
第 1333 回例会 平成 26 年 12 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』 

3.）4 つのテスト                  

4.）会長の挨拶    

5.）幹事報告      6.）出席報告 

7.)ハッピーＢＯＸ披露 

8.）委員会報告  

9.）年末懇親会 

10.）＜ＳＡＡ次週例会案内＞ 

   会員卓話「吉田康一郎君・林厚雄君」 

11.) 点     鐘 

第 1332 回例会記録 平成 26 年 12 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 1332 回の例会

です。 

本日は特にお話は用意

しては御座いませんが、

ＩＭ・ライラの締切り

が迫っております。Ｉ

Ｍは全員登録ですが、今年度は懇親会が開催されると

いう事でこちらへの参加要請が人数指定で来ており

ます。 

ライラに関しましては 1泊 2日の研修生の要請があり

ます。1 名はフェニックスグループさんより参加の研

修生が決まっておりますが他に皆様からも会社幹部

候補の社員など出して頂くと大変良い体験になると

思いますのでどうぞお申し出下さい。13 日土曜日に開

催する「佐土原ＲＣクリスマスカップスポーツ少年団

バレーボール大会」と来週 17 日水曜日のお昼のゴル

フコンペと夜の年末懇親会ついて吉田君の方からこ

の場で話して頂こうと思いますので吉田君にバトン

タッチ致します。 

 ●吉田康一郎君 

バレーボール大会につきましては、13 日佐土原西小学

校に生徒達の集合時間が 8時になっておりますので少

し前にお集まり下さい。開会式が 8 時半からです。体

育館は冷えますのでスリッパをご持参下さい。試合会 

場は 2 箇所、男子が広瀬小学校に移動しますが 16 時

を目処に西小学校で閉会

式を行います。兼ねてか

ら計画しておりました様

に参加チーム児童･ご父

兄の皆様に向けてポリオ

プラスの募金活動を行い

ますが、スポ少会長より

閉会式時にはポリオプラ

スバッジを生徒に付けさせて行いたいという事です

から開会式前にバッジと寄付金の受け渡しも御座い

ます。お手伝いをお願いしたいと思っております。開

会式・閉会式共になるべく多くのご参加をお願い致し

ます。17 日水曜日には佐土原ＲＣゴルフコンペを行う

ことになりました。今のところ 4 組 14 名の参加の予

定です。国際ゴルフ場にて朝 8:45 分スタートです。

コンペとしての参加費は集めませんので賞品は 1 人 1

品持ち寄りでお願い致します。メンバーは原田会長･

長倉幹事･日高君･ひばり野君･太田君･荒武君･柳田

君･武政君･林君･大久保君･上入佐君、柳田君が 2 名、

武政君が 1名と私が 1名の友人をお誘いしております。

夜の懇親会にもお誘いする予定でおります。会員増強

にも繋がる様にと行うゴルフコンペです。外部の方の

参加があると思います佐土原クラブの明るく楽しく

雰囲気が伝わるように皆様のご協力をお願い致しま

す。 

■幹事報告        次期幹事●林 厚雄 

＜報告事項＞ 

以前この場で承認を頂

きましたが、事務所の

プリンター新しく購入

設置が出来ました。 

＜文書報告＞ 

＊ロータリー勉強会第

6 回開催の案内 

 日時～平成 27 年 2 月 4 日 18:30～20:30 

 場所～ホテルマリックス ラグーン 1 階 

 費用～参加費 500 円 食事代 2.200 円 

＊第 2 回 地区研修セミナー開催の案内 

 日時～2015 年 2 月 22 日日曜日 

         2014～2015        国際ロータリー第 2730地区 

         週報 佐土原ロータリークラブ 
          会 長：原田宗忠  副会長 ：日高邦孝    RI2730地区ガバナー 田中 俊實 

          幹 事：長倉祐一郎 会 計 ：竹下 隆   中部分区ガバナー補佐  押川 弘巳 

          事務局：吉野由里子 会報委員：藤堂孝一   RI会長テーマ  ロータリーに輝きを 

          例 会 場：サンホテルフェニックス     2730 地区テーマ   

          例会場住所：宮崎市大字塩路浜山 3083番地  クラブテーマ『ワン ブリング ワン』 

          例会場 TEL :0985-21-1313・FAX 0985-21-1347    

          事務局住所：宮崎市佐土原町下田島 11703-18 TEL0985-62-7833 FAX0985-62-7877    

RI テーマ 

ロータリーに輝きを 

 



 場所～メインホテル 5 階・メインホール 

 登録費 1 人￥3.000（昼食･資料代含む） 

＊ 月信原稿寄稿のお願い～クラブ会長へ 

＊ 書き損じハガキ等回収報告について 

＊ 会長エレクト報告、クラブ状況報告のお願い 

＊ メールによる次年度役員報告について 

＜文書案内＞ 

■出席報告           ●中武幹雄君 

会員数＝24名（免除 2名） 出席率＝81.81％ 

出席数＝18 名 メイク届＝0 名 

欠席届＝6 名 修正～率＝81.8％ 

 

■ハッピーBOX 披露       ●太田 忍君 

＜30 周年基金へ＞ 

● 上入佐加奈さん～12 月誕生祝いありがとうござ

います。皆様も素敵なクリスマスを迎えてくださ

い。有難うございました。 

● 林 初子さん～12 月誕生祝ありがとうございま

した。17 日の懇親会にはお世話になります。 

● 吉田洋子さん～12 月誕生祝有難うございました。 

● 郡司小百合さん～12 月誕生祝い～いつも有難う

ございます。最近物忘れがひどく、2 人で人の名

前を必死に思い出す毎日です。そのうち主人の事

も忘れてしまったりして・・・・（笑） 

● 柳田光寛君～12 月誕生祝ありがとうございます。

四捨五入すると 50才、見た目よりも若いんです。 

● 藤堂孝一君真由美さんご夫妻～今年で 35 回目の

記念になりました、早いものですね！ロータリー

で祝って頂きありがとうございます。 

＜財団へ＞ 

●岩切 正司君～例会出席に励みましょう。 

■会員卓話 

             ●大久保貞子君 

皆様こんにちは、私が佐

土原ロータリークラブに

入会してもう 4 年になり

ます。今年度は岩切さん

とプログラム委員をさせ

ていただいておりますが、

岩切さんに頼りっぱなし

で何もしておりません、申し訳ないなと思っておりま

す。今の仕事を始めて 34 年になりますが 19 才から今

の仕事を始めるまでに数箇所の職場を経験しました。

当時長く勤められなかった自分の事をマイナスに捉

えていた時期もありましたが結果的に全て今の仕事

に繋がり、お客様としてご縁が続いている事に感謝と

共に人とのご縁の大切さを強く感じております。34

年お店を続けていると親子2代で来て下さる様になる

お客様もいらっしゃいます。大変ありがたく嬉しい事

です。ここ 1 年自分の体力と年齢と色々なことを考え

て悩んでいました。ですが、やはり身体の続く限りは

頑張らせて頂こうと考えています。消費税のアップに

伴い支払いの額は上がりますが、料金を上げることは

出来ませんので家賃の安い店舗への移転も考えてい

るところです。人を雇うと言う事は大変な事ですよね、

皆さんはどうしていらっしゃるのか聞かせて頂きた

いと思っています。私の仕事は皆様方のお仕事が良く

ならないと良くはなりませんのでどうぞ、皆様には頑

張って頂いて（笑）これからもお越し頂きたいと思っ

ております。今後も皆さまと共に頑張って参りますの

で、ご指導の程どうぞ宜しくお願い致します。 

■ショートＳＰ         ●上入佐辰也君 

この度私の一身上の都合によりまして、この会社を退

社することに致しました。今後のことも含めて色々と

考えた結果、故郷の鹿児島へ帰る事に致しました。来

週の懇親会が最後になります。短い期間ではありまし

たが皆さん誠に有難うございました。後任の籾田と共

に参加致しますので宜しくお願い致します。 

              ●岩切 正司君 

「蓮光寺」でホームページ

を作成しておりますが手

を加えなくても良いよう

に作っているのですが、1

度ではなかなかヒットし

ない事もあるようです。ど

うぞ皆様「佐土原・蓮光寺」で検索をしてみて下さい。

宜しくお願い致します。 

☆ 第 4 回佐土原ＲＣ杯 

スポーツ少年団バレーボール大会の様子 

 
      
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。 

 


