
第 1261 回例会 平成 25 年 6 月 12(水) 

<本日の例会プログラム> 

1. 点      鐘     

2． ロータリーソング 

『手に手つないで』 

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クラブ協議会に向けて 

9．次週例会案内 

 ☆6 月 1９日（水） 

公式訪問前クラブ協議会 

「尾崎ガバナー補佐参加」 

10．点鐘 

■第 1260 回の会長の時間  平成 25 年 6 月 5 日 

             ● 会長 村上實君 

皆さんこんにちは、

本日は第 1260 回の

例会です。 

先ず最初に本日の

ビジターを紹介い

たします。高鍋ＲＣ

の木村貞夫さんで

す。それから米山奨

学生の楊潔さんです。我々も後残り 4 回となりまし

たが 9 クラブのゴルフ懇親会が 29 日・3 クラブの

会長・幹事慰労会とこれまでは何とか頑張って会長

として務めたいと思います。ゴルフ懇親会につきま

しては第１回目の前回に次回は佐土原が幹事クラ

ブを引き受けると約束しましたので、日高幹事・吉

田親睦委員長とが打ち合わせをしながら準備を進

めて下さっておりますが、参加者も 12 名と多分 1

番多い参加人数ではないかと思いますので大変嬉

しく思います。各クラブ 8 名はお願いしているので

すが今回は各クラブが精鋭を連れて来られるとの

事で非常に楽しみにしております。最近改めて、私

も会長職をよく務めて来られたものだなぁと思っ

ているのですが、やはり佐土原クラブは大変人思い

の方々が多くあらゆるところで助けて貰ったなと

感じます。会長としても勉強はなかなか出来なかっ

たのですがただ、色々な方にお会いし交流を持つ機

会が持てたことは、会長を引き受けて良かったと本

当に思います。30 周年までの会長は既に決まって

おりますがその後も是非率先して会長を引き受け

ていただき、交流の場を更に広げ見聞を深めて頂き

たいと思います。私も次年度はロータリーの勉強を

して何年か後には真のロータリアンになりたいと

思います。私の会社のも中国の方が数名いたのです

が 

日本語を話すことは余り出来ていませんでした。先

ほど楊さんとお会いしてお話させて頂きましたが、

日本語をとても綺麗に上手に話されるので驚きま

した。さすがだなと改めて感心しました。楊さん 1

年間会員の全員との交流も深め有意義にお過ごし

ください。 

■米山奨学生 楊潔さんの挨拶 

 

みなさんこんにちは、私は現在宮崎大学医学部研究

科で学んでおります。今は人間の染色体を研究して 

副作用の少ない抗がん剤の開発を目指しています。 

2005 年に日本に来ました。その後東京の日本語学

校に入学し日本語を学びました。その時に日本は魅

力的な国だと感じました。又医療的にもかなり力の

付いている国だと解りました。その後医学部に進学

してガンをメインにした研究を始めました。修士課

程を終了後研究職で国際的な研究活動を出来るこ

とを目指しています。日本に来て 6 年間で感じるこ

とはやはり日本人は優しいという事です。この事は

私に大きな影響を与えてくれました。日本と中国の 

戦争の歴史に対し相互理解を深め日本と中国の平

和と友好の為に力を発揮して参ります。今後は佐土

原ＲＣの皆様よりご指導を承りたいと存じます。 
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本日は誠にありがとうございました。 

■幹事報告        ●幹事 日高邦孝君 

例会変更届け～無 

＊ 有機農業先進

国ドイツ派遣チー

ム（ＶＴＴ） 

メンバー募集の案

内・チラシ・ポス

ター・案内文書送

付 

＊ 未来の夢計画 2013－2014 年度 財務管理規定 

クラブへ備品として管理の依頼 

＊ ポリオプラスへの寄付のお願い文書 

＊ 例会終了後に理事・役員会を行いますので参加

をお願い致します。 

■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・9％        

修正～率  90・4％ 

欠席届      3 名 梶田君・郡司君・高山君 

■ ハッピーBOX 披露     ●長倉祐一郎君 

＜米山へ＞ 

●荒武義博君～楊潔さんをお迎えして、少しですが

気持ちです。 

＜財団へ＞ 

● 岩切正司君～ヨウ・ケツさんをお迎えして。 

■ 6 月のセレモニー 

 
6 月誕生月～吉田康一郎君 

      田邉明美夫人 

6 月記念月～郡司武俊・小百合ご夫妻 

      荒武義博･由美ご夫妻 

      柳田光寛・由起子ご夫妻 

♪皆様おめでとうございます♪ 

■ ﾎﾟｰﾙ･ﾊﾘｽ･ﾌｪﾛｰピンの贈呈 

＜7 度目の認定ピン

授与＞ 正岡 文郁

君 

♪おめでとう御座い

ます♪ 

 

 

■ 委員会報告 

● クラブ広報委員長 藤堂孝一君 

創立 25 周年を記念しての冊子製作を進めておりま

す。原稿の未提出の 9 名の方々今週中の提出をお願

い致します。 

■ 地区協議会参加者報告    会員増強部門 

●太田忍君 

次年度の地区の会員

増強目標につきまし

ては年純増が４％で

す。と言うことは我が

クラブで考えますと、

女性会員を含めまし

て 2 名の純増を考え

ております。地区協議

会の中で非常に感動した内容を報告致します。大迫

ガバナーのお話の中で鹿屋の知覧基地博物館の特

攻隊員の最後に残した母親宛の手紙を読みたいと

思います。「内容省略」（涙）（涙） 

手紙を読み上げた後に大迫ガバナーが話された、職

業奉仕の実践に対しての想い、志をお話になられ私

自身も大変感銘を受けまして、改めて自分の仕事を

通してもっと出来ることがあると思いましたので

又今後更に会員増強を通しても頑張りたいと思い

ますので皆様宜しくお願い致します。 

       クラブ広報部門●藤堂孝一君  

協議会報告につきましては皆様が話されたとおり

なのですが、先ほど荒武さんが言われました、佐土

原ＲＣのホームページにつきましてはかなり内容

も更新スピードもかなり良い状態を保っていると

思います。週報に関しては、毎週例会前の月曜日に

は直前週報をアップ出来ております。2730 地区内

でもトップだと思います。ＨＰの内容充実について

は次年度も更に委員の方々と協力してグレードア

ップを図りたいと思いますのでまた皆様の協力も

お願い致します。 

          地区クラブ管理部門長 

               ●岩切 正司君 

地区協議会には地区の

クラブ管理部門長とし

て参加させていただき

ましたが、今日はＳＡ

Ａとして少し意見を述

べさせて頂こうかと思



います。例会場をここサンホテルに移しましてから、

グレードアップはかなり成されていると思います

が、テーブル配置等も含め色々と改善出来る事があ

るなと感じておりますのでＳＡＡとして次年度は

工夫して参りたいと思います。ＶＴＴに付きまして

は皆さんにはまだ馴染みが浅いと思いますが今後

興味を持ち協力頂きたいと思います。話は反れまし

たが、この 1 時間の例会をレベルアップと出席率の

向上、「ロータリーはあくまでも人間磨きの場であ

る！」ここを重点に今後もＳＡＡとしてもやって行

きたいと思います。 

■ ｼｮｰﾄスピーチ         荒武 義博君 

来週 12 日～14 日は

息子の行事にて神奈

川の方に参りますの

で例会を休まなけれ

ばならないのですが

何処かのクラブでメ

イクは出来ないもの

かと検索しましたら

「横浜戸塚ＲＣ」というクラブの例会にメイク可能

という事が分かりましたので早速事務局へ連絡を

入れました。息子も連れて参加して参りますのでま

た報告もさせていただきますね！ 

お手元に電化フェアパンフレットを配らせて頂き

ました。ご来場頂くだけで私の店の評価につながり

ますので皆様お忙しいとは存じますが是非お時間

をつくり足をお運び下さい。 

 本日のﾋﾞｼﾞﾀｰ高鍋ＲＣ ●木村 貞夫君 

どう言う訳かいつも

話をすることになり

ますが、 

やはり役を引き受け

ますと間違いなく勉

強は出来ますので是

非ﾛｰﾀﾘｰの「yes」の

精神でお引き受け下さい。身の丈にあった奉仕活

動・クラブ活動をモットーに日頃活動をしておりま

す。職業奉仕の一環としまして地域の小学校・中学

校に出向きまして「チキン南蛮作り講座」をやり校

長先生含め皆でテーブルを囲んで色んな話をして

おります。これも私の身の丈に合った活動だと思っ

ています。高鍋ＲＣは創立 40 周年に向けて会員数

55 名を目標に掲げておりますから頑張って参りま

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 

次 週 予 告 

６月 19 日  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 


