
第 1266 回例会 平成 25 年 7 月 17 日(水) 

＜今日のプログラム＞ 

1.点      鐘  2.ロータリーソング                  

3.会長の時間     『それでこそロータリー』 

4.幹事報告      5.出席報告 

6．ハッピーＢＯＸ披露 

7．委員会報告 

8．クラブ協議会   

9．ＳＡＡより次週例会案内 

10．点鐘 

 「理事・役員会」 

第 1264 回例会記録 平成 25 年 7 月 3 日（水） 

■会長の時間       副会長 日高邦孝君 

皆様こんにちは、本

日は宮原会長が欠席

との事で代役として

「会長の時間」を務

めさせて頂きます。 

先週はみなさまのご

協力で「大迫ガバナ

ー公式訪問」無事に終えることが出来ました。有り

難う御座いました。当日の会場設営・懇談会室の準

備等細かな配慮をしていただいたスタッフの皆様、

林萬松会員、本当に有り難う御座いました。次の日

には宮原会長へお礼の電話が入り、大迫ガバナーも

大変喜ばれていたと言うことでした。懇談会の後、

大迫ガバナーから「なかなか魅力のある佐土原ロー

タリークラブですね。」という言葉も聞かれ嬉しく

思いました。夜は串八さんの方で打ち上げの会を行

いましたが、ここにも沢山の参加を有り難う御座い

ました。2 次会にはクロスさんとめぐみさんに分か

れて又大いに盛り上がりました。相川会員の素晴し

い美声も初めて聴かせていただきました。相川さん

はお水を飲んでいるのかな？と思いましたが・・焼

酎のロックでしたので、水割りを飲んでいた私は何

か負けたような気になり（笑）ロックに切り替えま

した。（笑） 

昨年より例会場をここサンホテルさんに移し、全て

の面でグレードアップが成され、誇れる例会場にな

り、私達会員が一番喜んでいるのですが、他クラブ

よりビジターの方々を始め、外部のお客様方も自信

を持ってお招き出来る様になり本当に良かったと

感謝しているのは私だけではないと思います。今年

度は全員で協力し会員増強を本格的に行い何とし

ても「27 名～30 名」に増員したいと思います。よ

り良いクラブ運営の為にはやはり資金運営の安定

が必要です。今日の様に欠席が 5～6 名出ても 24．

５名が常時参加している状態ですから活気も絶え

ることがありません。未充填の職業分類・全ての年

齢層、女性会員をターゲットにして皆で協力しなが

ら「30 名」を達成し、宮原会長年度を盛り上げて

参りましよう。宜しくお願い致します。                                                                   

■幹事報告         幹事  原田宗忠君 

米山記念奨学会～

2013 年度上期普通

寄付金のお願い 

＊ 米山奨学生世

話クラブ補助費送

金のご案内 

  年間 1 人あた

り 4 万円 

  （クラブ全体で奨学生を受け入れる為の費用） 

   ①奨学生の例会参加の為の費用 

   ②カウンセラーやクラブ会員との交流費用 

   ③奨学生が他クラブ例会出席の際の費用 

7 月 19 日（金）8･9 月分と共に送金 

＊2013 ライラのご案内～延岡中央ＲＣホスト 

 テーマ＝「家族愛」 

 日時 10 月 19 日～20 日 

 会場、宿泊 シティーホテル・ココレッタ２Ｆ 

＊月信 7 月号における誤値についてお詫び 

＊月信掲載、女性会員集合写真の依頼 

＊西都ＲＣ～7 月の例会案内②日会長運営方針発表 

 9 日クラブ協議会 16 日夜間例会 23 日→25 日へ

変更夜間例会 30 日友の寸話 会員卓話 

■出席報告            長倉祐一郎君 

会員数：24 名（免除 2 名） 出席数：18 名欠席：6 名 

メイク届け：0 名 正岡君・村岡君・宮原君 

林厚君・高山君・永野君 

修正～率：90.90％ 本日出席率：77.72％ 

         2013～2014        国際ロータリー第 2730地区 

          
          会 長：宮原建樹  副会長 ：日高邦孝    RI2730地区ガバナー 大迫三郎 
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みんなに豊かな人生を 

 



☆本日のﾋﾞｼﾞﾀｰ紹介 

          （宮崎ＲＣ）関谷隆次郎さん 

＜ｼｮｰﾄｽﾋﾟｰﾁ＞ 

私はメイクをあまりす

る方では無いのですが、

佐土原クラブにはかな

りさせて頂いておりま

す。私は今年度クラブ

の方では、新世代の委員長をしております。昨年から

地区で「災害支援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」と言う活動をしておりま

すが、福島の方で避難生活をしている小学生、4～6

年生が村を離れてばらばらに生活しているのですが

この子供たちを昨年は鹿児島で 30 数名招待し、遊ん

で帰ってもらいました。これは継続事業としておりま

すので、今年は日向の方で予定しております。宮崎が

ホストクラブになっていますから私も頑張って活動

して参ります。 

■ハッピーＢＯＸ披露♪      長倉祐一郎君 

＜財団へ＞ 

◎ 岩切正司君～暑い

日が続きますので体に

気をつけましょう。 

♪7 月のセレモニー♪ 

 

☆7 月誕生月～中武ちづ子さん 

       林 美和さん 

       村上 芳枝さん 

☆7 月結婚記念月～林 厚雄・初子さんご夫妻 

         林 萬松・美和さんご夫妻 

    ♪皆さまおめでとうございます♪ 

 
■委員会報告      会計  ◎ 竹下 隆君 

9 日（火）に地区資金

と し て 24 名 分 の

￥344.400 を、ＲＩへ

の人頭分担金等として

￥66.825 を送金いた

しました事をご報告い

たします。 

入会から 3 ヶ月が経ちました。ここ佐土原ＲＣは以前

居ましたクラブからしますと例会場にしましても、そ

の他の面にしましてもきちんとされている印象です。 

気さくな方たちが多くいらっしゃる事は共通点とし

て大変嬉しく思っております。会計としましては、又

今後理事会の方で幾つかの提案をさせて頂く予定で

おりますから、又ご報告させていただきます。 

■3 分間スピーチ       

            ◎藤堂孝一君 

先日高鍋ＲＣに在籍

しておられ、茂名産も

よくご存知の田中氏

にお会いしまして、

色々な話をさせて頂

きました。田中氏はロ

ータリー暦も 29 年、

ロータリーにも大変精通されていた方であり、人柄も

素晴しい方であります。 

              ◎田邉揮一朗君 

私のお仕事は葬儀屋

をさせて頂いていま

すけれども今日は別

のお仕事の話をさせ

ていただきます。佐土

原のタイヨーの近く

で建材店をさせてい

ただいております。父が建築関係の仕事をさせていた

だいておりまして、今家を建てさせて頂いております。

今、建築の現場で左官業の部分が年々減ってきている

事実が御座います。お風呂も今はユニットバスになっ

ていますね、私はこの左官職人さんの仕事を是非残し

て行きたいな！と思っております。みなさまの周りで

も何か壁を塗るとか、色々と」御座いましたらご一報

いただけましたら私どものところの左官職人さんの

仕事も増えていいかなと思っております。 

 

 

 

 

 

 

 

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 


