
第 1331 回例会 平成 26 年 12 月 3 日(水) 

＜今日のプログラム＞ 

1.）点      鐘 

  ♪国家斉唱 

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  

 ♪12 月のセレモニー♪  

8.）フォーラム  「会員増強状況報告」 

9.）＜ＳＡＡ次週例会案内＞ 

   会員卓話「大久保貞子君」 

10.) 点     鐘 

第 1330 回例会記録 平成 26 年 11 月 26 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 1330回の例会です。 

先週は西都ロータリーク

ラブの 30 周年式典・祝賀

会が行われ当クラブから

も 14 名の登録で参加し

て参りました。クラブ紹

介が御座いましたが皆で

元気に手を上げて、元気で明るく楽しいクラブをその

ままアピール出来たのではないかなと思います。前日

には西都クラブロータリーday と言うことで音楽祭が

行われ、幹事の上田さんのお嬢さんも演奏者としてフ

ルートを演奏出演されました。その他にも大変素晴ら

しい演奏の数々があり大盛況・大成功だったのではな

いかと思います。当クラブからも 4 名、全員が夫人同

伴での参加で非常に良かったなと思いました。佐土原

も 30 周年に向けて実行委員会を立ち上げるようにと

山脇名誉会員からアドバイスを頂きましたので私の

年度中の立ち上げようと思います。今後も他クラブの

周年行事も参考にしながら、準備を始めたいと思いま

すので皆様のご協力をお願い致します。では、ここで

梶田君にバトンタッチして福島、会津若松に行かれた

時のお話をして頂こうと思います。 

 

梶田與之助君 

皆さん 今日は、先 日

23.24 日は愛宕神社火祭

りに起こし下さいまして

有難うございました。宮

司に成り代わりましてお

礼申し上げます。西都RC

の 30 周年にはこちらの

準備も御座いましたが、

宴たけなわの中でしたが

途中退席致しました。毎年行われている業界の全国干

支の会が今回は福島で行われましたので行って参り

ました。東京→郡山へ入り高速を経て到着しましたが、

標高 1819ｍの会津磐梯山を観たときにはやはり良か

ったなぁと思いました。旅館も素晴らしい所でした。

しかしやはり原発の影響で福島の農家さん達の現状

は非常に厳しく胸の詰る思いでした。今後も応援して

行きたいと思います。 

■幹事報告         幹事●長倉祐一郎君 

＜文書案内＞ 

＊ 「私のロータリーモ

ーメント」発表の原稿依

頼 

＊ 佐土原 RC 事務所備

品プリンター買い替えの

承認 

＊ 2013－14 年度「一般

社団法人ロータリーの友事務所」事業報告書 

＊ ポリオプラスバッジ 100 個追加注文「クリスマス

バレーボール大会用として」パンフレット 200

枚・ポスター2 枚は無料との事。 

■出席報告           ●上入佐辰也君 

会員数＝24 名（免除 2 名） 出席率＝    ％ 

出席数＝18 名 メイク届＝3 名 

欠席届＝6 名 修正～率＝78.2％ 

■ハッピーBOX 披露       ●大久保貞子君 

＜30 周年基金へ＞ 

● ひばり野隆春君まみ子さんご夫妻～結婚記念月お

祝いありがとうございます。11 年目を迎えました、

これからも宜しくお願いします。 
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委員会中間報告 クラブ広報委員長 ●藤堂孝一君 

広報委員会として中間

報告と言いますか、来月

のXmasカップ杯の広報

を計画しています。又、

今日の週報にも掲載し

ました友の情報を少し

ずつでも取り上げてい

きたいと思います。又フ

ェースブックの活用についてもロータリーの情報を

どんどんＵＰしていく予定です。今週の土曜日 29 日

はＲＣの勉強会が計画されていて参加の予定ですが

皆さんに少しでも情報が得られれば良いかなと思い

ます。 

      奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員長●荒武義博君 

ロータリーの友 12月号の 22ページにサッカー大会の

記事が掲載されておりますが、12 月 13 日のバレーボ

ール大会にもこのように出来ると良いなと思います

ので参加協力をお願い致します。 

     ロータリー財団委員長●郡司武俊君 

地区補助金ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの佐土原宝塔山への桜の苗木植

樹ですが、苗木の関係もありまして、2 月に予定しお

りますので宜しくお願い致します。 

■ 西都 RC 創立 30 周年記念式典・祝賀会参加報告 

●柳田光寛君 

久しぶりに他クラブの周年記念に参加しましたがや

はり素晴らしいなと思いました。佐土原の 30 周年に

は例会場もシェラトンになっておりますし、皆で素晴

らしいものに出来たら良いなと思いました。 

                 ●武政勝巳君 

金曜日のコンサートには残念ながら参加することが

出来ませんでしたが式典･祝賀会に会場で知り合いの

方々にお会いすることが出来ました。祝賀会では長倉

幹事の隣に座り、今後は負けないよう飲んだり、食べ

たり頑張ろうと思いました（笑） 

                 ●太田 忍君 

当日は親族の葬儀がありま

して、最後まで参加は出来ま

せんでした。佐土原の 20 周

年、25 周年を思い出しなが

ら、又 30 周年に思いを馳せ

ながら参加させて頂きまし

た。素晴らしい式典だったと

思います。 

               ●宮原 建樹君 

私も太田君と同じく、式

典のみの参加になりま

した。仕事の方が大変忙

しくてんやわんやして

おりました。素晴らしい

式典でしたね、佐土原も

30 周年に向けて皆で頑

張って参りましょう。 

＜12 月の例会予定＞ 

12 月 3 日～フォーラム 「会員増強～状況」 

12 月 10 日～会員卓話 「大久保 貞子君」 

■ 12 月 13 日土曜日～ 第 4 回佐土原 RC 

クリスマス杯 

        スポーツ少年団バレーボール大会 

12 月 17 日～夜間例会  「年末懇親会」 

12 月 26 日～会員卓話「吉田 康一郎君・林 厚雄君」 

  12 月 31 日 年末休会 

 
           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。 


