいさぎよく会社をやめようと思いつつ。 

 社会へ出て勤めている会社に大問題が起こる。自分の部署ではないからいいが、担当は大変だなと思

い同情する。しばらくすると上司に呼ばれ、“君がやってくれないか”とお鉢が廻ってくる。 

「冗談じゃない」峻拒するが、頼まれ、頼まれ、結局引き受けたことが我が人生数えきれないほどあっ

た。それは今も続いている。 

 “神はこの試練に耐えうる人にのみ、解決を委ねる”という聖人の言葉が、大好きになってしまった。 

ロータリーの前途は多難である。世界もそうだが、とりわけ日本はその活性化を達成するに多くの難題

を抱えている。誰かが直さねばならぬ。直す人にとっては、第一の敵は仲間・友・先輩・後輩になる。 

本人にとってはそれは寂しさの極限と言える。正に“この寂しさに君は耐うるや”だ。 

 でも私達は立ち上がらなければならない。誰に頼むのではなく、先ず第一に自分が立ち上がるべきで

ある。“独立自尊”とは正にこのことをいう。真に人の先頭に立とうと思ったら、自らが少数意見であ

ることを覚悟し、その為に起こるアンシャン・レジームの抵抗、いわれなき誹謗・皮肉に些かもたじろ

いではならない。しかしいつもの仲好しの抵抗・不満ほど寂しいものはない。 

 でも心配しない方が良い。改革が成功すればいつもの仲好しは知らぬ間に何食わぬ顔して君のそばに

戻ってくる。 

さあ、みなさん、いざ往かん！ 

1） 計画は極力数字化する。結果は３ヶ月毎にチェック。反省すべきことは早く直す。 

2） 「晦日に論語をよみ始める」この先人の教えを胸にきざみ、思い立ったらすぐ行動する。 

これが年をとっても若さを保つ秘訣。「そのうち」「来月になったら」「どっこいしょ」「誰かが言っ

ている」「みんな言っている」は封印 

3） 夢は大きく、しかも形にする。その形を毎日頭に浮かべる。そしてその達成を信じ、且祈る。 

 

 

おわり 

 


