
第 1374 回例会 平成 27 年 11 月 25 日(水) 

＜＜本日のプログラム＞＞ チャリティランチ 

1.点      鐘   

2.ロータリーソング「手に手つないで」 

 ※４つのテスト唱和                 

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～各委員会中間報告 

8.会員卓話  「原田 宗忠君」  

9.ＳＡＡより次週の案内 

 ＊12 月 2 日＝会員卓話「藤堂 孝一君」 

  12 月テーマ「疾病予防と治療月間」について 

  理事・役員会 

10.点    鐘 

第 1373 回例会記録 平成 27 年 11 月 18 日（水） 

■会長の時間      副会長●岩切 正司君 

皆さんこんにちは、本日は

日高会長がお休みと言う

事で先週お受けしており

ました。ロータリークラブ

は新幹線と同じで 1 台 1

台にモーターが付いてお

りますから会長がお休み

でも代理が出来る訳ですね、会長や役職を受けますと

皆さん一生懸命出席に励まれますから中々他～副会

長等に役が回って来ません・・と言う話を良く耳にし

ますが、欠席出来ない事はございませんので安心して

引き受けて下さい（笑）先日山脇名誉会員の病院で受

診に参りました際にロータリーのお話もして頂き先

生の書かれたロータリーの論文を頂いて参りました、

次年度ガバナー補佐の藤堂君にも届くと思います。ロ

ータリーの基礎を築いた創立者シェルドンはシカゴ

ロータリークラブへの入会挨拶でこう述べたそうで

す。「19 世紀の特徴は戦争である商売でも競争である、

20 世紀に入ってからは総じて人間の知識が発達して

知性の光が輝き始めの協調の時代に入った 20 世紀の

商売の基本は協調である。」これはロータリークラブ

の「職業奉仕論」基礎であると思って頂いて良いかと

思います。ポールハリスがシカゴで弁護士事務所を開

く前の 5 年間は色々な職業を経験しました。その後事

務所を開いたシカゴは色々な地域から集まって来た

人達が住む町ですから同郷の人間も居ない！友達も

居ない！・・寂しかったから・・と言う理由がロータ

リークラブを作る根幹だったとも云われています。そ

してロータリーを異業種の集まりにしたのは 5 年間

色々な職業の人達と触れ合った経験と観察の上でだ

と云う事す。シェルドンの職業は百科事典の販売員で

した。大学でも経理学部の教授でした。ですから経営

学・商売には長けていました。人に対して最も良くサ

ービスするものが最も良く報われる、売り上げ・お金

も得て「美徳」を受けるといわれております。「職業

奉仕」という言葉は英語から日本語に訳した言葉です

ますから「サービス」というのを「奉仕」と訳してい

ますが新入会員の皆さんはここを誤解して頂く事の

無い様にお願いしたいのです。あくまでもこの奉仕と

云いますのは「お客様満足度を上げる」という事です、

無償で又は価格を落として技術や労働や商品を提供

する事ではありません！では具体的にどの様な事な

のか・・「おもてなし」と考えて頂くと良いかと思い

ます。皆さんがご自分の職業を通してお客様満足度を

向上させてより良いサービス・又はおもてなしの心を

常に忘れずに接し仕事をする！この事こそがロータ

リークラブの基礎教義としている「職業奉仕」であり

ます。又次年度は会長を務めさせて頂きますがこのよ

うなロータリーの話を沢山して皆さんと一緒に勉強

していきたいと思っておりますのでどうぞよろしく

お願い致します。 

■幹事報告        幹事●林 厚雄君 

＜文書報告＞ 

＊ 延岡東ＲＣ～創立 50

周年記念式典・祝賀会のご

案内～日時：平成 28 年 1

月 23 日（土）受付：14 時

30 分 記念式典：15 時 30

分～17 時 祝賀会：17 時

30 分～19 時 30 分 場所：ガーデンベルズ延岡 

登録料：会員￥10.000 家族：￥8.000 

  登録申し込み締め切り：平成 27年 12月 18日（金） 

＜報告事項＞ 

         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 

 



＊ 次年度地区委員推薦者決定＝原田 宗忠君 希望

委員会～拡大・増強委員会 

＊ 第三期ＲＬＩへの参加登録者＝藤堂孝一君・武政

勝巳君の 2 名の登録済。 

■ 出席報告           ●籾田 直樹君 

会員数 26（１） 出席数 20 名 出席率 88.0％ 

免除会員 1 名 欠席数 6 名 メイク  2 名 

 

■ハッピーＢＯＸ披露     ●吉田 康一郎君 

＜ニコニコへ＞ 

● 荒武義博君～やっと 62 才になりました。あ

と 8 年で 70 才待ち遠しいです。その前に 65

才が早くこないかなぁーラインでのお祝い

メッセージ有り難う御座いました。 

● 梶田與之助君～11 月 28 日で満 76 才です。

これから健康に十分留意して頑張っていき

ます。御祝い有り難う御座います。 

● 梶田規子さん～11 月 18 日で満 74 才です。

月に 1 回の市民の森病院でリューマチの治療

に一泊二日で点滴治療を受けて助かってい

ます。ロータリーの皆様に本日お祝いして頂

き感謝します。 

● 鸙野隆春・まみ子さんご夫妻～11 年目を迎え

ました。毎日楽しく健康で過ごしていければ

と思います。 

● 柳田由記子さん～お祝い有り難うございま

す。５０の大台に乗って○年目、気持ちは 7

掛けで！！ 

● 原田宗忠君～お祝いありがとうございます。

ボケないように頑張ります。 

● 吉田康一郎君～昨日娘の二女が英検２級に

合格しましたので気持ちを表したいと思い

ます。 

● 宇治橋信雄君～お誕生祝い有り難う御座い

ました。大相撲九州場所福岡オープンバス中

州楽しかったです！ 

● 中武幹雄君・ちづ子さんご夫妻～ありがとう

ございました。 

● 中武幹雄君～今年は 69 才になりました。来

年は古希を迎える事になり「光陰流水の如し」

これまでそれなりに元気で居ることが有難

いです。これからも日日大切に過して参りた

いと思います。ありがとうございました。 

● 小牧義隆君～本日 あいにくの雨。ダンロッ

プも開催されます。盛大に行われることを期

待しています。 

＜財団へ＞ 

● 岩切 正司君～例会出席に励みましょう。 

● 荒武 義博君～ＵＭＫでの合同展示会 無事に終

了しました。ロータリーのみなさん本当にありが

とうございました。又来年よろしくお願いします。 

● 宮原建樹君～「お仏壇のきむら杯」で優勝いたし

ました。自分でもびっくりです。 

♪本日は沢山のハッピー披露が出来ました！有り難

う御座います。 

大相撲九州場所体験して。 職場の近況報告について。 

■会員卓話           ●中武 幹雄君 

皆さんごきげんよう！（笑）久しぶりにこの様な場を

持って頂きましてどんな話をしようかと色々と考え

ました。もう 53 年間ずっと続いている同窓会があり

ます。今回古希の祝いを 8月に開催しました。その際

に「記念誌」を作ろうという事になり色々と大変な事

もありましたが携わった多くの仲間と又更に絆も深

まり良い思い出が出来ました。こちらがその記念誌で

す。9 年前に還暦を迎えて古希を迎えるまで何とか無

事に過して来られた事に感謝したいと思います。先日

パリで起きましたテロの

事に少し触れたいと思い

ます。2070 年には人口が

73 億人、内キリスト教徒

31％イスラム教徒が 23％

になると云われておりま

す。今後日本がテロの標的

にならないと言う事は決して無い訳ですから我々日

本人も深刻に受け止め考えて行かなければならない

事だと思います。私の職業であります保険に関する事

を少しお話し致します。資料見ながら聞いて下さい。

＜身の回りのリスク＞大きく分けると 4種のリスクに

なりその中で更に分けて表してしています。①自動車

事故に纏わるリスクが相手にケガを負わせる、物を壊

す、自分や同乗者が怪我をする、②人に纏わるリス

ク・・介護状態で働けなくなる、死亡する、病気をす

る、怪我をする、③家に纏わるリスク・・財産が被害

を受ける、地震で被害を受ける、建物が被害を受ける、

賠償に纏わるリスク・・④他人から賠償請求されるリ

スク・・この様な多様なリスクが降り掛かってきた場

合に最小限のリスクで済むように日頃よりコツコツ

と準備して行くのが保険だと思います。また各満期保

険金を受け取る再にかかる税金の種類をご説明しま

す。「別紙掲載」参考にして頂けると良いかと思いま

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。 


