
第 1314 回例会 平成 26 年 7 月 16 日(水) 

今日のプログラム 

1.）点      鐘   

2.）ロータリーソング『それでこそロータリー』 

  ＊4 つのテスト                  

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.）クラブ協議会②会員増強について 

9.）ＳＡＡ次週例会案内・・夜間例会 

10.) 点     鐘 

第 1313 回例会記録 平成 26 年 7 月 9 日（水） 

■会長の時間     ●会長 原田宗忠君 

皆さんこんにちは、台風

8 号が近づいていますが 

「備えあれば憂いなし」

私もこれから帰って台風

に備えたいと思っていま

す。皆様気をつけて下さ

い。本日は何を話そう

か・・特に考えてはおり

ませんでしたが、先ほど

幹事と話して先日私が東京に行った話をしたいなと

思います。先日 2 年ぶりに行きました。何故行ったか

と申しますと、2 週間前の例会で病室からの同級生の

メール話を披露したと思いますが・・その同級生の葬

儀に参列する為でした。地下の乗り降り一つとっても

つくづく「あぁ俺はもうすっかり田舎者になってしま

ったなぁ・・」と思うことの連続でした。何とか地下

鉄を乗り継ぎそこから成田方面に行こうとするので

すが、そこでも又戸惑うことの連続でしたが何とか横

浜方面に行き次は東海道方面行きに乗ったのですが

平日にも関らず祭り会場か？！と思うほう位人の多

さに又もや驚きました。横浜から 30 分ほど東海道線

に乗りまして横浜～茅ヶ崎で降りまして南口･北口と

ありますがどちらも昔の面影は一つもありませんで

した、私が住んでいたのは南口の方に少し降りてみま

したがやはり昔の面影は一つもありませんでした。私

が住んでいた中海岸通りは名前が変わっていまして

「サザン通り」となっていました。夕方からお通夜に

行き友人の奥さんとも色々な話をしました。昨年 10

月に同級生 4人と宮崎に遊びに来ましたので 2日間ゴ

ルフ・飲み会三昧をやったのですが、奥さんの言われ

るには、「医者には止められたけど宮崎に行ったのが

一番楽しかった！」と言っていたそうです。聞いた時

には本当に良かったなと思いました。会場の隣の部屋

に軽い食事や飲み物が用意されておりましたのでそ

こで 1 時間ほど話をしたのですが・・ふと気付くと同

窓会状態でした。そこを出まして茅ヶ崎のコーヒーシ

ョップに全員集まり、お通夜の 2 次会をして又 1 時間

ほど話して別れました。次の日お葬式が朝の 8 時半か

らで 9 時半の出棺後火葬場まで行きました。その火葬

場が茅ヶ崎の山の上にあるのですが、私が通っていた

高校の 2 キロ位の距離でしたので、その山は部活動の

訓練で登らされていた場所でした。当時は住宅など一

つもありませんでしたがズラッと建っていました。当

時「スリーハンドレット」というゴルフ場がありまし

て、駐車場にある車は全て高級外車という様な、会員

制のｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞでしたが、その直ぐ裏に火葬場があった

のですが、骨を拾わせてもらい一度戻って宮崎に帰っ

て来ました。その時に感じたのですが、つくづく人間

は脆いなぁ・・・と、つい 2 週間前にメールを貰った

人間がこんなに簡単に亡くなってしまい骨になって

しまうなんて・・・私達もいつそうなるか分からない

訳ですから精々楽しくゴルフも楽しみたいな！と思

っておりますので、ゴルフ仲間の皆さんどうぞよろし

くお願いします。皆さんも出来るだけ楽しんでお過ご

し下さい！会員増強推薦カードですが、本日忘れてき

てしまいました、来週は必ずお配り致します。お誘い

する時の壁が幾つかあると思います。対処の仕方等に

ついても皆さんから率直な意見と情報を出して頂き

対応策や、準備物の作成も進めて行きたいと思います。

皆さん宜しくお願い致します。 

■幹事報告      ● 幹事  長倉祐一郎君 

＜文書案内＞ 

＊青少年交換オリエンテーションのご案内 

＊第 2730 地区Ｅ－クラブ設立のお知らせとご協力金

の御礼 

＊2014 年度上期普通寄付金のお願い 
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■出席報告            ●岩切正司君 

会員数＝23 名（免除 2 名） 出席率＝85.7％ 

出席数＝18 名 メイク届＝０ 

欠席届＝5 名 修正～率＝85.7％ 

■ハッピーＢＯＸ披露      ●宮原建樹君 

＜30 周年基金へ＞ 

＊ 林 厚雄君～祝新年

度～昨日が結婚記念日

でした。7 月 8 日 7 転

び8起きと執念深く仲良

くしています。これから

も続けるつもりです。 

＊ 岩切 正司君～新年度をお祝いして。 

■前年度会長・幹事へ記念品目録贈呈 

☆宮原建樹 前会長・☆原田宗忠前幹事 

1 年間～誠にご苦労様でした。 

 

■ 委員会報告 

      ●クラブ管理運営委員長 林 厚雄君 

今年度は優良出席者の表彰も復活させたいと思って

います。懇親会では先日急でしたが行ったボーリング

大会なども定着させたいと思っています。 

●クラブ広報委員会 藤堂孝一君 

広報の今年度の計画は７月

26 日の委員会が都城で開催

されますのでその結果を活

動計画にいたします。 

 又、スマホによるフェース

ブックの活用などを計画し

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

● ロータリー財団 郡司武俊君 

 

今年度も先ずは地区補助金

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの宝塔山へ桜の植

栽を行います。詳細が決ま

りましたら又皆様へ報告と

協力依頼をさせて頂きます

ので宜しくお願い致します。 

 

          ●奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 荒武義博君 

Ｘｍａｓカップ杯の継続

と他にも１つ２つ増やし

ていく事が大切かと思い

ます。奉仕・・を突き詰め

て行きますと、会員増強に

も行き着きますので、奉仕

活動を一緒に行う仲間を

増やすべく、会員増強にも

力を入れたいと思います。 

●会員増強委員会 吉田康一郎君 

私も色々な方に働きかけを

行っています。創立 30 周年

を控え思いますことは、こ

の佐土原ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞを受け

継いでくれる会員を作って

いく為には一人が一人を育

てて行く事に尽きると思い

ます。地域人材の掘り起こしを行いながら増強をして

いきたいと思います。 

 
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。 

※※ガバナー公式訪問予定 

2014 年 9 月 24 日  

会長・会長エレクト・幹事 懇談会 11：30～12：20 

例             会   12：30～13：30 

記念写真撮影           20 分 

クラブフォーラム         13:50～14：50 

※フォーラムについて 

 各クラブ 2 名か 3 名の代表会員による私のロータリ

ーモーメント「ロータリーに入って感動したこと」 

「すばらしい仲間の紹介」について 10 分 15 分の発表 


