
第 1375 回例会 平成 27 年 12 月 2 日(水) 

＜＜本日のプログラム＞＞  

1.点      鐘   

＊月初め～「国歌斉唱」 

2.ロータリーソング「奉仕の理想」 

 ※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～♪12 月のセレモニー♪ 

☆12 月のフォーラム「疾病予防と治療月間」 

第 3 期ＲＬＩパートⅠ参加報告「武政 勝巳君」 

8.会員卓話＝ＲＬＩ参加報告「藤堂孝一君」  

9.ＳＡＡより次週の案内 

 ＊12 月 9 日＝会員卓話「荒武義博君」 

 ＊年次総会 

10.点    鐘 

 理事・役員会 

第 1374 回例会記録 平成 27 年 11 月 25 日（水） 

■会長の時間       会長●日高 邦孝君 

皆さんこんにちは、先週

はどうしても外せない

お得意様との行事がご

ざいましたので欠席さ

せて頂きました。代わり

を務めて頂きました岩

切会長エレクト誠に有

り難う御座いました。本日は西都ロータリークラブよ

りビジターとして 3 名様がお見えになっております。

スナック経営をされている浜砂幸喜子君、漢薬店を経

営されております長尾一徹君、社会保険労務士事務所

をされております狩野宗博君です。お三方にはせっか

くですから後ほど自己紹介をお願いしたいと思いま

すのでどうぞ心の準備を（笑）お願い致します。西都

ロータリークラブさんには先日のＩＭではホストク

ラブを務めて頂き大変お世話になりました。会議は元

より引き続き行われた懇親会のほうでも素晴らしい

料理を出して頂いて皆大満足で帰りました。締めの万

歳三唱には私を指名して頂きまして併せて御礼申し

上げます。昨日都城に行って参りましたがえびの霧島

方面でも未だに紅葉が見られないそうです。暖かさ続

く事で紅葉に必要な気温差が生じませんから綺麗な

濃い緑や朱赤が出ないのですよね、これも地球温暖化

の影響かと深刻に受け止めないといけないなと思い

ます。11 月は宮崎もゴルフマンスですが先日フェニッ

クスダンロップに行って参りました。松山英樹選手は

さすがに多くのギャラリーを集めてプレーをしてい

ました、女性ギャラリーも非常に多かったです。石川

遼選手のギャラリーの 4.5 倍多く感じました。やはり

彼は海外でも良い成績を出していますし今大会の前

年度チャンピオンでもありますし、スポーツ選手の人

気というのは実力主義で非常にシビアだなと石川・松

山年齢も同じ両選手のギャラリーからまた改めて実

感しました。今大会の成績も後半３回イーグルも出し

十分な見せ場を作り追い上げて 2位という成績を残し

ましたね、また我がクラブの太田忍君が非常に良いア

ングルにロータリーの赤いキップとブルーのジャン

パーという非常に目立つ服装でＴＶに数回映りまし

たね（笑）これもまた流石だな！と思いました。荒武

君にはビデオ録画のダビングの依頼も来たそうです

（笑）今週は女子のリコーカップが始まりますので楽

しみですね、地元の大山選手も出場しますし、賞金王

の選手も出ます、上位２８選手が揃う非常にレベルの

高い大会ですから素晴らしいプレーを沢山観る事も

出来ると思います！皆さんも是非会場まで足を運ん

で生の女子プロゴルフ選手のプレーを見て下さい。 

■幹事報告          幹事●林 厚雄君 

＜文書報告＞ 

ＩＭ～御礼状＝謹啓 

晩秋の候 益々ご健

勝のこととお慶び申

し上げます。先日の

2015～2016 年度宮崎

県中部分区ＩＭへの

ご出席のほど、誠にあ

りがとうございました。おかげさまで無事終了する

ことができました。ガバナーエレクト大重先生の基

調講演、ガバナー、ガバナーエレクト、ガバナーノ

ミニーによるディスカッション、そして、懇親会と

盛況のうちに滞りなく終了することができました。
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皆様方のご協力とご厚情あってのことと深く感謝

申し上げます。不行き届きの点も多々あったかと存じ

ますが、今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い

申し上げます。末筆ながら皆様方の益々のご発展をご

祈念申し上げ御礼のご挨拶とさせていただきます。誠

にありがとうございました。  敬具 

   ■宮崎県中部分区ガバナー補佐 橋口 正樹 

     ：ホストクラブ西都ＲＣ会長 野間 隆文 

          ：ＩＭ実行委員長 押川 伸生 

＊韓国ソウル国際大会開会本会議日程変更の件 

＊佐土原町商工会 2016 年新年賀詞交歓会の開催に

ついて日時平成 28 年 1 月 4 日 11：00～ 

   会費￥2.000 締切り 12 月 14 日 

＊ 高鍋ＲＣ／西都ＲＣ＝12 月の例会案内 

＊ 佐土原ＲＣ12 月の例会案内・・16 日年末懇親

会には是非日程調整をされて全員の参加にて

お願い致します。しずさんにて～18：30～ 

■ 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       ●竹下 隆君 

＜ニコニコへ＞ 

●日高 邦孝君～カンレキがジワジワ近づいてきま

す。健康に気をつけて何事にも頑張ります！！ 

＜財団へ＞ 

● 岩切 正司君～例会出席に励みましょう。3 名の

メイクの皆様ようこそお越し下さいました。 

■ 本日のビジター紹介 

 

●西都ＲＣ 狩野宗博君 西都ＲＣ 浜砂幸喜子君 

＜ 西 都 Ｒ Ｃ ＞            

● 長 尾  一 徹 君         

職業分類＝薬品販売 

             ：

会長エレクト 

 

 

■会員卓話           ●原田 宗忠君 

皆さんこんにちは、話は

去年 1年間で全て出し尽

くしてしまいましたが

（笑）近況についてお話

しさせて頂きます。先日

そこの一ツ瀬川で知人

が釣った 20 匹程のハゼ

を見せられまして、これ

は面白そうだな！と思い釣りを始める事にしました。

子供の頃に木で出来たリールでやる様な釣りの経験

はしておりましたがそれ以降経験はありません、早速

釣具店に行き店員さんに教えられるまま購入しまし

たが竿とリールで 2000 円もしない物で十分だと言わ

れました。第一発目の釣りでチヌが釣れました・・が、

それ以降何にも釣れませんでした。後日その話を吉田

君にしに行きましたら店舗裏の倉庫に案内され、立派

な竿とリールを頂きました！それ以来師匠と呼んで

おります（笑）翌日その道具で立派なチヌを釣り上げ

ました。その時の興奮は今までゴルフで感じた興奮と

は比べ物にならないものでした（笑）このチヌは塩焼

きにして食べましたがこんなに美味しい魚の塩焼き

は生まれて初めてでした。翌日はハゼを 10 匹ほど釣

り上げから揚げにして食べました、これも素晴らしく

美味しいハゼのから揚げでした。こんな近況で釣りに

嵌ってしまいそうです。 

ガバナー公式訪問報告書に藤堂君が引用していた「例

会の卓話は皆さんがハッとするような話をしなさ

い！」というのがありますがホントにそうだな！と思

います。それが出席率のアップにも繋がりますし、退

会の防止、新入会員の増強と全てに繋がると言う事で

なるほど！と思います・・が・・プレッシャーにもな

るのですよね、それで何か良い話ができないものかと

赤本を開いてみましたら国際奉仕とは・・に目が留ま

りました。ロータリアンとして愛国心に捉われず～

云々「中略」とありますが、はたしてこれらの内容で

佐土原ロータリークラブに関係するかな？と考えま

したが余り無い様に思いました。私なりに思った事は、

先ず触れ合う事が大事かと思います。後は常に世界の

平和を願い出来る事をするという事だと思います。以

前アメリカの学生を 2 人預かった事が御座います。Ｒ

Ｉからもお客さん扱いはしないようにと言われまし

たが、やはり気は遣いましたが家族で良い経験にはな

りました。今後機会がありましたら皆さんも是非ﾎｰﾑｽ

ﾃｨ・ホスト家族の経験をしてみて下さい。実は娘婿が

カナダ人です。12月に又カナダのご両親が一ヶ月間程

滞在しますので我が家でもＢＢＱをやります。皆さん

にもお声賭けしますので是非お越しになって下さい。 

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。 


