
第 1321 回例会 平成 26 年 9 月 17 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 ＊体験例会～紹介     

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「上入佐辰也君」 

9.）ＳＡＡ次週例会案内 

  ガバナー公式訪問・クラブフォーラム 

  チャリティＬ 

10.) 点     鐘 

第 1320 回例会記録 平成 26 年 9 月 10 日（水） 

■会長の時間       ●会長 原田宗忠君 

 

皆さんこんにちは、本日は

第１３20 回の例会です。 

本日はお客様をお迎えし

ております。ガバナー補佐

の押川弘巳さんです。 

先週理事会を開き、その際

に新会員推薦カードの協

議を致しました。その結果

太田君推薦の方に会いに

行って参りましたが快く

入会の意思表示をされま

したので、来週体験例会に

お見えになり 24 日のガバナー公式訪問時にガバナー

立会いの下での入会式を行おうと思います。推薦カー

ドをまだ出されて無い方は是非提出をお願い致しま

す。 

推薦の出ている方々に関しては早く動いて何として

も 30 名に早い段階で持って行きたいと思いますので

宜しくお願い致します。10 月１７日～19 日の鹿屋市

にて地区大会が開催されますが、登録締切りが本日迄

ですから最終決定したいと思います。18 日の夜の懇親

会には参加者がいないという事ですからカラオケ大

会への候補者選出も辞退という事でお願いします。 

■幹事報告         幹事●長倉裕一郎君 

＜文書案内＞ 

＊ 佐土原商工会「さど

わらんまつり えきん

まえ」 

実行委員長  図

師 拾～お礼状 

謹啓 

 省略 今年で第 5 回

を迎えました「さどわらんまつり えきんまえ」も

皆様の多大なご協力を賜りまして盛大の中、無事に

開催出来ましたこと、厚く御礼申し上げます。これ

も皆様方のご支援のたまものと、実行委員一同心よ

り感謝いたしております。 

今後とも佐土原町域の活性化と発展のため努力し

て参る所存でございます。 

 末尾になりましたが、今後とも皆様方の益々のご

発展を祈念申し上げ更なるご指導賜わりますよう

お願い申し上げます。 

謹白 

＊ ガバナー事務所～都城第 28 代 島津久厚お別

れの会ご案内・・東京地区 9 月 28 日（日）午

前 11 時～場所 学校法人学習院 記念会館 

宮崎地区 11 月 22 日（土） 午前 10 時～  

場所 都城市早水公園体育文化センター 

＊ 10 月 17 日地区大会ゴルフ参加者～4 名・・会長 

原田君、幹事長倉君、吉田君、宮原君、 

18 日（土）参加者～10 名・・先の 4 名～中武君、

永野君、荒武君、藤堂君、太田君、林君、 

登録料等￥102.000・・17 日振込み予定 

12:00～オープニングセレモニー開始。弁当の申し込

みは致しませんので、食事を済ませて会場入りをして

下さい。 

■出席報告            ●中武幹雄君 

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＝80.9％ 

■ ハッピーＢＯＸ披露     ●吉田康一郎君 

＜30 周年基金へ＞ 

＊ 荒武由美夫人～9 月の誕生祝～先日は素敵な花を
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RI テーマ 

ロータリーに輝きを 

 



いただきありがとうございました！とてもＨＡＰ

ＰＹです！ロータリーの皆様にはいつもお世話に

なり感謝の気持ちで一杯です。これからもどうぞ

宜しくお願い致します。 

＊ 田邉揮一朗君～9 月結婚記念月のプレゼントあり

がとうございます。これからも家族を大切に末永

く幸せに暮らせたらいいなぁと思います。 

＊ 藤堂孝一君～誕生を祝ってもらいありがとうござ

います。いよいよ年金をもらえる年になりました。 

 

出席報告 中武君    ＨＰ報告 吉田君 

■委員会報告      親睦 ●吉田康一郎君 

以前会員でありました倉本さんより「倉本医院開業 10

周年記念ゴルフコンペ」開催の案内が届きました。 

また今後再入会という事もあるかと思いますので皆

で働きかけて参りましょう。 

■ 委員会報告        親睦●日高 邦孝君 

クラブで購入しておりま

した「さどわらんまつ

り･･･」50.000 円のチケッ

トを使いましての懇親会

を予定しております。24

日のガバナー公式訪問終

了の夜に場所は永野君の

お店クロスにて会費 1 人￥3.500 です。再度案内をし

ますので全員の参加でお願いします。 

■クラブ協議会   ●  押川弘巳ガバナー補佐 

 

クラブ協議会といいますと私のクラブは例会とは

別に夜各委員長を集めて行いますので例会の中で

のクラブ協議会には少し戸惑います。今回田中ガバ

ナー年度のガバナー補佐として着任いたしました

が、これは中部分区から 9 年に 1 度回って来る順番

として受けたものです。ガバナーは 2 年毎に鹿児島

と宮崎で交代に出していますが宮崎は北・中央・西

部･南部と４つの分区から交代で出すという事には

なっています。が日南は 3 クラブ合わせても 50 名

に満たないという事でマンパワーが足りないとい

う理由で実際は 3 分区から出している状況です。 

私も色々と忙しいという事を理由にお断りしてい

たのですが、2017－2018 年度のガバナーを今回お

引き受け致しました。今年度はガバナー補佐をお引

き受けした後に体調を壊してしまい 1 ヶ月ほど入

院しておりました、これまで病気知らずで来たもの

ですから少々慌てはしましたがお陰で体重の方は 7

～8キロ落ちましたので今後も摂生して行きたいと

思います。地区大会で行う各クラブ紹介をする際に

クラブの特徴を読み上げ最後に参加人数も紹介し

ますから余り少なくないほうがよろしいかと思い

ますので出来るだけ多くの参加をお願い致します。

ＲＩ会長のゲイリーホアン氏の方針が対外的に広

く全世界に知らしめて行きたいという事ですから

ロータリーday を設定して欲しいという事です。北

クラブとしては「祭り宮崎」にブースを設けバッジ

を配りながらポリオ募金を行い半日で 8 万ほど集

まりましたので合わせて 15 万円にして既に地区に

送りました。これでクラブ表彰をして貰えます。こ

のロータリーday はどの様な時に行うかと云いま

すとﾋﾟｸﾆｯｸやﾊﾞｰﾍﾞ Q・ｲﾍﾞﾝﾄやｺﾝｻｰﾄ・ﾚｾﾌﾟｼｮﾝや食

事会等と言うことです。西都 RC は 11 月 22 日 30

周年記念の前日に音楽界を行う際にロータリーday

を行うそうです。岩切パストガバナー補佐が言われ

ておりました合併論と言うのは心して慎重に進め

る方が賢明かと思います。また今後は奄美からから

もガバナー補佐の選出が行われますので費用も相

当掛かって来ます。この様な事も踏まえてガバナー

補佐への費用支援問題解決に努力して行きたいと

思います。IM についても計画を進めております元

RI 会長の田中作次氏をゲストにお招きする予定で

すからこの機会にお会いしてお話等して頂くとロ

ータリー理解も更に進むと思います。こちらにも多

くの参加をお願いします。中部分区で 25 名以下の

クラブが佐土原を含めて 3 クラブあります。衰退し

ていくクラブの特徴としてクラブがサロン化して

しまい横の繋がりが薄すいという特徴があります。

ロータリーはやはり勉強会も必要ですし色々な努

力が必要になりますが原田会長の下、皆様で何とか

25 名には増やして頂けると思いますから是非頑張

って下さい。来年の 6 月までに後 3 回は訪問します

のでひとつ宜しくお願い致します。 

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 


