
第 126２回例会 平成 25 年 6 月 1９(水) 

<本日の例会プログラム> 

1. 点      鐘     

2． ロータリーソング 

『それでこそロータリー』 

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 

9．次週例会案内 

 ☆6 月 26 日（水） 

年度末懇親会「会長・幹事退任挨拶」 

会場～ﾄﾑﾜﾄｿﾝ・ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ 

時間～19:00 開始 

10．点鐘 

■第 1261 回の会長の時間  平成 25 年 6 月 12 日 

             ● 会長 村上實君 

皆さんこんにちは、

本日は第 1261 回の

例会です。 

後三回ほどで終わ

ります。本日 9 クラ

ブの会長幹事新旧

交代の会がありま

すが 1 年前を思い出しますと緊張して参加しまし

た。この 1 年間会長をやらなければならないのかと、

少し重い気持ちで参加しましたが、この新旧交代の

会で他クラブの方々といきなり打ち解ける事が出

来、気持ちも落ち着きました。どのクラブも同じだ

な！という事も分かりました。次年度は「ガバナー

公式訪問」が第 1 回目の 7 月 3 日です。私の時には

2ヶ月ほど有余が有りましたので準備もそれだけ余

裕を持てました。しかし次年度はそうは行きません

ので、宮原会長エレクトを初め役員の方々には早く

から準備活動をして頂いております。報告書につき

ましては今年度に続き林厚雄会員にお願いをして

おりますが本日ガバナー事務所等に送付する 3 冊

が出来上がっております。本日は次週に向けてのリ

ハーサル的な協議会になっております。次週は高鍋

の尾崎ガバナー補佐を迎えてのクラブ協議会です。

次年度はこの中部分区から大迫ガバナーが出られ

ましたが我がクラブもいずれはその時が来ると思

いますのでシッカリと皆で協力して、大迫ガバナー

を支えていかなければいけないなと思います。次年

度の宮原会長には非常に慌しい交代となりますが、

2 週間後よりどうぞ宜しくお願いします。私は次年

度少しゆっくりさせていただきますが、会員として

しっかり協力して行きたいと思っています。 

■幹事報告        ●幹事 日高邦孝君 

＊29 日開催の「9 クラ

ブ懇親ゴルフ大会」の

参加報告状況をお知ら

せします。佐土原が 12

名、西都ＲＣが 4 名高

鍋ＲＣ4 名宮崎ＲＣ8

名中央ＲＣ1 名東ＲＣ

4 名南ＲＣ6 名北ＲＣさんは本日例会後に報告が来

るそうです。西ＲＣさんは０との事ですが、1 週間

前にクラブのコンペをＵＭＫで組んでいると言う

ことでだからとの事ですが今夜の会長幹事会で再

度聞いてみようと思っています。 

＊ 例会変更届け～延岡ＲＣ～6 月 19 日（水）創立

記念例会のため時間を 18:30～に変更します。 

＊ 米山記念奨学会 2012－2013 年度寄付実績締め

切り最終確認のお願い 

＊ クラブメールアドレス変更届け～日向・日向

東・日向中央より 

■出席報告   ●出席委員長   原田宗忠君 

会員数     24 名 

出席免除会員   2 名 

出席率   81.81％        

修正～率  90・4％ 

欠席届      4 名 荒武君・相川君・田邉君 

長倉君 

 

■ ハッピーBOX 披露 ♪    ●林 厚雄君 

         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 

 



＜ニコニコへ＞ 

●宮原建樹君～4 月 29 日の結婚記念日のお礼を多

分忘れていたと思います。ダブっていても何も言い

ません。 

●柳田光寛・由起子ご夫妻～お祝い有り難うござい

ます。22 年も経つと祝ってくれるのはﾛｰﾀﾘｰだけで

すね。 

●吉田康一郎君～お陰様で 64 才を迎えることが出

来ました。1 年 1 年が勝負ですね。 

●郡司武俊・小百合ご夫妻～今年は結婚記念日を 5

月だと思い込んでいた我が夫、28 年も連れ添うと

適当になってくるのですね。（笑） 

＜財団へ＞ 

● 岩切正司君～村上年度のみなさま、ご苦労様で

した。 

■ 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

の原稿未提出の方が後

5 名おられます今日は

名前を言います。今週末

までお待ちしますから

提出をお願いします。 

 

■ クラブ協議会 会長エレクト ●宮原健樹君 

ガバナー公式訪問の

中で「私と職業奉仕」

と言う内容で3名の方

に話をしていただき

ますが、先日蓮光寺さ

んで行われた寄席の

後何人かの会員さん

と食事をしましてそ

の時に梶田さんが自分に話をさせて欲しいと言わ

れまして、岩切会員と交代して頂きました。ですか

ら当日は梶田さん、荒武さん、相川さんの 3 名に話

をしていただくことになります。梶田さんが「どん

な事を話せばいいのかな？」と言われますので、今

日お配りしております「職業奉仕と私」という事か

らご自分の職業について話してもらえばいいと言

ったのですが私は常々思っております「職業奉仕」

は奉仕という言葉を使っていますが英語に訳せば

「サービス」ですから難しく考えなくていいのでは

と思います。常日頃お客様などにサービスをするこ

とで顧客も増え事業の拡大も出来、そして最後に納

税をする！これで良いではないかと 3 クラブ合同

研修会の時に私は高鍋の尾崎会員に言った覚えが

ございます。」しかしその尾崎会員が次年度のガバ

ナー補佐ですね。「中略」委員会の次年度目標につ

きましては、今年度達成できなかった項目に関して

重点的に活動するという事で良いかと思います、本

日は次週に向けてリハーサル的な時間にしており

ますので各委員長へﾊﾞﾄﾝﾀｯﾁしますのでお願いした

いと思います。 

        会員増強委員会●太田忍君 

宮原年度の会員増強

目標は純増 2 名です

がこれ以上を考えて

おります。特に女性会

員を増やしたいと考

えますのでみなさま

からの推薦を是非お

願い致します。次年度計画を提出していたのですが、

新たに次年度は「グループを組み、グループごとの

話し合い・活動も考えまして 5 名くらいで 1 グルー

プ作りその中で候補者を絞り折衝等行っていただ

こうかと思います。これは初の試みですが成果が期

待できるのではないかと考えます。先ずは未充填業

種をピックアップしこの中に知り合いがいないか

見直し作業も必要だと思います。真剣に取り組むこ

とで色々と見えて来ますので頑張りましょう。 

      クラブ広報委員会●藤堂孝一君 

広報委員会から先日の

サッカーの予選を一番

早く決めた日本のサポ

ーターの暴走を交通指

導した警視庁第九交通

機動隊のことが新聞マ

スコミで取り上げられ

たＤＪおまわりさんが所属している部署が広報委

員会という事でした。まさにＲＣの広報もそうであ

るように感じ、いかに一般の方々にロータリーの広

報を実践するかについて大いに参考になるような

気がしました。          

         ﾛｰﾀﾘｰ財団   ●郡司武俊君 

財団の方では変わっ

たところはありませ

ん、補助金事業につき

ましては今年度「宝塔

山への桜の木植栽」事

業で申請しようと考

えております。この補

助金というのはどのようにして下りてくるのかを

お話しますと、年次寄金・恒久寄金等で集めたお金

の 50％を 3 年後に地区に分担され申請のあったク

ラブに対して数々の審査の元に支給されるという

ことですがクラブの寄付金が少なければ申請も通

らないという事ですから引き続き財団への寄付は

お願いします。米山に関しては以前より疑問等があ

りまして話もして参りましたが全体的にその流れ

が起きてはいるようです。しかし問題提起をしっか

りとしていかなければいつまで経っても変わらず

昔の流れのまま続行されると思いますですから佐

土原としましては今後も財団への寄付に力を入れ

ていきたいと思います。 



         ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員会●林厚雄君 

米山奨学生の楊潔さ

んには可能な限り毎

月初めには参加して

頂くようにしており

ますが彼女を傷つけ

る事の無いように、

聡明な彼女ですから

色々な事を与えて頂くという気持ちで接して行け

たらと考えておりますので皆さんも積極的に接し

て下さい。 

後は特別前年度と変わりはありませんが大迫ガバ

ナーは職業奉仕に詳しく報告書の方にも５Ｐに渡

り掲載しております。大迫ガバナーからも沢山のこ

とを学びたいと思います。 

           情報委員●村岡博君 

今年度は欠席が多くてすみません、出席努力をした

いと思いますのでまたよろしくお願い致します。 

         国際奉仕委員●林萬松君 

職業奉仕＝サービス

という事を宮原会長

エレクトが言われま

したが非常に興味深

いなと思います。奉

仕と言いますと特別

何かをしなければな

らないと構えておりましたが･･現在サンホテルに 3

週間宿泊されているお客様がおられます。毎日ゴル

フをされ今もされていますが雨に日は練習されて

います。7～8 年前に福岡のお客様が紹介して下さ

ったのですが、皆から羨ましがられているお客様で

すがおご本人も非常に喜ばれておりして、宮崎に来

れば安心だという事で年間 100～150泊され私ども

は収益を頂き、お客様にも喜んでいただき、この様

なことも私共のサービスという事に感じ入ってい

ただいてのことですから私どもにとっては本当に

有り難い職業奉仕をさせていただいていると言う

ことになります。 

        会員選考委員●正岡文郁君 

「先生と言われる

ことの馬鹿でなし」

という言葉があり

ますが、皆様方もあ

まり先生、先生と言

わない方がよろし

いかと思います。私

の宗派の宗会議員

をしておりまして、来年の 8 月までは任期がござい

ますのでどうしても忙しくあちこち行かなくては

なりませんので例会のほうを欠席多く申し訳なく

思っています。3 日の公式訪問にも参加できず申し

訳ありません。佐土原ではロータリークラブがあま

り知られていませんね、高鍋は佐土原より人口は少

ないのですよ、しかし 50 名の会員がおられる、佐

土原ももっと自信をもって話をしていかれると良

いかと思います。ロータリークラブは凄いのですよ、

海外に出てもロータリーバッジを付けていると色

んな場面で大切にされますし、信用されます。皆さ

んは選ばれた方々ですから、又新入会員選考もその

ような視点で選んでいかなければならないと思い

ます。 

■ 9 クラブ会長・幹事会「新旧交代の会」報告 

 

 

6 月 12 日（水）18:30～21:00 

ＪＡＬｼﾃｨｰﾎﾃﾙ２Ｆにて開催 

（議題）決定事項～次期ガバナー補佐事務所への補

助金 

（案）各クラブ共￥20.000 

（決）会員 1 人 300 円×人数に決定 

 

          
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 26日 年度末懇親会 トムワトソンゴルフ 

7 月 3 日  ガバナー公式訪問 

7 月 10 日  


