
  第 1356 回例会 平成 27 年 6 月 24 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.）  4 つのテスト唱和                 

4.）会長の時間 

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.）年度末懇親会 

  ■原田会長・長倉幹事～退任挨拶 

10.）＜ＳＡＡ次週新年度 7 月 1 日例会案内＞ 

  ■日高会長・林幹事新任挨拶 

   ☆7 月のセレモニー  理事・役員会 

11.) 点     鐘 

第 1355 回例会記録 平成 27 年 6 月 17 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 1355回の例

会です。 

一昨日は宮崎ウェル

シティーホテルで私

の年度は最後の会

長・幹事会がござい

ました。新・旧合同

の会で 40名以上の参

加でした。押川ガバナー補佐より資料が配られました

のでその内容を報告します。次年度の野中ガバナーも

やはり会員増強を強く望まれております。9 月の第一

例会のガバナー公式訪問の際には全員出席と配偶者

の同伴を望まれております。10月に地区大会～ＩＭ～

ライラと大きな行事は続きます。次年度ＩＭは分区ご

とに行うという事で西都がホストクラブです。今年度

ＩＭの収支報告もありました、総収入＝3,460,000 円

総支出＝3,711,006 円残金＝147 円と 

言う事です。今日は各委員長さんに 1年間の活動報告

としてお話しをして頂きたいと思います。さきほど小

牧君よりＳＡＡについて質問が御座いましたのでこ

れも後ほど太田君より説明をして頂きます。 

＜次期ガバナー補佐より挨拶文を掲載します＞  

 この度、はからずも次期ガバナー補佐を拝命いたし

ました。当宮崎県中部分区は宮崎市を中心に二市 5町

1 村人口 50万人余りの地区に９のクラブがあります。 

クラブの会員総数は、当年 3 月末で 460 人余り、女性

会員は 40人で 8.7％です。今年度の課題は引き続き会

員増強ですが、去る 5 月 23 日延岡での「会員増強セ

ミナー」で皆さんが言われた事が印象に残りました。 

１、 クラブ会長の会員増強に対する強い意思。 

２、 新会員並びに若い人々の推薦を重視する。 

次に間近に迫った公式訪問についてです。当分区は 9

月 1日～15日です。今年の公式訪問は例年と違い、野

中ガバナーエレクトは次の事を望んでおられます。 

１、 全員の出席を希望されています。 

２、 配偶者の皆様に出席して頂くこと。 

３、 来年 5 月 8 日～6 月 1 日国際ロータリーソウル大

会に地区よりご出席頂くよう各クラブ共よろし

くお願い致します。「ＭＡＲＳ」終息次第で・・ 

更に 10月 16日～18日延岡での地区大会に出来る限り

の出席をお願い致します。「内容を中略させて頂きました。」 

        ＊次期ガバナー補佐 橋口 正樹 

■幹事報告         幹事●長倉祐一郎君 

＜文書案内＞ 

＊全クラブＷＥＢ更

新用ログイン情報の

ご案内 

クラブのＷＥＢアド

レス 

＝

htt://web/ri2730/0r

g/sadowara 

ログインＩＤ＝sadowara 

パスワード＝cru1jgto 

＊ 国分ロータリークラブ～電話番号変更のお

しらせ 0995－50－3704（ＦＡＸ兼用） 

＊ 次年度広報・公共イメージ部門クラブ委員長

会議のご案内～日時 平成 27 年 7 月 18 日 

場所 都城 メインホテル ４Ｆきりしま 

登録料 ￥2.000 （昼食含まず） 

■出席報告           ●籾田 直樹君 
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会員数＝26 名（免除 2 名） 出席率＝84.0％ 

出席数＝19 名 メイク＝２（日高・荒武） 

欠席届＝7 名 修正～率＝87.5％ 

 

出席報告 籾田君     ＨＰ報告 宇治橋君 

■ハッピーＢＯＸ披露    ●宇治橋 信雄君 

＜財団へ＞ 

● 岩切正司君～やっと＄1,000 になりました。 

■ 各委員会 1 年間の活動報告 

 ●クラブ管理運営委員会   林 厚雄君 

1 年間委員長を務めさせて頂きました。言い訳は致し

ません。何も出来ない委員長の 1 年でした。次年度は

ベテランの藤堂君が委員長なので期待したいと思い

ます。次年度の話をこの場を借りてさせて頂きます。

ロータリーでもデジタル化が進んでおります。地区は

勿論ですが国際ロータリーＷＥＢにもお一人お一人

がアクセスし最新情報を得ることが出来るようにな

りますから是非手続きをして世界と直に繋がって下

さい。次年度の各委員会も皆適役に就いておられます

ので皆さんの活躍を楽しみにしております。私自身は

幹事としての職務を出来る限り全うして参りたいと

思っています。どうぞよろしくお願い致します。 

    ●クラブ広報委員会  藤堂 孝一君 

一番近い活動で言います

と 5 月に都城で行われま

した「新会員研修会」に田

邉副委員長と新会員 6 名

総勢 8 名で参加した事で

すが、中部分区 9 クラブの

中で参加が 3 クラブでそ

の中でも佐土原から 8名で参加できた事は良かったと

思います。この会議でとられていた方法を佐土原でも

実践すると良いと思いました。第 5 回クリスマスバレ

ーボール大会の記事は「ロータリーの友 5 月号」に掲

載されましたので参加 5小学校の指導者にお届けしま

した。次年度からＳＡＡがクラブ管理部門に入りまし

た。ロータリーは例会が 1 番大事であるという事から

です。明るく楽しい雰囲気の中に緊張感のある例会に

して頂けると良いと思いますのでどうぞ次年度ＳＡ

Ａのお二人よろしくお願い致します。 

 

 

 

 

   ●ロータリー財団委員会 郡司 武俊君 

今年度は地区補助金プ

ロジェクトとして「宝塔

山公園」に御衣黄桜の樹

木 15 本の寄贈が出来ま

した。植樹式典の様子は

取材に来て頂き宮日新

聞にも掲載されました。

次年度 7 月号のガバナ

ー月信にも掲載依頼をしております。次年度も古田神

社への同じく寄贈が決まっておりますので又皆様の

ご協力をお願い致します。財団への寄付は今年度正岡

君と岩切君が各＄1.000 して頂きました。正岡君は今

回でメジャードナー１の称号を頂きました。記念品等

届きましたら披露して頂きたいと思います。先日の 14

日日曜日は指宿ロータリークラブ 50 周年祝賀会でし

た、梶田君と共に前日土曜日から行って参りました。

ご存知と通り天候は大荒れで一時は心配しましたが、

無事行われました。式の流れ、講演、祝賀会等に参加

し、2 年後の佐土原クラブ創立 30 周年記念式典・祝

賀会に向けて色々な点で大変勉強になりました。 

   ●会員増強委員会   吉田 康一郎君 

原田年度は先ず武政君の入会がありました。次にｻﾝﾎﾃ

ﾙフェニックス支配人、上入佐君の後任としてシェラ

トン・グランデ・オーシャンリゾート総副支配人の籾

田君を迎えることが出来ました。そして武政君の紹介

で 4 月には内藤君、小牧君、宇治橋君と一度に 3 名の

若い皆さんが入会されました。30 名まであと 4 名で

す。会員数 30 名は長年佐土原クラブの目標会員数で

すから頑張りましょう。せっかく籾田君が 5 階のこの

素晴らしい会場を用意してくれておりますから、来年

も再来年もこの会場で例会が出来るように努力しな

ければいけないと思います。次年度は太田君が委員長

という事ですから大いに期待できると思います。 

今年度以上の協力を皆さんお願い致します。 

    ●ＳＡＡ      太田 忍君 

ＳＡＡは会場監督とい

う事で例会の時間配分

に一番神経を使います。

オーバーしてもいけな

いし余ってもいけない

という事です。例会司会

進行、入退場許可、私語への勧告、ＢＯＸの管理、等

が主な役割です。 

司会進行役は今年度殆んどサブのひばり野君に任せ

ました。次年度は何の心配も無く立派に務めてくれる

と思いますのでどうぞよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

メモ 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。 

5.  


