
第 1283回例会 平成 25年 11月 27(水) 

＜今日のプログラム＞ 

1.点      鐘   

2.ロータリーソング 

 「奉仕の理想」 

3.会長の時間  

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．委員会中間報告 

  ★第 3回佐土原ＲＣ 

Ｘｍａｓカップ杯報告会 

9．次週の例会案内 

10．点鐘 

 理事・役員会 

第 1282回例会記録 平成 25年 11月 20日（水） 

■会長の時間             会長 宮原建樹君 

皆さまこんにちは、先

週は歯車会コンペが

開催されました。参加

の皆さんお忙しい中お

疲れ様でした。コンペ

自体はコンディション

も良くて最高の出来で

した。そんな中スター

トし私もいきなりチップインバーディーで、そんなはず

ないな・・と思っておりましたら案の定その後徐々に崩

れて行きました（笑）西都ＲＣの岩下君より賞品に果物

が沢山提供されており食べるものが消耗品となって一

番いいのかなと思いました。夜は西都で行っていただ

きました懇親会へ参加の皆様もお疲れ様でした。私は

帰り別行動を取ることになり申し訳ありませんでした。

先週申しておりました宮崎日日新聞掲載の「ことば巡

礼」の話をさせて頂きます。先週の月曜日に掲載され

ておりました「今が楽しい・今が有難い・今が喜びであ

る」平凡な日々が続くとぼんやりと物足りない・・何か良

いことがないかな・・と思ったりするものだが、しかし一

旦事業が行き詰ったりと弱気になると、かつて退屈で

物足りなかった日々がいかに幸せな事であったかを痛

感する、そして精神的にも物質的にも激しい落ち込み

を経験するほど平凡な日々の真価を知ることとなる、

退屈で面白くないと思っていた日々が実は感謝の対象

そのものだったと、それまでの傲慢な世界観から抜け

出しより謙虚に生きていけるようになれる「今が楽し

い・今が有難い・今が喜びである」という日常を迎えら

れるようになる。平凡な日々にも感謝して過ごすことが

出来るようになる・・と書いてありました。今年の 7月下

旬から知り合いの方がアパートを数棟購入されて「あ

なたの会社でガスを引いてもいいよ」と言っていただい

たので切り替えに大変苦労致しました・・と言うのも、石

油からの切り替えは勿論なのですが、市内のガス業者

さんは知っていますので、先方さんに行って丁寧に挨

拶して回るのですが・・中には一方的にＦＡＸを流して

通知のみで済ませる業者もあるのですが、私はそうは

いきませんので、直接訪問してお話させていただいて

おります・・会うと言うことで付属品を取り付けたりと大

変な事になるのですが、そういう方針でやっております。

息子も結婚式はあげたものの新婚旅行にもまだ行って

おりませんでした。11 月に入り少し時間的にも余裕が

出てきた時にこの記事を読んだのです。従業員はそれ

ぞれの担当業務を忙しくこなしている中で私は実はこ

んな事を考えるようになっていた所でしたので、本当

にそうだなぁ！と心に響いた記事でした。次の日には

ウォルトディズニーの記事で「成長していないのなら、

死に掛けているのだろう！現実と言う事は後退を意味

する。敗者の影が見え隠れする。」とありました。エコ

時代で全ての燃料の消費が減っております。ガスの方

はオール電化の普及に伴い厳しくなっておりますが、

色々と努力･工夫で前に進んでおるところでございます。

延びておりました息子の新婚旅行も何とか昨日無事ハ

ワイに発ちました。前日にネットで搭乗券を手配してお

りましたが24時間前でないと取れないということでした。

ロータリー財団・米山への年次寄付を交代でしないと

いけないのかなと先日の理事会でも話してはいるので

すが、今年度はここ中部分区からガバナーが出ており

ますことから個人負担金が何かと多いもので、金額を

抑えての寄付を又検討したいと思いますので又よろし

くお願いいたします。 
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■幹事報告            ●幹事 原田宗忠君 

＜文書＞ 

※ 延岡中央ＲＣ～

第 36 回青少年指

導者育成研修会

（ライラ）報告書～Ｈ

２５年 10月 19日～

20日開催 

延岡市旭化成向陽

クラブ・旭化成セミナープラザ青雲 

※24 日日曜日は第三回佐土原ＲＣＸｍａ

ｓカップ杯バレーボール大会が開催予定です。開

会式及び閉会式へ参加協力をお願い致します 

■ 出席報告                ●永野陽子君 

＊会員数    26名  

＊免除会員数 2名 

＊出席数   20名 

＊欠席数   6名 

欠席者～正岡君村岡君 

太田君ひばり野君高山君

村上君 

＊出席率   80.0％ 

＊修正    84.1 ％ 

■ ハッピーＢＯＸ披露          ●長倉祐一郎君 

 

＜ニコニコへ＞ 

＊ 吉田康一郎君～歯車会ゴルフコンペで優勝しまし

た、凄い量の柿・林檎等頂きびっくりでした。ありが

とうございました。 

＊ 中武幹雄君～11 月の誕生祝・記念月祝いをあり

がとうございました。皆さんの商売と同じですね 

今年の季節は商い（秋が無い）という感じですね。 

寒さには気をつけましょう。 

＜財団へ＞ 

＊ 岩切正司君～来年の 6 月には双子の孫が生まれ

ます、嬉しいです。 

今から寒くなりますので皆様も十分注意してお過ごしく

ださい。 

■ 委員会報告                ●藤堂孝一君 

現在過去の自分が持っている

週報をスキャナーでＰＣに撮り

込み作業をしています。ただ自

分の会長をした年度から数年間

の週報を捨ててしまい残ってお

りません。今、現在佐土原ＲＣ

のＨＰにＵＰしているのは岩切さ

んの年度からすべてのこっておりますので、なんとか佐土

原ＲＣが誕生してからの週報をＵＰしたいと考えています。

そこで郡司さんを含め持っている週報の提供をお願いし

ます。全てとは行かないと思いますが年度毎の週報をな

んとか載せたいと思います。 

■ 親睦委員会報告         ●吉田康一郎君 

歯車会の結果報告を

しようと思っていたの

ですが成績表を当日

は何枚か配られたの

ですが手元にありませ

んで・・次週発表致し

ますが、優勝は私が

致しました。賞品の果

物の量の多さに驚きました。2位が西都の岩倉君3位

が荒武君 4 位が林君 5 位が原田君 6 位が藤堂君年

長の梶田君が 9 位に健闘されまして、ブービー賞に

大久保君・柳田君が頂きました。佐土原ＲＣ大健闘で

した。有り難うございました。24 日曜日は広瀬西小学

校に 7:50 集合して頂きたいと思います。冷えますの

でスリッパ等お持ちくださいね、メロンパンの方は林

君に手配をお願いしていますので宜しくお願い致しま

す。 

■ 会員卓話                ●吉田康一郎君 

 前回の卓話では私の若

い頃から 38歳頃までの話

をさせていただきましたが

本日は昭和 62年 10月個

人で吉田オート商会を立

ち上げた頃からの話をし

ます。 

私の家が神宮東2丁目にあるのですが横に180坪の

空き地がありそこを購入して事務所も建て営業始め

た。その後 1 年もしないうちに色んな人々が来るよう

になりその中にＡという人物がいました。車の販売絡

みで結果的にそのＡに騙され、二重の負債を背負う

ことになりました。気付いた時には遅く本人は行方不

明、挙句の果て本人が大事故を起こし瀕死の状態で

どうすることも出来ずにその後ありとあらゆる努力をし

て 2年ほど頑張って返済もしておりました頃に 

先の 180坪の土地が売れまして花ヶ島の現在の吉田

オートに移転しました。そこに決める際にある方に相

談に行きその時戴いたアドバイスをどんな時でも今も

欠かさず守っています。バブル時代から現在に至る

まで色々な時期がありましたが、今もこうして営業出

来ているのもひとつはそのお陰もあるのかなぁと感謝

しております。お金は少しも残りませんが、友人は沢

山持つことが出来広く交流させて頂き「我が人生に悔

い無し」と思えることが何よりの財産かなと思っていま

す。お客様の接待に 1番良いと思いゴルフも 45歳か

ら始めました。「吉田オート杯」も 65回開催することが

出来ました。人間何が起こるか分からない！とつくづ

く思いますが、真面目にコツコツと病気をせずに頑張

れる事が 1番かなと思います。佐土原ＲＣの皆さんと



もこれからも仲良くさせて頂き「職業奉仕の理念」で

活動を共に頑張りたいと思いますので今後ともよろし

くお願い致します。 

■ 3分間ＳＰ                 ●荒武義博君 

貴重な時間を頂きあり

がとうございます。23･

24･25 に恒例の電化フ

ェｧを開催致します。記

念品も用意してお待ち

しておりますので是非

ご来場下さい。来場人

数で会社からの評価もあがりますのでどうぞおねがい

します。10 月で入会 10 年を迎えました。その中でや

はり思うのは会員同士の相互扶助をもっと強化してい

くのが望ましいのではないかという事です。皆さん事

業をしているのですから先ずは業績が大事ですよね。

思いは共通だと思いますので･･又それが佐土原ＲＣ

の底力だと思いますこの点もよろしくお願いします。 

先週日曜日車を走らせ紅葉の綺麗な秘湯に行って来

ました。確かに素晴らしい紅葉を観ることが出来まし

た。60 歳還暦を迎えた記念にこの車を購入すること

が出来ました。ですから最近この様に車を走らせるこ

とが楽しく今後も色々な所にドライブに行きたいと思

います。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
例会の様子 

佐土原ＲＣ Ｘｍａｓカップ杯 バレー大会の様子 

 

 
 

 

 

 

 

 

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 

12月 4日   クラブフォーラム 親睦について 

12月 11日 会員卓話 荒武義博君 

12月 18日 年次総会 

12月 25日 年度末懇親会 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


