
第 1303回例会 平成 26年 4月 23(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.）会員卓話「中武幹雄君」   

9．）次週の例会  ★ 4/３０特別休会 

  5/７ 紫陽花賞授与式  5月のｾﾚﾓﾆｰ♪ 

  ﾌｫｰﾗﾑ「ロータリー財団について」 

10．）点鐘 

第 1302回例会記録 平成 26年 4月 9日（水） 

■ 会長の時間・幹事報告        ●原田宗忠君 

皆さん今日は、本日は

1302回の例会です。 

チャーターメンバーの

佐野保さんが亡くなら

れまして 

宮原会長が葬儀に参

列しておられます。 

佐野さんには前年度に行った 25周年記念式典に参加

して頂いた時にお元気な姿を見せて下さいました。 

誠に残念な事です。ご冥福をお祈り致します。 

先日 13 日日曜日に都城のメインホテルで行われた

「第 1期ＲＬＩ―2730地区パート１」という研修会に参加

して参りましたのでその報告を少しさせて頂きます。当

日は 10 時から夕方の 5 時まで休み時間も殆ど無く満

に行われました。6 部門についての様々な質問が参加

者に向けてされました。中には驚くような内容の質問も

ありました。参加者の反応も実に様々なものでした。 

この勉強会は基本的にはどなたでも参加できます。全

会を通して参加した方には修了書が授与されるそうで

す。これは全国での取り組みとの事で、次回は県外の

ＲＬＩ勉強会に参加する事も可能です。 

是非参加されると良いと思います。 

■ 幹事報告 

※ 地区協議会参加者の再確認を致します。 

参加者～次年度会長 原田宗忠、幹事 長倉祐一

郎君、クラブ奉仕委員長 林 厚雄君 職業奉仕

委員長 荒武義博君 会員増強委員長（地区委員

と兼任参加）永野陽子君 広報・ＩＴ委員長 藤堂

孝一君 ロータリー財団委員長 郡司武俊君 

※社会奉仕委員会活動報告のお願い 

※5 月第一週の例会で「紫陽花賞」授与式を予定して

おります。「宝塔山公園愛護会」 

 第 2週目は早朝例会です。集合場所等の検討をして

お知らせ致します。 

■ 出席報告               ●長倉祐一郎君 

会員数      24名 出席数      17名 

出席率      ７７．２％   修正出席率   81.8％ 

 
■ ハッピーＢＯＸ披露           ●竹下 隆君 

＜30周年基金へ＞ 

● 郡司武俊君～4 月誕生月・還暦まであと 1 年

年齢は正直です。無理が効かなくなりました。 

● 岩切正司君～例会出席に励みましょう。 

● 村上 實君～息子に二人目の子供が出来て

ハッピーです（男）仕事に遊びに頑張って生き

たいと思います。 

● 長倉祐一郎君～4 月記念月・早いものでこの

間 25年目だったのに 28年目に突入です、よ

くお互い我慢しているものです。 

● 村上 實君～4 月誕生月・祝いの品有り難う

御座いました、これからも健康に気をつけて

頑張ります。 

● 吉田康一郎君～4 月記念月・おかげで何とか

仲良くやっています。これからも出来るだけ会

話をして仲良くしていきたいと思います。 

● 竹下 隆君～4 月誕生月・2 日で 53 歳になり

ました。1年が年々早すぎて困ります！ 

● 田邉揮一朗君～先日娘が「ひろせ幼稚園」に

入園しました。すこやかに育ちますように。 

   竹下さん（来賓）お疲れ様でした。 
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■委員会報告               ●岩切正司君 

先日第 3代会長をされ

チャーターメンバーで

もあられました佐野保

さんのお通夜に参加し

てご自宅でお経をあげ

させて頂きました。91

歳で死因は誤飲性肺

炎ということでありました。25周年にはお元気な姿を見

せて下さっておりましたから大変残念であります。                                             

                   ●郡司武敏君 

 

先日 13 日日曜日に梶田会員と阿久根ロータリークラ

ブ創立 40周年記念式典に参加して参りました。 

会員数は 53 名チャーターメンバーのお二人に感謝状

と記念品を贈呈しておりました。40 周年の記念事業と

して米山記念奨学会に寄付と阿久根市・長島町にロー

タリー文庫寄贈されました。色々と参考にすることも多

く勉強になりました。6 月には日南ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞさんの創

立 60 周年がありますし、次年度には西都ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ

さんの 30 周年もございますのでまた参考にさせて頂

きたいと思います。 

■ 桜祭りアンケート結果報告       ●林 厚雄君 

桜祭りのアンケート結果を集計しましたので報告致しま

す。 

久峰さくら祭りアンケート結果 

【下記の質問にお答えください。】 

１） ろーたりークラブについて(２７５名回答) 

□  ロータリークラブを知っている １１６名 42％ 

□  聞いたことがある          ８６名 31％ 

□  知らなかった            ６５名 24％ 

□  ＲＣに興味がある          ７名  3％ 

□  ＲＣに興味がない          １名 

２） 世界の一部地域でポリオが発生していることを知っ

ていますか？ 

□  知っている             １６６名 ５９％ 

□ 知らなかった             １０６名 39％ 

３） あなたのお住まいはどこですか？ 

□ 佐土原町内             １６２名 59％ 

□ 宮崎市（佐土原以外）        ９１名 23％ 

□ 県内                  １７名 6％ 

□ 県外                   ５名 2％ 

 

４） 久峰桜祭りにこられたのは 

□ 初めて                ７７名 28％ 

□ ２回                  ３６名 13％ 

□ ３回以上              １６３名 59％ 

５） 来年も久峰桜祭りに来てみたいですか？ 

□ はい                 ２５８名 94％ 

□ いいえ                  1名 

６） あなたは 

□男性    ６９名 25％ □女性 １５９名 58％ 

□中学生以下 ４１名１５％ □高校・大学生８名 3％ 

□２０歳代  １１名 ４％  □３０歳代２８名 10％ 

□４０歳代  ２３名 9％  □５０歳以上８６名 32％ 

■ 会員卓話                      

 
●村上寛君      ●田邉揮一朗君 

卓話                    田邊揮一朗君 

先日娘が「ひろせ幼稚園」に入園しました。自宅のすぐ近

くにも幼稚園がございますので、私はそこに入園するのだ

ろうと考えていたのですが、妻は色んなネットワークから

情報を持ち色々な幼稚園を調べた様です。その中で「ひ

ろせ幼稚園」が 1 番良かったそうです。毎日園児達が口

にしているという「心訓」を紹介したいと思います。 

              「心訓」 

１． 世の中で一番立派な事は一生涯を貫く仕事を持つこ

とです。 

１．～で一番みじめな事は人間として教養の無い事です。 

１．～で一番寂しい事はする仕事の無いことです。 

1．～で～みにくい事は他人の生活をうらやむ事です。 

1．～で～尊い事は人の為に奉仕し決して恩にきせない

事です。 

1･～で～美しい事はすべてのものに愛情をもつ事です。 

1．～で～悲しい事はうそをつく事です。 

まだ幼い子供達には難しい言葉の羅列かもしれませんが

「心訓」はひろせ幼稚園がめざす子供たちの“とびっきり

の笑顔”“とびっきりの未来”を実現させるために絶対に

必要なものだと考えています。子供たちが生きるべき未

来は、間違いなく現在よりも複雑な社会になることが予予

想されます。そのような荒波の中でも生きていける「人間」

を育てるのが「ひろせ幼稚園」の使命です。今は理解でき

なくても良い。でも数年間毎日繰り返すことによって、い

つの間にか子ども達の心に残っているという環境を与え

続けています。 

 

 

 

 

 

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 



 

 

 

 


