
第 1270 回例会 平成 25 年 8 月 21 日(水) 

＜今日のプログラム＞ 

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 「理事会報告」 

5.出席報告 6 ハッピーＢＯＸ披露 

7．委員会報告 

8．会員卓話 「藤堂孝一君」 

9．次回例会案内 

10．点鐘 

第 1269 回例会記録 平成 25 年 8 月 7 日（水） 

■会長の時間        会長 宮原建樹君 

皆さんこんにち

は、毎日猛暑日が

続いております

が元気にお集ま

り頂き嬉しく思

います。本日は 8

月に入っての第

一回目の例会で

すね。お客様の米山奨学生の楊潔さんと日高会員の

推薦される新入会員候補の鸙野隆春様を先ずは紹

介させて頂きます。どうぞ宜しくお願い致します。

先ほど会場に入るときサンホテル･フェニックス40

周年という記念の掲示物がございました。私の本店

の方のお店も 40 周年を迎えました。大工事に入っ

て 10 日経ちましたが、ガソリンスタンドは建築基

準が厳しくコンクリートも分厚く、それに伴い工事

内容も激しい音が出たり振動も激しく近隣周辺の

方々にも迷惑をお掛けしております。4 丁目 5 丁目

までご挨拶には伺ってはおりますが、心苦しい日々

でもあります。10 年近く前に北部九州のガソリン

スタンドで油の漏洩する事故が起こりまして大き

な被害を出しましたそれから厳しい基準になり改

装に迫られた訳です。本店工事費用は 1,000 万ほど

かかりますが補助が出ますので申請しようとは思

いますが、これを機会に店を閉めるスタンドが多く

出てくると思います。 

69,000堅あったスタンドが半分の 38,000 軒程にな

りました。うちの様に数店舗あればそれぞれの店舗

で融通を利かせあったりと出来ますが 1 店舗のみ

でしたら閉めたほうがいいかな・・という事になる

難しい状況であります。先週ライオンズクラブとの

合同懇親会のお話をしましたが、以前ゴルフ大会を

しているのですね、14.5 年前ですね。いずれにしま

しても 10 月ごろを予定しておりますので又参加協

力をお願い致します。研修リーダー会議を新入会員

勉強会・会員増強会議も兼ねまして 23 日（金）に

行いたいと思います。6 時から始めまして 1 時間終

了後に懇親会も行います。研修リーダーは岩切正司

君、講師に正岡君、梶田君、郡司君のお三方にお願

いしたいと思います。ＣＬＰ検討委員会の方の委員

長に藤堂君、副委員長に荒武君。委員に林 厚君、

柳田君、永野君、このメンバーでＣＬＰ検討委員会

を発足したいと思います。これは今年度だけではな

く、継続的に続けて頂きたいと思います。本日の職

業奉仕に関しての私の意見ですが・・「職業奉仕は

単なる理念ではなく実践活動である」と言われてお

りますが、職業を通じて納税を追行することも立派

な職業奉仕であるとあります。ハード部門、ソフト

部門に当てはめてみますと社会奉仕がハード部

門・知らぬ間に職業奉仕になっている事の多い職業

奉仕はソフト部門に入ると思います。それぞれの職

業を通して誠心誠意行う事で思いが通じて、いずれ

返ってきた時の何とも言えない感動的な喜びと言

うものが素晴しいものだと思います。 

幹事報告          幹事  原田宗忠君 

例会変更届け～無し 

＊ ガバナー公式訪問

時におけるﾌｫｰﾗﾑ発表者

の原稿依頼；原稿用紙 5

枚くらい 2000 字・写

真・内容を伝える資料等 

＊ 確定進行様寄付金領収証について 

＊ ガバナー事務所・地区事務所お盆休暇について 

      8 月 13 日～15 日休暇 

＊ 西都ＲＣ8 月の例会案内～6 日 クラブﾌｫｰﾗﾑ 

13 日 特別休会 20 日→18 日（日）早朝例会 
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みんなに豊かな人生を 

 



7:00～とんぼの里清掃作業 27 日クラブ協議会 

■出席報告             永野陽子君 

会員数：24 名（免除 2 名） 出席数：21 名 

欠席者数 ：3 名 村岡君・村上君・林厚君 

修正～率：78.2％ 本日出席率：90.90％ 

 

■ハッピーＢＯＸ披露    米山奨学生楊潔さん 

＜ニコニコＢＯＸへ＞ 

◎日高邦孝君～鸙野さんが入会できます様に！ 

◎宮原建樹君～楊さんのＨＰボックス披露有り難う

ございます。 

◎永野陽子君～佐土原駅前のまつりの協力をお願い

します。 

◎正岡文郁君～熱中症にならぬようお互い気をつけ

ましょう。 

◎梶田與之助君～猛暑は 20 日頃まで続くそうです。

体調管理に注意し、頑張って例会

に出席しましょう。 

◎藤堂孝一君～会員増強にハズミがつくように、太田

忍さん頑張って下さい。 

＜財団へ＞ 

◎ 岩切正司君～ひばりの様をお迎えして。 

◎ 正岡文郁君～熱中症にならぬようお互い気をつけ

ましょう。 

♪8 月のセレモニー♪ 

 
＊ 8 月誕生月～長倉恵子さん・村岡恵子さん 

＊ 8 月結婚記念月～竹下隆君・淳子さんご夫妻 

■ 体験例会・鸙野隆春様の紹介   

 日高邦孝君 

彼との出会いは 3年ほど前からゴルフコンペなどで一

緒になる機会が多く、また私の会社のゴルフコンペ開

催の立案をして頂き案内文書・参加者の召集その他

色々と彼が手伝ってくれ無事に執り行うことが出来

まして、その頃から一段と親しく信頼してお付き合い

させて頂く様になりました。他の会にもお互い入って

おりましたが私もロータリーのみに絞り、彼も 7 月末

であちらを退会しますので今日の体験例会にお誘い

しました。どうぞ宜しくお願い致します。 

 
                  鸙野隆春様 

昨年の 7月に私の父である社長から代表権を譲り受け

まして 9月から会社を経営する立場に立っております。 

今現実経営者としてしっかり動けているかと申しま

すと正直実感が持てない状況でありますが周りの

方々の手助けを頂きまして今の私があるような状態

の中で私も周りの方々の手伝いをさせていただきな

がら皆と一緒に成長して行きたいと思っております。

先ずは私自身が会社経営に携わる者として会社経営

に関しましても、人間的にも成長して行きたいと思っ

ております。37 才とまだまだ若輩者ではございますが、

皆さまから色々と教えて頂き、善き学びの機会になれ

ばと考えております、どうぞよろしくお願い致します。 

■委員会報告       会計   竹下 隆君 

先日 2 日（金）に私の支

店の方で会計決算報告

と監査を行いました事

をご報告いたします。遅

くなりましたが本日皆

様のお手元に 2012－

2013 年度の決算書と 2013－2014 年度予算書、監査

報告書を配布させて頂きましたのでご確認をお願い

します。 

          

監査 梶田與之助君 

竹下君は銀行の方で

すから全面的に信頼

し、報告書のほうも

完璧な物でありまし

た。ただ・・30周年

を控えております上、特別会計の方には一言意見を

申し上げました。 

■ ｼｮｰﾄｽﾋﾟｰﾁ           楊 潔さん 

「2013 年佐土原夏祭りの

感想」 

 みなさんこんにちは、今

回の夏祭りに参加させて

いただきまして誠にありが

とうございます。私は日本

に来てから、今までは大型のお祭りは３回ぐらい参加し

たことがあります。今回の佐土原夏祭りは、その中に一

番いちばん楽しかったと思いました。なぜかというと、

「だんじり」などのイベントに通じて、熱い夏の日にみん

なを元気にする雰囲気を作り出しました。私はこの祭り



から宮崎の濃い人情も感じました。また、だんじりの他

には大人は昼間からお酒を楽しみ、子供は露天商で

買い食い、金魚すくいなどを楽しんでいました私。は金

魚すくいゲームで子供たちの根性を見て、その粘り強

さに本当に感心しました。このお祭りは日本の伝統、礼

儀、などを再現して、すごく勉強になりました。そして、

今回の活動を通じてロータリークラブの方々と話し合う

チャンスがありまして、異国文化に対する理解を深める

こともできました。日本文化の素晴らしさを感じました。

とても楽しい時間を過ごさせていただきました。また機

会があればぜひ参加させていただきたいと思います。 

              

永野陽子君 

今年も商工会主

催の「さどわらん

まつり・えきんま

え」が開催されま

す。ロータリーク

ラブのは毎年協賛していただいておりまして誠に

ありがとうございます。今年もどうぞよろしくお願

い致します。Ｔシャツ販売も当日致しております。 

■ フォーラム「会員増強月間」 

    会員増強委員長   太田忍君 

未充填職業分類表を皆さまに配っております、これ

を常に見ながら会員増強頑張って致しましょう！ 

■本日の例会風景・食事 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
                                  

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 

次回予告 

8 月 28 日  会員卓話 太田 忍君 

9 月  4 日 フォーラム 新世代について 

9 月 11 日  会員卓話  岩切正司君 

9 月 18 日  会員卓話  林 萬松君 


