
第 1344 回例会 平成 27 年 3 月 18 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 つのテスト唱和                 

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 

  ＩＭ参加者より報告  

9.）会員卓話・財団補助金事業報告「郡司 武俊君」 

10.）＜ＳＡＡ次週 3 月 25 日例会案内＞ 

  夜間例会「観桜会」 18:30～  

  「四季の恵さん」にて 

11.) 点     鐘 

第 1342 回例会記録 平成 27 年 3 月 4 日（水） 

■会長の時間       ●会長 原田宗忠君 

皆さんこんにちは、第

1343 回の例会です。本日

体験例会へお越しくだ

さいました 3名のお客様

を紹介させて頂きます。

内藤鉄矢様、小牧義隆様、

宇治橋信雄様です。本日

はようこそお越し下さいました。最後までごゆっくり

お過ごし下さい。後ほど武政君の方から詳しい紹介を

して頂きたいと思いますので宜しくお願い致します。

今月のガバナー月信で田中ガバナーがこのような事

を述べておられます。 

 「ロータリーは、事業活動の基礎に奉仕の理念を

置 いて経営する職業人の集まりです。自分の職業

に誇りを持ち、社会的責任を自覚します。そしてお

互 いの職業に敬意を払い、対等の立場にたって例 

会・親睦を通じてお互いに学び合い、職業の倫理的 

水準を高めます。そしてそのやり方を同業他社及び 

友人に広げます。奉仕の理念は、個人においても社 

会においてもあてはめ、個人が世界的ネットワーク 

を通じて、地域で、世界で奉仕活動をします。その 

奉仕の理念とは、相手の身になって考え、行動する 

ことです。つまり、利己と利他の調和をはかるとい

うことです。昔の Brief History of Rotary には、奉

仕 の理念とは「他人のことを思い遣り、他人のた

めに 尽くす」と説明されています。ロータリーク

ラブに は、すばらしい人がたくさんおります。そ

の人々と お友達になりませんか。」とありますが、

正しくその通りだと思います。 

5 日（木）に最後のＩＭ実行委員会へ参加して参り

ました。ＩＭとは都市連合会と日本語では表現しま

すが、年に 1 回開催されております。元ＲＩ会長の

田中作次さんもゲストにお迎えし講演をして頂き

ます。その後質問のコーナーを設け、当クラブから

武政君にお願いしてあります。他のクラブはベテラ

ン会員だと聞いていますが武政君は新人を代表し

て分からないことをぶつけて頂きたいと思います。

会議の方は全員登録してあります。12:30～受付開

始ですから宜しくお願い致します。16:30～の懇親

会には 12 名の方が申し込みしていますね、300 名

弱の大懇親会になりそうですね、式典には勿論県知

事もお見えになりますしアトラクションとしまし

ては和太鼓の響座をおゲストに呼びしている様で

すので懇親会参加の皆様には十分楽しんで頂ける

と思います。 

■幹事報告         幹事●長倉祐一郎君 

＜報告事項＞ 

＊再度ご案内致しま

す。新会員の為の地

区研修会の対象者を

申し上げます。先ず

私。竹下 隆君。ひ

ばり野隆春君。武政 

勝巳君。籾田 直樹君の 5 名が入会 3 年未満です。参

加ご検討をお願いします。 

＊第七回ロータリー勉強会のご案内 

 日時 3 月 24 日（火）18:30＾20:30 

 場所 ホテルマリックス 

 参加対象 次期会長 幹事 理事役員等の方 も

っとロータリーの事を知りたい方々。 

 参加費 500 円 食事代 2,200 円 

＊次期クラブ社会奉仕委員長～活動計画原稿作成の

お願い。次年度クラブ運営･活動計画等の原稿作成と

         2014～2015        国際ロータリー第 2730地区 
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提出のお願い。締め切り 4 月 10 日（1000 文字以内） 

＊ライラ実施報告書・研修生配布のご案内。 

＊サンパウロ国際大会ジャパンナイトパーティーの

ご案内 2015 年 6 月 5 日登録料 1 人 23.000 円 

＊各クラブ会員増強計画について～次年度以降のク

ラブ会員増強について、現年度会長、次年度会長、次

次年度会長予定者に幹事を入れて協議し、計画を立て

て下さい。結果を 3 月末までにガバナー事務所へご報

告下さい。 

■出席報告           ●籾田 直樹君 

会員数＝23 名（免除 2 名） 出席率＝78.2％ 

出席数＝18 名 メイク届＝0 名 

欠席届＝5 名 修正～率＝85.7％ 

■ハッピーBOX 披露       ●籾田 直樹君 

＜ニコニコへ＞ 

●梶田 與之助君～3

月結婚記念月～52 回目

の結婚記念になりまし

た。お祝いを頂き有難

うございます。 

＜30 周年基金へ＞ 

●籾田 弥生さん～3

月のお誕生月～きれいなお花を頂き妻が喜んでいま

した。有難うございます。 

＜財団へ＞ 

● 岩切正司君～3 人をお迎えして。 

■委員会報告     財団委員長●郡司 武俊君 

14 日土曜日の 植樹祭

は宝塔山公園へ会員の

皆様は 9:30 集合にて、

正装でのご参加をお願

い致します。 

次年度もこの財団地区

補助金申請を出します。

今度は巨田神社への御衣黄桜植樹で提出致します。 

■ ショートＳＰ         ●岩切 正司君 

ロータリークラブで言

う奉仕とは清掃活動を

したり、桜の木を植え

たり･･この様な事が本

質では無いのですね、

職業を通じて社会に貢

献する。地域に役に立

つ、認められる立派な

職業をする事が奉仕なのです。お客様に何をするのか

と申しますと、ホスピタリティー「お客様満足度を上

げる」という事です。 

自分の職業を磨き上げ地域にお返しする！これがロ

ータリークラブです。どうかお間違えの無い様によろ

しくお願いします。 

■お客様の紹介         ●武政 勝巳君 

 
来年度会員増強委員の武政です。私は太田会員から誘

って頂いて、入会でき沢山の方々と知り合いにもなれ

まして良かったなと思っておりますので本日は 3名の

方を例会にお誘いしました。紹介します。内藤葬祭社

長の内藤鉄矢さんです。私の 1 つ下の後輩、小牧義隆

君、セブン・イレブンのオーナーをされております。 

宇治橋信雄君。宇治橋建設の社長になられます。 

■会員卓話           ●日高 邦孝君 

先週の 7日（土）8日（日）

と 2 日間延岡会場で開

催されました「会長エレ

クトセミナー」ＰＥＴＳ

に参加して参りました。

その前 4 日には会長幹

事エレクトの会議にも

参加して参りました。2

時間程の会議でしたがＩＭの話もされました。参加は

現在 400 名、懇親会は 300 名弱の参加という事です。

ＰＴＥＳは大変勉強になりました。違う切り口から見

る事が出来たという事もありますが、入会後 8 年の歳

月よりもこの 2 日間の方が勉強になりました（笑）会

議では誰一人居眠りする人も無く凄いなと思いまし

た。自己研鑽の場だと理解して皆さん参加していると

言うことを実感しました。次年度のＲＩ会長はスリラ

ンカ出身です。テーマは「世界の贈り物になろう！」

です。この方の理念は「亡くなった後に如何に努力を

した人であったかを語られる人になろう、何を得たか

では無く、何を人に与えたかが大切な事」との事です。

大変感銘を受けました。今後も自分なりに今出来る事

を人の為に続けて行こうと改めて思いました。4,5 年

前に 1 度会長を断っているのですが、あの時お受けし

ていたら違っていたのかなと思います。ロータリーに

はＮｏは無い！と言われますがこう言う事なのだと

思いました。野中ガバナーの話しもガバナー補佐の

方々の話しもあったのですが、基本的にはＲＩ会長の

理念に基づいて活動するという事です。公式訪問は 9

月 2日に決まっていますので基本的に 100％出席でお

願いしますという事でしたので宜しくお願い致しま

す。今回大変良い勉強をさせて頂きましたので、これ

を十分に活かしたクラブ運営が出来るように努力致

しますので皆様の協力をお願い致します。 


