
第 1297回例会 平成 26年 3月 12(水) 

＜今日のプログラム＞ 

1.点      鐘   

2.ロータリーソング～♪ 

  ♪我らの生業 

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 

 ＩＭ参加者報告 

8会員卓話「永野陽子君」      」 

9．次週の例会 

 3月 19日（水） 

会員卓話「中武幹雄君」 

10．点鐘 

第 1296回例会記録 平成 26年 3月 5日（水） 

■ 会長の時間           ●会長 宮原建樹君 

皆さんこんにちは、本日

は第 1296 回の例会で

す。 

本日は米山奨学生の楊

さんが来ておられますが

4 月から新年度という事

で今月 3 月、早いもので

1 年の期間が終了致しました。後ほど挨拶していただ

きます。 

先日楊さんと歓送会で鹿児島に行って参りました。 

そこで色んな国の奨学生とお会いしました、インドネシ

アの方とお話しさせていただきあちらの文化も学ばせ

てもらいました、30 日の「ラマダン期間」があると言うこ

とで日が沈むまでは何も口にしてはいけないらしく、水

さえも駄目だそうです。勿論お酒も駄目だそうです。 

先週楊さんの故郷中国・昆明でも暴動が起こりました

が、先ほど食事会場でその話をしました。楊さんも胸を

痛めておられます。昨日は「佐土原まち興し会」の役員

会合が新しくできた「ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ」で行われました。

今度「城の駅」を造るのですが今から 5.6 年前佐土原

町時代に出まして予算化されておりますが地元も財政

は厳しいですからその申請を市役所に行き行う段階で

すが早くてもオープンの目処がたつのは半年後の 9月

くらいになる見通しです。中で働いてもらう人件費も付

けても 2 人半くらいでしょうと言われています。先月ゲ

スト卓話に来ていただいた石川さんも役員ですので来

ておられました。先日は「都農の道の駅」に視察に行っ

たようです。4月に着工して 9月にオープン目指して頑

張っております。日曜日はＩＭで梶田君が登壇されます

ので皆で楽しみに参加して参りたいと思います。 

■ 米山奨学金授与 

 
■最終月の挨拶        ●   楊 潔さん 

私の使命として日本と中

国の架け橋となれる人材

になるという事があります

が日本だけでなく世界に

も目を向けていく事が大

切な事だと考えております。

来年の 4 月から 1 年間ア

メリカに留学が決まっています。今後もﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動

にも力を入れていくつもりです。 

しかし 1番大事な事は「優しい気持ち」で何事にも接す

るという事をこの 1年間佐土原ＲＣの皆さんにとても優

しく接して頂いた事で学ぶことが出来ました。本当に感

謝しています。とても感動しています。綺麗なお花まで

頂き有難とうございました。 
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■ 幹事報告                ●原田宗忠君 

次年度委員会役員構成

について～本日皆様にお

配りしました委員会構成

に訂正が御座います。Ｓ

ＡＡ川畑君を相川君にク

ラブ広報のインターネット

委員を藤堂君へ訂正を

願います。 

※ 大 1期ＲＬＩ－2730パ

ート１のご案内～日時―2014 年 4 月 13 日 受付

開始 ９：３０～ 

場所―「メインホテル」 登録料 ￥6,000 

※ 2014 年国際ロータリー年次大会「シドニー大会」

参加募集案内 

※ＬＥＤライト付きキーホルダー販売の案内 

■ 出席報告               ●梶田與之助君 

＊会員数～25 名  出席免

除 2名（梶田君・正岡君） 

＊出席数～20 名     ＊ 

出席率～83.3％ 

＊欠席届～5 名      ＊

修正〃率～79.1％ 

Ｓ．Ｐ～先日金婚式の記念にユアサスタジオさんに出

向き妻との記念写真を撮ってまいりました。やはりプロ

の撮影は素晴らしいもので、立派なアルバムが出来上

がり大変嬉しく思います。料金の方は息子が支払って

くれまして、親孝行してもらい更に嬉しい事でした。 

■ ハッピーＢＯＸ披露           ●村上 實君 

ＳＰ～ 

＜30周年基金へ＞ 

● 岩切正司君～例会

出席に励みましょう。 

● 梶田與之助君～結

婚記念月会員の皆さん

からお祝いの品を頂き

暑く御礼申し上げます。

昨年は金婚式を何とか

無事に迎えることが出来たことは大変幸せに思っ

ております。これからもお互い気を遣いながら過ご

していきます。頑張ります。 

● 村上 實君～例会に出席できずに誠に申し訳あり

ませんでした！3 月から頑張って出席しますので

宜しくお願いいします。 

＜ニコニコへ＞ 

● 川畑恵理子君～短い間でしたが皆さんにとっても

良くしてもらいました。本当に有り難うございまし

た。 

 

 

 

 

■ 委員会報告 

       桜祭り出展準備委員長●藤堂孝一君 

4月 5日 6日の久峰運動公

園さくら祭り参加時にテント

への掲載で使う会員の皆さ

んの広告ﾎﾟｽﾀｰですが、今

日は相川君の事業所を見本

に持って参りました。皆さん

も中頃までには提出お願いします。 

■ 親睦委員長             ●吉田康一郎君 

9日の都城ＩＭへの参加人数が予定と変わってきており

ますのでマイクロバスを相川君に手配していただいて

おりましたが、ワゴン車 2台に分乗して行った方が良い

と思います。配車については又連絡します。 

観桜会については、川畑君にも参加して頂きたいので

前倒しして 19 日という事も検討したいと思います。会

場は正岡君の大光寺の下駐車場を借りてＢＢＱを考え

ておりますので、決まりましたら又お知らせ致します。 

■ 3月のセレモニー♪ 

 
♪3月結婚記念月～梶田與之助君・規子さんご夫妻 

             村上 實君・芳枝さんご夫妻 

☆おめでとうございます～☆ 

■3分間ＳＰ                 ●川畑恵理子君 

突然の事ですが移動の

辞令が出てしまいました。

通常なら前もって打診が

あるのですが今回は 11

名全員に突然の辞令でし

た。これから 1年まだ皆さ

んと楽しく親交を深めて

いくつもりでおりましたの

で大変残念です。皆さん

には大変良くしていただきよい方ばっかりでした。次赴任

される営業部長が入会できる様に願っておりますが・・何

とも言えないところであります。24 日までは佐土原に居り

ますので皆様の処にも寄らせて下さい。本当に有り難う

御座いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次週予告 

3月 19日 会員卓話 「中武幹雄君」 

3月 26日 観桜会   宝塔山 

4月 2日 佐土原祭り参加の為振替 

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 

メモ 


