
第 1381 回例会 平成 28 年 1 月 27 日(水) 

＜＜本日のプログラム＞＞  

1.点      鐘   

2.ロータリーソング「それでこそロータリー」 

 ※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～あじさい賞について「岩切正司君」 

8.会員卓話「柳田光寛君」 

9.ＳＡＡより次週の案内 

 2 月度フォーラム 

 会員卓話「吉田康一郎君」 

 ＊食事は「藍海」時間でお願いします。 

 理事･役員会 

10.点    鐘 

第1380回例会記録   平成28年1月20日（水） 

■ 会長の時間       会長●日高 邦孝君 

皆さんこんにちは、

以前 9 クラブ会長幹

事会の中で各会長さ

ん方に例会での「会

長の時間」の使い方

を聞く機会がありま

した。皆さん 5 分程

度で特にこれといっ

てロータリーの話をする事も無いという事でした。

それ以後私もそれで良いのかなと思っております。

今日も幾つか話題になっている事をお話しさせて

頂きます。先ず国民的人気グループのスマップの解

散分裂問題ですが色々と記事を読んでみますと 5

人は普段から殆んど仕事場以外での交流は無いみ

たいですね、一緒に食事に行く事も全く無いそうで

す。リーダーの中居君は元々外食が好きでは無いそ

うです。皆さんが思うように仲の良さは無いようで

す。デビューして数年間はコンサートを開いてもま

ばらな入場者数の状態が続く中で見かねて当時事

務職だった今の女性マネージャーが担当してアイ

ドル初のコメディー部門に進出させてそこから売

れ出したそうです。そのマネージャーと社長の確執

から今回の問題に発展したようです。契約が今年の

9 月までだという事ですからその後に造反組みの 4

人は何らか制裁を受けるのでは・・という事です。

テニス界ウィンブルドンでは信じられませんが八

百長問題が起きています。トップ 50 の中でも 16

名が関わっていることが分かっているそうです。ス

ペイン、ロシアのマフィアが関係しているそうです。

相撲ですが先日の取り組みで横綱白鳳がねこだま

しという技を使った事から批判が出て入る様です。

私個人では色んな技を使うと言う事は良いと思い

ます。昔の大相撲は色々な技をみな使っており見応

えを感じておりましたから最近の相撲に物足りな

さを感じていました。野球の話ですが、星野仙一監

督があれだけの実績があるのに野球殿堂入りを未

だにしていないという事があります。 

これは、現役時代や監督時代の立ち居振る舞いの点

で審査員の中で不評であるという事です。5 月に開

催されます韓国国際大会に武政君と宇治橋君のお

二人が参加してくれる事になりました。佐土原を代

表してどうぞよろしくお願い致します。次年度理事

役員が決まりましたが各委員については委員長で

集まり協議して決めて頂くと言う事でお願い致し

ます。あじさい賞につきましては来週詳しい説明を

していただく予定です。 

■ 幹事報告     幹事ｴﾚｸﾄ●田邉 揮一朗君 

＜文書報告＞ 

＊ 大重ガバナー年

度地区役員について

～藤堂孝一君（ガバ

ナー補佐）原田宗忠

君（拡大･増強委員会）

次期地区セミナーへ

の出席のお願い 

＊ 会長エレクト報告・クラブ状況報告のお願い 

＊ 宮崎北クラブ～ワインを楽しむ会のご案内 

日時：1 月 27 日（水）18:30～ 

場所：ホテルマリックス 二階 

会費：7,000 円（ワイン 4.000 円食事 3.000 円） 

＊ 宮崎ロータリークラブ 職業奉仕賞贈呈式開催

のご案内日時：3 月 1 日（火）宮崎観光ホテル

         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 

 



にて 

＜その他未定事項等の報告＞ 

＊ 2 月 21 日（日）開催の「クラブの活性化と元気

なクラブの作り方」について参加対象者～クラ

ブ管理運営委員会・親睦委員長・クラブ研修リ

ーダー・出席委員長・ＳＡＡ  

＊ 入会 3 年未満の会員のための研修会の出欠 

出席報告          ●籾田 直樹君 

会員数 25（１） 出席数 21 名 出席率 84.0％ 

免除会員 1 名 欠席数 4 名 メイク  名 

＊ 日本エスコフィ協会「大分・宮崎 食を楽しむ

会」のご案内をさせて頂きます。 

日時 3 月 6 日日曜日 18:00～20:30 

会場 ｼｰｶﾞｲｱｻﾐｯﾄｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｾﾝﾀーｻﾐｯﾄﾎｰﾙ４Ｆ 

料金 お一人様 12.000 円 

 

■ハッピーＢＯＸ披露      ●武政勝巳君 

＜ニコニコへ＞ 

● 田邉揮一朗君～お誕生日のプレゼントありがと

うございました。家族 3 人と実家の父母もお肉

を頂きました。今年も元気に頑張れそうです。 

● 荒武義博君～長男が家を建てました。２/11~ 

東京に行ってきます。 

● 竹下淳子さん～毎年お祝い有り難う御座います

ﾌﾚｯｼｭﾐｰﾄのお肉で若返りたいと思います。 

● 吉田康一郎君～先日の歯車会佐土原ＲＣの会員

10 名の参加、感謝いたします。お礼を込めて！ 

● 鸙野まみ子～このたびはありがとうございます。

子供が風邪を引き 2名ダウンしております。皆

様も体調には気をつけて下さい。 

● 藤堂孝一君～宮日に我が母校の那珂小学校が紹

介されました会社の広告を載せたのですが甥の

こうだい君の絵が載っていたのでハッピーです。 

● 正岡文郁君～21日で満 80歳になります。あと

10年位はおらせていただきたいと思います。ど

うぞよろしく。 

● 武政勝巳君～息子が成人式、歯車会でベスグロ

3位ドラコン 3本 第 11回島津太鼓フェスティ

バル実施します。5 月開催のロータリー韓国世

界大会に参加します。 

＜財団へ＞ 

● 梶田與之助君～今年度のポールハリスフェロー

致します。 

● 岩切正司君～例会出席に励みましょう。 

 

■ 委員会報告          ●藤堂 孝一君 

1 月 30 日（土）に都

城で第 2 回ガバナー

補佐会議が行われま

す。ここで次年度のテ

ーマ・大重ｶﾞﾊﾞﾅｰｴﾚｸ

ﾄの方針が発表されま

す。その報告を 2 月

24 日開催のロータリ

ー勉強会でします。次年度の会長･幹事が参加して

ください。2 月に指宿で開催の次期地区研修セミナ

ーには原田君と宿泊で参加して参ります。クラブの

委員会編成は 30 日のガバナー補佐会議後に行いま

すのでよろしくお願い致します。 

        親睦委員会●吉田康一郎君 

先日行われた歯車会の

報告をさせて頂きます。

優勝は高鍋ＲＣの野末

さんでした。その後 15

位まで全部佐土原のメ

ンバーで占めました。

素晴らしい事だと思い

ます。有り難う御座い

ました。やはりこの 3 クラブの親睦は続けて行かな

ければいけないなと感じました。今後ともよろしく

お願い致します。 

■ショートＳＰ 

             ●武政 勝巳君 

伝統の島津太鼓を 420 年 430 年と継承して行かな

くてはならないと思っております。今年は 412 年記

念しての「第 11 回島津太鼓フェスティバル」を開

催します。日時：2 月 11 日木曜日 祝日 場所：

佐土原文化センター（くじら館）全自由席・500 円

食事付 1500 円このポスターはこのまま貼らせて頂

きます。皆様のご協力をお願い致します。 

            ●梶田 與之助君 

この度孫が無事に医学

部大学院への進学が決

まりました。先日京都

行きの友に購入した

「文芸春秋」「週間新潮」

で読んだ話題や筋トレ

について等私の卓話で

詳しくお話しさせていただこうと思います。 

 

 

 

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。 


