
第 1269 回例会 平成 25 年 8 月 7 日(水) 

＜今日のプログラム＞ 

1.点      鐘   

2.ロータリーソング  

 「国歌斉唱」 「奉仕の理想」 

3.会長の時間  

 ＊米山奨学生楊潔さんへ 8 月分奨学金＊   

4.幹事報告 5.出席報告 6 ハッピーＢＯＸ披露 

7．8 月のセレモニー 

8．＊入会式＊「川畑恵理子様」 

9．委員会報告  

9．ﾌｫｰﾗﾑ「会員増強月間を踏まえて」 

 「全会員での意見交換」 

10．点鐘 

 理事･役員会 

第 1268 回例会記録 平成 25 年 7 月 31 日（水） 

■会長の時間        会長 宮原建樹君 

皆様こんにちは、

先日の日曜日は

夏祭り懇親会へ

の多数のご参加

有り難う御座いま

した。米山奨学生

の楊潔さんとお二

方をお招きしました。米山奨学補助金の一部を使いま

した。こちらも含めて当日の会計報告が届いておりま

す「省略」次の日には楊さんからお礼のメールが届き

ましたが大変楽しかったですと、何度も書いておられま

したので大変嬉しいですね。当日は夕方 5時に梶田会

員のお店の前の宮銀西佐土原支店で待ち合わせをし

ていたのですが、1 時間早く着きました、と電話が来ま

したので、知り合い家の上棟式に来ていたのですがそ

こから迎えに行き、楊さんに見せて体験させるのも良

いかなと思いお連れしました。中国には全くこの様な事

はやはり無いそうで興味深げに色んな事を見聞きされ

ておりました、角餅の取り方の話などしながら楽しい時

間となりました。その後梶田会員の事務所で少し時間

調整をさせていただき永野会員や藤堂会員、原田幹

事らと喧嘩みこし見学と応援に向かいました。ここでは

永野会員と楊さんが一緒に仲良く大変盛り上がり見学

をしておりました。その後、懇親会会場に向かい約2時

間楽しく過ごすことが出来ました。正岡会員より日本酒、

大久保会員よりワインの差し入れをいただきありがとう

ございました。懇親会終了後私も実行委員の仕事を終

えた頃に永野会員に会ったのですが、赤団、青団それ

ぞれの所に重たい焼酎を抱えて差し入れに行かれる

ところでした。さすが、よく気が利くものだと関心致しま

した。しかしながら、これも又職業奉仕の一環ですね。 

佐土原ＲＣと佐土原ライオンズクラブとの合同懇親会

を行ったらどうだろうか、という案が持ち上がっていると

いう話を岩切会員の方から聞きました。合同例会の話

も出たそうですが、これは不可能ですが合同の懇親会

の方は出来るのではないかと思いますので、また今後

皆様のご意見等を聞きながら進めて行きます。 

連日この猛暑ですから、皆さまどうぞ栄養・睡眠・水分

を十分とって健康維持にご留意下さい。 

■ 幹事報告         幹事  原田宗忠君 

昨日はＶＴＴ受け

入れについての会

に会長と参加して

参りました。佐土原

ＲＣとしましては

特に役としては受

けませんでした。ク

ラブとして補助金

協力をすることにはなります。 

＊ 例会変更届け～無し 

＊ 8 月ロータリーレート 1 ドル＝100 円 

＊ 宮崎ＲＣ創立 60 周年記念誌の送付 1 冊 

＊ ロータリー財団「ＭＯＵ補助金セミナー」開催案

内日時 8 月 17 日（土）11:00－15:00 

都城メインホテル  登録料 ￥2.000（昼食代 

:15～15:30             資料代）  

＊高鍋ＲＣ／西都ＲＣ～8 月の例会案内 

＊恒久基金大口寄付用説明書の配布の件 

＊第 12 回日韓親善会議参加のお願い 

■出席報告            長倉祐一郎君 

会員数：24 名（免除 2 名） 出席数：19 名 

メイク届け：0 名 

欠席者数 ：7 名 

村岡君・相川君・日高君・

大久保君・中武君 
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 永野君・高山君 

修正～率：78.2％ 本日出席率：75.0％ 

本日は女性会員

3 名の方が欠席

で、やはり寂し

い感じですね、

先日私の店の前

で何やら音が聞

こえますので、

出てみましたら

お隣の方が大き

く伸びた雑草を一生懸命に抜いておられましたが私

の店の前の雑草も半分きれいにして頂きましたので、

残り半分と、隣の敷地まできれいにさせて頂いたので

すが、やはり気持ちがいいものですね。 

■ハッピーＢＯＸ披露        栁田光寛君 

＜ニコニコＢＯＸへ＞ 

◎ 林厚雄君～7 月のセレモニー有り難う御座いまし

た。7 月になると思い出します。7 転び 8 起きが

結婚記念日です。7 月は毎年忙しくてゆっくりお

祝いしたことがありませんが、ロータリーで祝っ

ていただけるので有難いです。 

◎ 宮原建樹君～佐土原夏祭りがやっと終わりました。

今度は本店ＳＳの改修工事に入りました、まだま

だてんやわんやが続きます。 

◎ 正岡文郁君～宮原年度あと 11 ヶ月がんばりまし

ょう。 

◎ 荒武義博君～2 週連続で休みましたのでほんの男

の気持ちです。 

◎ 吉田康一郎君～今月も何とかクリアーする事が出

来ました。来月も頑張りまーす！ 

＜財団へ＞ 

◎岩切正司君～暑くなりました。体に気をつけましょ

う！！ 

■委員会報告      広報委員長 藤堂孝一君 

先日 27 日（土）都城で公共イメージ部門の地区委員 

会が行われましたので参加して参りました。詳日の週 

報に掲載しましたので是非読んで下さい。 

各事務局員の顔が分かるとメイクの際などにも助か 

る・・という意見が出ておりましたので佐土原のＨＰ 

も事務局の写真掲載をしようと思います。今年度へ 

デザイン等のﾘﾆｭｰｱﾙ作業も進めておりますので今し 

ばらくお待ちください。 

■会員卓話             林 厚雄君 

皆さま今日は、7 月

は 3 週連続で欠席

してしまいました。

毎回出席するつも

りで準備している

のですが今の時期

とこの猛暑でお客

様から直ぐ来て下さいという修理依頼の連絡が急に

入ります。1 分 2 分先が分からないという状況です。

という事で事務局にも 3 度欠席の連絡もしました。し

かしこの様な仕事による欠席ですから自信を持って

欠席もさせて頂きました。近年は景気も悪いものです

からトラック等の買い替えも少なく、修理の方が増え

ております。今日も午前中宮崎市内の方に行っており

まして・・例会にも間に合わないかもしれないと思い

ましたが何とか間に合いました。という事もございま

して、卓話原稿として準備していたにも関らず忘れて

きてしましました。7 月は結婚記念月です。7 転び８

起きの 7 月 8 日です。妻とはその年の 2 月に交際をス

タートしまして 5月には結納する運びになり 7月が挙

式と周りの方々のお陰でお互いに飽きるまもなく（笑）

結婚して今に至ります。毎年このように忙しい月です

のでゆっくり祝ったこともありませんがロータリー

に入ったお陰で毎年祝っていただけます。先日の日曜

日は懇親会に参加出来ました。土曜日でしたら参加出

来なかったのですが日曜日に変更になりましたので

喧嘩だんじりも初めて見学することが出来ました。こ

れもまたロータリーの懇親会の企画があったからで

す。今後も勿論仕事第一ではありますが、佐土原ＲＣ

会員としての例会参加と各活動を喜んでさせて頂こ

うと考えておりますのでどうぞよろしくお願い致し

ます。 

■ 3分間ＳＰ 

今日会長さんが永野会員の赤団にも青団にも志を

していた、または大久保会員が日曜日の懇親会にも

ワインの差し入れをされていた・・というお話をし

ておりましたね、その心遣いがいずれ自分に返って

来るのですね、そういう物はじっくり待たないとい

けないですね、必ず返ってくるのですが、直ぐに返

ってくるものではないのです。相手への心遣いとい

うのは必ず返って参ります。私もお寺周りの植栽な

どが道路わきのお寺の駐車場にも木陰を作りそこ

で営業の方等が結構休憩場所にお使いになられて

います。掃除もずっと並びの所までしております。

檀家になられた方から木陰の駐車場を使わせて貰

った事があるのです・・というお話が聞ける事もご

ざいます。シェルドンの職業奉仕とは「お客様の満

足度を上げる」という事でございます。 

☆例会の様子☆ 

会員卓話中の林さんで

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 


