
第 1365回例会 平成 27年 9月 9日(水) 

＜＜本日のプログラム＞＞ 

1.点      鐘      

2.ロータリーソング「我らの生業」 

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.メジャードナー認証品の贈呈～正岡文郁君 

9.委員会報告  

 親睦委員会＝♪9月のセレモニー 

 その他委員会より     

10.ゲスト卓話 

11.ＳＡＡより次週の案内 

 16日＝早朝例会「宝塔山公園清掃 7：30～」 

12.点    鐘 

 理事・役員会 

第 1364回例会記録 平成 27年 9月 2日（水） 

■会長の時間        会長 日高邦孝君 

皆様こんにちは、本日は

ガバナー公式訪問です。

野中玄雄ガバナー、橋口

ガバナー補佐、竹内圭介

地区副幹事をお迎えし

ております。早くから足

をお運び頂き誠に有り

難う御座います。11 時

より別室にて会長、幹事、会長エレクトの 6名で懇談

会を行い貴重なアドバイスを頂戴しました。50分から

は入会 3年未満の会員、女性会員、配偶者代表として

武政夫人、内藤夫人にも参加をいただきました。本当

にありがとうございます。懇談会でのお話を本日はい

くつかに絞ってお伝え致します。延岡東クラブには

「カトレア会」という夫人の会があると言う事です。

延岡で開催された区研修協議会に参加した際に真心

の素晴らしいお接待をして下さったご婦人方がこの

「カトレア会」の皆様だったのですね。会員 50 数名

の会員の奥様全員がカトレア会の会員だと言う事で

す。詳しい会の内容は後日文書にて説明させて頂きま

す。月に 1回例会を行い懇親を深めながらロータリー

の勉強をしてクラブの補佐的な働きも担って頂いて

いるそうです。お話を聞きながら我々佐土原ＲＣにも

導入したら非常に良いのではないかと感じました。今

後皆様と検討しながら前向きに取り組んで行きたい

と思います。会員増強につきましても具体的にアドバ

イスを頂きました、単独で動くよりも 2～3 人でチー

ムを組んで動くことがあらゆる面で有効ではないか

というお話しも頂きました。メイクアップの必要性に

ついても御聞きしました。先輩会員が同行して新会員

のサポートをする事も必要だと再度認識致しました、

他のクラブを見ると言う事は大変勉強になり自クラ

ブの積極的な活動への参加にも繋がると言う事です。

クラブ目標の 30 名という人数は決して難しくは無い

と思いました。会長自身が会員増強本部長となり日々

新会員候補のリストを見ながら号令、指示を出しなが

ら導いて行く事が一番大事だと言う事も言って頂き

ました。目標を全員で同じ意識を持って取り組む事が

一番大事な事だと思いますので今後も引き続き頑張

って参りましょう。 

■ 幹事報告          幹事 林 厚雄君 

＜文書案内＞ 

＊西都ＲＣより＝宮崎県

中部分区ＩＭのご案内 

  日時 11 月 7 日（土） 

西都市 ウェディングパレ

ス敷島にて開会・講演～

１４：３０～16：50 懇親会

～17：00～19：00 パネル

ディスカッション「これから

のロータリー」に対する質問・意見を決めて提出の依頼も

来ております。 

  全員登録￥2.000×26名 懇親会￥3.000 参加者 

＊地区クラブ研修委員長＝ＣＬＰ導入についてアンケート 

 当クラブは 2006-2007年度に導入済と提出しました。 

＊10月の地区大会は 15名の登録と 7名の記念ゴルフ大

会参加で登録しました。登録料・ゴルフ参加費の 17 万円

を 9月 2日までに送金します。 

＊2014-15 年度の地区収支決算報告の各種資料が届き

ましたが承認・不承認の回答書提出の依頼がありますの

で来週の理事会議題にあげたいと思います。 

         2015～2016        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：日高邦孝  副会長 ：岩切正司    RI2730地区ガバナー 野中 玄雄 

          幹 事：林 厚雄  会 計 ：竹下 隆   中部分区ガバナー補佐  橋口 正樹 

          事務局：吉野由里子 会報委員：荒武義博 RI 会長テーマ世界へのプレゼントになろう 

          例 会 場：ｼｪﾗﾄﾝ･ｸﾞﾗﾝﾃﾞ･ｵｰｼｬﾝﾘｿﾞｰﾄ 5F 2730地区テーマ『奉仕は力！活かそう例会』  

          例会場住所：〒880-8545宮崎市山崎町浜山 クラブテーマ『』 

          例会場 TEL :0985-21-1133・FAX 0985-21-1024     

          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 

世界へのプレゼントに

なろう 

 



＊指宿ＲＣ＝クラブ創立 50周年記念誌 2冊の送付あり。 

＊バギオ便りナンバー５０が届いております。 

＊中部分区９クラブの会員手帳届きました。本日お手元

にお配りしております。 

＊地区役員の永野君へ９月２６日（土）開催「地区拡大・増

強部門会日への案内がきております。出欠の提出をお願

いします。 

■地区幹事挨拶   第 2730地区副幹事●竹内圭介君 

 

■出席報告            籾田 直樹君 

会員数 26（１） 出席数 21名 出席率 84.0％ 

免除会員 1名 欠席数 5名 メイク  0   

 

ハッピーBOX披露       柳田 光寛君 

＜ニコニコへ＞ 

●藤堂 孝一君～野中ガバナーをお迎えして。 

●柳田 光寛君～野中ガバナーをお迎えして。 

●村上  實君～ガバナーをお迎えして、公式訪問 

オメデトウゴザイマス。 

●＜財団へ＞ 

●岩切 正司君～野中ガバナーをお迎えして。 

●梶田 與之助君～ガバナー・ガバナー補佐を 

公式訪問にお迎えして。 

■ ガバナードレス 

2730地区ガバナー ●野中 玄雄君 

＜＜各クラブ宛に改めて原稿送付頂けるとの事にて

後日掲載させて頂きます。＞＞ 

 

 
        集合写真 

◎2015-16年度野中玄雄ガバナー公式訪問記念写真 

■ クラブフォーラム 

 ●田邉揮一朗君＝＊代読 幹事林厚雄君 

▲題目 「ふるさと自慢、クラブ自慢」 

● 武政 勝巳君 

 
武政令夫人    内藤令夫人 

▲題目 「こうすれば、会員増強？」「どうすれば出

席率アップ？」        吉田 康一郎君 

▲題目 「家族に、職場に、ロータリーメッセージ！」 

   ＜＜各原稿は別紙掲載させて頂きます＞＞ 

■   野中玄雄ガバナーより総評 

 



どうもお三方ありがとうございました。素晴らしいご

意見を発表して頂きました。先ず「ふるさと自慢、ク

ラブ自慢」の田邉揮一朗君、本日はお仕事の都合で欠

席ですが本当に素晴らしくまとめて下さいました。又

読み上げる幹事さんが非常に心のこもった愛情に溢

れた代読でクラブの温かみがヒシヒシと伝わって参

りました。原稿最後にありました「自分を磨くロータ

リーであり佐土原ロータリークラブは自分で磨かず

とも自ずと磨かれていく」という言葉が非常に心に残

りました。これこそがロータリーの「奉仕するもの最

も多く報われる」であります。そして「こうすれば、

会員増強？」「どうすれば出席率アップ？」について

発表していただきました武政勝巳君、先ほど将来の会

員増強の達人と申し上げましたが、もうシッカリとロ

ータリーの真髄を捉えていらっしゃいますね、正しく

ロータリーの目的が何であるかと言う事を皆でシッ

カリと共有する事が大事な事です。「四つのテスト」

の本意等を申し分なくきちんと捉えておられます。 

皆様方にはロータリーの出席はマナーであると言う

事をお忘れなき様にお願い致します。欠席の続いてい

る会員さんに「大丈夫ね？」という温かい声掛けが出

来るかと言う事が最も大事だと思います。会員増強の

達人よりも声掛けの達人になる事が大切かと思いま

す。そして吉田康一郎君の「家族に、職場に、ロータ

リーメッセージ！」もさすがロータリー暦 20年のベ

テランだけあって素晴らしいご意見でした。ロータリ

ーは宝だ！という正にロータリーの真髄のエッセン

スの部分を伝えて頂き感動致しました。ロータリーメ

ッセージの届け方には様々な方法があります。例会曜

日には社長のデスクに「○曜日はロータリー例会です」

というメッセージを置いて社員へのメッセージを送

っているという事もお聞きしております。またハッピ

ーＢＯＸは家族に絞り、その都度奥さんや子供たちに

報告しているという方もいらっしゃいます。各家庭、

職場でよりよい伝え方を工夫して頂けると良いかと

思います。最後に是非奥様方の会を立ち上げて頂くこ

とをお願い致します。佐土原クラブに相応しい名前を

付けて頂けると良いのではないかと思います。佐土原

の花は紫陽花だと言う事ですから例えば「紫陽花クラ

ブ」等と付けて創立 30周年に向けて活動を始めてい

ただけると力強いサポートが受けられると思います。 

 

 
  新会員・女性会員・奥様参加の懇談会 

 
        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。 


