
第 1337 回例会 平成 27 年 1 月 21 日(水) 

＜今日のプログラム＞ 

1.）点      鐘 

2.）♪ロータリーソング「手に手つないで」                  

3.）会長の挨拶   

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.）新年バザー懇親会 

9.）＜ＳＡＡ次週 28 日例会案内＞ 

  会員卓話「田邉揮一朗君･林厚雄君」 

10.) 点     鐘 

第 1336 回例会記録 平成 26 年 1 月 14 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 1336 回の例会

です。 

今月はロータリーの

「理解推進月間」とな

っております。皆様に

もロータリーの知識を

深めて頂き一般の方へ理解を広めて行こうと言う月

間であります。私も勉強しようと思い少し調べ物を致

しましたので今日は各委員会向けの資料を用意して

参りましたので委員長さんへお配りします。各委員会

活動の参考にして頂けたらと思います。代表して SAA

さん親睦さん一部読んで頂けますか？！お願いしま

す。〈SAA 具体的職務内容＞･例会の司会進行・例会場

への入場、退場許可、開門、閉門、早退、遅刻の承認

や拒否、・私語に対する警告･卓話の時間励行･会場の

秩序を乱す行為に警告と退場命令･会場の設営・テー

ブル配置座席の指定･ニコニコ BOX 管理とその募金

状況の報告等です。＜親睦委員会具体的活動＞例会に

おいて会員同士の親睦を深める活動～・年齢間のギャ

ップを融和する・新入会員の融和を図る･座席の固定

化を防ぐ・テーブルマスターを配置する・名札をつけ

るように配慮する・週報にクラブ催しや会員への情報

を提供する・会員の健康や慶事に留意しそれに対処す

る・他～ 

ありがとうございました。この様な資料なども活用し

て頂きながら各委員会で会合を開いて頂き今年度の

目標達成の為の具体的活動予定を立てて頂きたいと

思います。また、夜は中々難しいという委員会につき

ましては再来週の会長の時間を使って全員での意見

交換も考えております。各委員長さんは議題を決めて

おいて下さい。 

■幹事報告        幹事代理●林 厚雄君 

＜報告事項＞ 

＊米山記念奨学会～

2014 年度下半期普通寄

付のお願い、2015 年 1

月~2 月末までの早い時

期にご送金下さい。前年

度と同額以上のお願い。 

＊中部分区会長･幹事会

のご案内～日時 2 月 12 日（木）１８：３０～ 場

所 旅館小戸荘 

■出席報告           ●中武幹雄君 

会員数＝24 名（免除 2 名） 出席率＝78.2％ 

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       ●日高 邦孝君 

＜30 周年基金へ＞ 

● 正岡文郁君～満 79 歳になります。もうしばらく

はおらせていただきたいと思います。 

● 荒武義博君～21 日の新年バザーに出席出来ませ

ん。申し訳ありません。バザーの売り上げにして

下さい。 

● ひばり野まみ子さん～1 月のお誕生祝いありがと

うございます。今後とも宜しくお願いします。 

● 竹下淳子さん～素敵なお花をありがとうございま

した。毎年お祝い頂き申し訳ありません。 

● 田邉揮一朗君～きれいなお花をありがとうござい
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ました。玄関に飾ったらパッと明るくなりました。 

■ ショート SP          ●武政勝巳君 

 2 月 11 日に開催する「第 10 回島津太鼓フェス

ティバル」の紹介をさせて頂きます。 

日時 2 月 11 日（水）建国記念日 

場所 宮崎市佐土原町文化センター 

ステージの部 会場 12:30 開演 13:00 

出演～鹿児島県垂水市たるみず飛龍太鼓保存会 

   MDF   佐土原久峰太鼓 

   橘太鼓響座  吹上青松太鼓保存振興会 

   ロック太鼓  梅野太鼓 

出展･展示の部 11:00～17:00 

全席自由･500 円飲食券付･1.500 円 

同時開催～佐土原と島津との歴史を学ぶ 

「島津パネル展」物産販売・飲食コーナー 

お楽しみ抽選会等 

当日はどうぞ足をお運び下さい。チケット購入の

方もお申し付け下さい。 

■ 委員会報告     親睦委員会 ●日高邦孝君 

来週の懇親会につい

てご案内させて頂き

ます。まず、会費で

すが・・バザー購入

でも負担して頂きま

すが今回も前回同様

に会員が 5.000 円ご

家族 3.000 円と致します。バザーの品物のご協力

も同じくお願い致します。 

写真       親睦委員会 ●吉田康一郎君 

長期欠席が続いてい

る会員さんについて

皆さんも色々働きか

けをして頂いており

ますが、紹介者の太

田君にお任せすると

いう事に致しました。

親睦副としまして、先ほど日高委員長に補足させ

て頂きます。既に歯車会参加者の候補を 15 名程

挙げております（笑）都合の悪い方はお願いしま

す。 

■ 籾田直樹 新入会員ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ紹介 

 

生年月日～S46 年 2 月 6 日生まれ 

職業分類～サービス業･ホテル 

ｼｪﾗﾄﾝ･ｸﾞﾗﾝﾃﾞ･ｵｰｼｬﾝﾘｿﾞｰﾄ 副総支配人 

家族～妻（弥生さん）・長男 結婚記念月～3 月 

趣味～ドライブ 

今後お仲間として皆様で盛り立てて頂けるように

お願い致します。 

■会員卓話           ●荒武義博君 

丁度 21 日～26 日に

カンボジアへ行くこ

とになっております

ので来週 21 日の新

年バザー懇親会には

参加できません、お

詫びとしまして今日

ハッピーさせて頂き

ました。先日 12 日に末っ子の次男坊が成人式を迎え

ることが出来ました。これで 3 人とも無事に成人を迎

えることが出来ました事、改めて皆様にも感謝申し上

げたいと思います。3 人とも幼稚園からずっと参観日

等の行事には参加続けました。しかし今回はいいか

な？！とも考えましたがやはり夫婦で参加して参り

ました。本人も来るなとも言いませんでしたから（笑）

当日は朝から TV 局が取材に来ておりました。何人か

奇抜な格好をした男の子達がいましたら、やはりそこ

に取材が入っておりました。息子も数秒でしたが映っ

ておりました（笑）カンボジアについて諸外国との関

係を下調べして行こうと思い色々と調べました。その

中でアメリカ、ベトナム戦時下で韓国がベトナム人に

与えた残虐行為を初めて知り大変驚きました。慰安婦

の問題で韓国の日本批判がありますので更に憤りを

感じ併せて戦争の恐ろしさを再度改めて認識しまし

た。一昨年横浜のクラブに息子を連れてメイクしまし

た。私達は全国のクラブにメイクできる権利も得てお

りますが帝国ホテルで例会をしている東京 RC にも勿

論メイクすることが出来ます。私が 31 年間勤務した

松下の創設者松下幸之助さんも在籍しておられた事

は聞いておりました、それから何処に行かれるにも松

下の社章とロータリーのバッジの二つを必ず付けて

おられる事も聞いていましたから自身がロータリー

クラブに在籍出来ていると言う事は大変誇りに思っ

ています。スポンサーの太田君のお陰です。心から感

謝しております。いずれ息子もこの佐土原 RC へ入会

出来る事を願っております。今後とも頑張りますので

どうぞ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。 


