
第 1292回例会 平成 26年 2月 5(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 

 米山奨学金 2月度授与 

 米山奨学生 楊 潔さん 

4.幹事報告  

5.出席報告  

6ハッピーＢＯＸ披露 

7．委員会報告 

 ♪2月のｾﾚﾓﾆｰ♪ 

8会員卓話「長倉祐一郎君」 

9．次週の例会案内 

 2月 12日（水） 

「ゲスト卓話」 100％出席☆ 

10．点鐘 

 理事・役員会 

第 1291回例会記録 平成 26年 1月 29日（水） 

■ 会長の時間          ●会長 宮原建樹君 

皆さまお疲れ様です。

本日は第 1291 回の

例会です。 

先日のＣＬＰ検討委

員会に 7名の方が参

加くださいまして、活

発な意見交換が出

来ました。各委員会

が活発に活動し、後期中に最低 1 回は委員長号令の

会合を設け報告して頂くと言う事が上がりました。現ガ

バナーからも 2～3 年は委員会の継続を！との意向も

ありましたから、今年度委員会は初めて継続して 2 年

連続の委員会構成とした訳ですが、やはり同じ人がや

るよりも 1 年 1 年新たに構成し活動した方が良いので

はないか？！との意見も出ました。欠席になりがちな

人を積極的に委員長・ＳＡＡに据える･･と言うような意

見も出ました。役を持つと言う事が活動の意欲にも繋

がることを考えますと、良い方向に行くのではないかと

思いますので又皆様のご意見を頂きながら早急に次

年度役員・委員会構成を決めたいと思います。 

■ 幹事報告               ●原田 宗忠君 

2月度ロータリーレー

ト 1 ドル＝102円 

※ 第一回 宮崎県

中部分区ロータリー

勉強会報告 

＜意見・反省＞ 

1． 早朝・夜どちらが

良いか・・ 

  今回が早朝にて

次回は夜に・・ 

2． 目的（内容）を明確にしていただきたい。 

  次回より、できるだけテーマを決めて、案内する。 

3． 遠くから来られる人の為に場所の一工夫を・・ 

  今回は中央で行ったが今後は皆さんの意見を反映 

4． 今回参加しないクラブもあるが・・・・ 

この会はあくまで、希望者が対象、強制ではない。 

5． テーマであるが、みんなの要望に応えるようにした

い。次回は？ 

 宮崎北の原田貫太郎さんに「職業奉仕」について話

して頂く。ロータリー財団の「未来の夢計画について」

宮崎西の喜島さんも良いと思う。それぞれ要望を出し

ていただく。 

6、どんな人に出席してもらいたいか・・・ 

 6 月までなら次年度役員、将来ガバナー補佐を目指

す人、地区委員の方々とロータリーに興味を持ちもっと

知りたい方々、ロータリーが理解できず悩んでいる方。 

7． 各クラブへのお願い・・・ 

 この会へ出席したらメーキャップ扱いとなるよう理事

会に諮り善処してもらいたい。 

（参加者名簿添付） 

※ 高鍋ＲＣ～2月の例会案内 

  2/6=月初めのセレモニー 2/13=外部卓話 

  2/20=米沢上杉ＲＣ歓迎会 2/27=会員職業卓話 

☆ 佐土原ＲＣ2月例会案内各クラブへ送信 

2/5=世界理解月間・米山奨学金授与～ 

2/12=ゲスト卓話2/19=会員卓話2/19=会員卓話 
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■ 出席報告               ●吉田康一郎君 

＊会員数～ 25 名  

出席免除 2 名（梶田

君・正岡君） 

＊出席数～ 18 名     

＊ 出席率～78.26％ 

＊ 欠 席 届 ～ 7 名      

＊ 修 正 〃 率 ～

78.26％ 

■ ハッピーＢＯＸ披露         ●吉田康一郎君 

＜ニコニコへ＞ 

● 宮原建樹君～出席も少ないです、ハッピーも少な

いです。 

■ 「第一回中部分区ﾛｰﾀﾘｰ勉強会」参加者報告 

                          

●藤堂孝一君 

蓮光寺に於いてＣＬＰ

委員会を実施しました。

参加者は、7 名で夕方

6 時から 7 時まで皆さ

んからいろいろと意見

を伺いました。ＣＬＰが

どうこうではなく、佐土

原ＲＣの各委員会がどうあるべきかという意見になりま

した。活性化の為、今の委員会の委員長の責任におい

て委員会を開催してもらうよう働きかけてはどうかとの

結論に達しました。 

 又広報、情報委員会から皆さんに報告です。 

お手元にお配りしました冊子「ロータリーと私」です。 

ガバナー事務所にも一冊送る計画です、又、新会員の

川畑さん、高山さん、ひばり野さんには寄稿していただ

きませんでしたが、次回の計画を立てますのでその際

には寄稿をお願いします。 

 中部分区の勉強会に岩切さん、中武さんと 3 名で参

加してきました。鳥山さんの司会進行で始まり、秦ＰＧ

の説明で時間を 15 分ほど超過するほどの勉強会でし

た。 

1. 今、何故、分区研修会か？ 

2. 2013規定審議会 

3. ロータリー改革の時 

4. ＤＬＰ・ＣＬＰ 

5. ＲＩを構成するＲＣの一員としての対応 

以上の資料をもらい説明を受けました。 

各クラブの活性化に向けて努力してくださいとのことで

したが、クラブで勉強会をしていきたいと考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

勉強会報告                ●中武幹雄君 

今日皆さんのお手元に届

きました「ロータリーと私」

の素晴らしい文集は藤堂

君が1人で作り上げて下さ

いました。どうぞ拍手をお

願いします。（大拍手）ロー

タリー活動については以前から色々と考え悩むところ

も御座いましたが、原点に戻り勉強したいという気持ち

は持ち続けている中で今回このような勉強会が発足し

たということは大変嬉しいことであります。今後も積極

的に参加していこうと思いますので宜しくお願い致しま

す。 

ＣＬＰ委員会報告              ●荒武義博君 

ＣＬＰ委員会に参加させ

て頂きました。次年度始

動の月も近づいておりま

す。その中で自分がどの

委員会に所属しているの

か・・それすら分からない

まま年度が終わる・・とい

う様な事が無いようにロータリーを楽しむ為にしっかり

委員会活動をしていきたいと思います。3 月 3 日で入

会 10 年目になりますので、更に頑張って参りたいと思

います。今日は皆様に私の店の 50周年記念の品を持

って参りました。400ほど用意して 1軒 1軒手渡しで届

けております。3代目の丁稚奉公先も先日決まりました。

ＩＭと日程が重なりますが、店でイベントを開催します

のでどうぞお越しください。 

3分間スピーチ              ●川畑恵理子君 

ゴルフの話が出ておりましたが、私も日本生命に入社

しましたのが 28歳の時でしたが、仕事上ゴルフは必要

という事で、先ずは形から・・当時バブルの頃ですしブ

ランド物のウェァ・道具を揃え先輩上司に付いて一生

懸命頑張った思い出が御座います。ロータリーに入会

したのを機に再開しよう！という気持ちになり、相川先

輩と共に頑張れたら良いなと思っております。日本生

命は 4 月から保険税率の変更が御座いますので少し

だけお話させて頂きます。 

            例会の様子 

 

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 


