
第 1285回例会 平成 25年 12月 11(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  

5.出席報告  

6ハッピーＢＯＸ披露 

7．委員会報告 

8．会員卓話「荒武義博君」 

9．次週の例会案内 

 年次総会・次年度役員承認 

10．点鐘 

第 1284回例会記録 平成 25年 12月 4日（水） 

■会長の時間             会長 宮原建樹君 

皆さまこんにちは、

本日は第 1284 回

の例会です。 

本日は高鍋ＲＣの

木村貞夫君がメイ

クに起こし下さいま

した。ご紹介します。

写真「高鍋ＲＣ木村

貞夫君」  

米山奨学生の楊潔

さんもお越しです。お二人とも最後までゆっくりなさって

下さいね。今日は一つ残念なお知らせがございます。

村岡君から退会届が出ました。先日電話が御座いまし

て、「11月のｾﾚﾓﾆｰお返しを持って来ます・・」との事で

待っていました。色々世間話をした後にｾﾚﾓﾆｰの封筒

とは別にもう一つ出されまして、ピンと来るものはあっ

たのですが・・「12 月一杯で退会させて下さい。」と言

われました。ここの所ずっと忙しく例会欠席も続いてお

られましたが造園業界の副理事を務めておられ、今後

は理事長の人選等で更に忙しくなられると言うことでし

た。スポンサーの福井君が居れば又違ったのでしょう

が福井君も退会されていますから・・残念です。一応は

「理事会でＯＫが出なければ駄目ですよ、」とは言いま

したが仕方ありませんね、皆さん会員増強あと 2 名ほ

ど頑張りましょう。月曜日に会長･幹事会がございまし

た。その中で協議報告事項が御座いますので後ほど

原田幹事の方から報告して頂きます。リコーカップの

話題も出まして数名の方が見学に行かれたようでその

話題も弾みました。私も毎年大山志保プロの応援に行

っておりますので少しお話します。駐車場は会場から

ほんの 50 メートルの所に知り合いがいますので毎年

駐車させていただいて助かっております、14～5 台駐

車できるのですが既に空きは残り 1 台で何とか停める

事が出来ました。大山志保プロはいつも後半になると

順位を落とし悔しい思いをしていたのですが、今年は

最後まで良いスコアを維持でき優勝してくれたので大

変嬉しいです。今の女子プロの方々は皆さん容姿も端

麗ですね、中にはそうで無い方もいますが（笑）仕事の

方ですが私も最近では配達業務の加勢をしたりしてい

るのですが先日給油に来られた年配のご夫人との会

話を少しお話します。その方が 5 千円札と 1 万円札を

間違って出されたのでお返ししましたところ、「正直で

すねぇ」と言われるので「当たり前のことですよ・・私も

逆に間違いおつりを多く渡した事もあるのです・・」とい

う話をしましたら、それは「損しましたね。」と言われた

ので、「損したのはいいのですが・・私の不注意でその

お客様がもう来店出来なくしてしまった事が残念で

す・・」と申しました。その時ほかの事を考えながらの接

客でしたのでウッカリしてしまい、おつりを渡したときの

態度が少し変でしたから後で確認しましたらやはり1万

円と 5千円札を間違えて渡していたのです・・それまで

2 ヶ月に 1 度必ず給油に来てくれていた若者で顔も覚

えていましたから・・悪いことをしてしまったのは私の方

だと悔やまれます。本日の職業奉仕の話は今までの

まとめをさせて頂きますね、1905年 2月 23日にポー

ルハリスが入会してその日が最初の例会日とされてお

りますが 3 回目にﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞという名前が付けられ、

その後会員も増えエンブレム等も決まり最初のうちは

相互扶助・親睦を兼ねての例会だった様です、その例

会の中で相互扶助の統計をとり毎回報告をしていたよ

うです。その後入会してきたシェルドンスクールの代表

シェルドンがそれではいけないのではないか・・と問題

提起をし、自分達の為だけの活動では足りないのでは

ないか・・このシカゴの為になる活動も始めようではな
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いかという提案で「職業奉仕」という理念が生まれたの

ですね。先に入会していたシェルドン門下生もシェルド

ンの入会を喜びシェルドン自身も信念を貫き通し、現

在ではその「職業奉仕」がロータリー活動の本管になっ

ていますね。例会も最初は食事はしてなかったみたい

です。ところが食事をして遅れて来たメンバーが居たこ

とからそう言う事なら食事もして例会を始めようとなり、

2週間に 1度集まっていた例会も 2週間に 1度集まれ

るのなら毎週でも集まれるのではないかと現在の毎週

行う事になりました。会場も各会員の事務所等を順番

に利用していましたが、毎週集まれるのなら会場も固

定化しようとなったようです。 

先週時間が余り郡司君・藤堂君に 3 分間ＳＰをしてい

ただきましたがお二人とも声に張りがありとてもいい話

が聞けましたので今後は「会長の時間」はなるべく短く

まとめて皆さんの 3 分間ＳＰの時間をなるべく多くとれ

たらいいなと思っておりますのでどうぞよろしくお願い

致します。 

■ 米山奨学金 12月度授与 

 
■幹事報告           ●幹事 原田宗忠君 

＜報告事項＞ 

先日月曜日は中部

分区会長･幹事会に

参加して参りました。

いくつかの報告をさ

せていただきます。 

１） 中部分区ロータ

リー勉強会毎月 1回、

なるべく費用をかけ

ない方針で 6月までは 2ヶ月に 1度、早朝か夜に

7 月より毎月 1 度の予定。参加者はどなたでも参

加できます。会場はホテルラグーンで月曜日、初

回予定日は平成 26年 1月 20日か 27日 

初回は次年度会長・幹事の私と長倉君が参加して参り

ます。他どなたでも参加できます。 

２）車椅子バスケットが来年の 3 月に鹿児島で開催さ

れますが宮崎東ＲＣと鹿児島のクラブが合同で開催す

るので何か新しい情報がありましたら情報提供をお願

いします。という事でした。 

＜文書＞ 

※ クラブ研修リーダーのための地区研修会への参加

者報告の再度案内 

※ ガバナー事務所・地区事務所年末年始休暇の案

内 2013年 12月 28日～2014年 1月 5日 

※ 国際ロータリー～災害支援団体「シェルターボック

ス」とロータリーの協力関係のご案内 

※ 田中ガバナーエレクト事務所～会長エレクト報告・

クラブ状況報告のお願い。 

※ ロータリーの友事務所～2012－2013 年度事業報

告書 

 

■出席報告               ●長倉祐一郎君 

＊会員数    26名  

＊免除会員数 2名 

＊出席数   19名 

＊欠席数   7名 

欠席者～村岡・鸙野君 

正岡君田邉君・高山君 

村上君・永野君 

＊出席率   79.1％ 

＊修正    84.1 ％ 

 

■ ハッピーＢＯＸ披露            ●竹下 隆君 

＜ニコニコへ＞ 

＊ 梶田與之助～11 月のｾﾚﾓﾆｰ胃ガンの手術をして

5年目、半年に 1回の検査の必要無しと云うことで

暴飲暴食に注意して健康管理をしていきます。お

祝い有り難うございました。 

＊ 梶田規子さん～11 月の誕生お祝いを有り難う御

座います。佐土原ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの発展を心から祈念

いたします。 

＜米山へ＞ 

＊会長・宮原建樹君～楊さんいらっしゃいませ、頑張

ってるね！ 

＜財団へ＞ 

＊ 岩切正司君～例会出席に励みましょう。 

■１２月のセレモニー♪ 

 

■ 12月 1日生まれ～林萬松君 

■ 12月 18日生まれ～柳田光寛君 

■ 12月 30日生まれ～大久保貞子君 

■ 林厚雄君奥様～林 初子さん 

■ 郡司武俊君奥様～郡司小百合さん 

■ 吉田康一郎君奥様～吉田洋子さん 

■ 結婚記念月～藤堂孝一君真由美さんご夫妻 

★☆記念月お迎えの皆様おめでとうございます★☆ 

 

 



■ ロータリー親睦月間にあたり 

  ●親睦委員長 

吉田康一郎君 

皆さんこんにちは、

今月が「ロータリ

ー財団月間」でし

た。先ずは年末

懇親会のお知ら

せをします。25日

水曜日場所は林

君にここサンホテルの割烹住吉を押さえて頂きました。

その日は全員何かかくし芸を用意して下さい（笑）ご家

族の参加も大歓迎です。景品の方も協力下さい。飲み

物も持ち込みＯＫとの事ですから大いに盛り上げて楽

しい年末懇親会にしたいと思いますので参加協力をお

願い致します。 

（中略させていただきます。） 

大山志保プロには一度卓話をお願いしたいと考えてお

りますので楽しみにしていて下さい。 

■3分間ＳＰの様子 

 
「梶田與之助君」 佐土原茄子種採集～国旗・国歌に

ついて。 

 

「柳田光寛君」 写真 

お正月の準備としての仏壇購入等について。 

 

 

「木村貞夫君」 

高鍋町食品衛生組合活動と、衛生指導員としてのノロ

ウィルス対策方法について。 

 
「林 厚雄君」 

最近の健康状態・食生活等について。 

 

米山奨学生 楊潔くん   ビジター 木村貞夫くん 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


