
第 1386 回例会 平成 28 年 3 月 2 日(水) 

＜＜本日のプログラム＞＞  

1.点      鐘  

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.「会長の時間」＝日高 邦孝君  

 ＊入会式「内藤昭子さん」 宣誓書   

4.幹事報告＝林 厚雄君 5.出席報告＝籾田直樹君 

6.ハッピーBOX 披露 

7.委員会報告～ 

♪3 月のセレモニー（1 名） 

8.会員卓話「宇治橋信雄君」 

9.ＳＡＡより次週の案内 

 会員卓話「鸙野 隆春君」 

10.点    鐘 

 理事･役員会 

第1385回例会記録   平成28年2月24日（水） 

■ 会長の時間       会長●日高 邦孝君 

皆さんこんにちは、

太田君から連絡が入

りまして病院の方が

遅れているので例会

に間に合わないかも

しれませんという事

でしたが、私も風邪

を引いてしまい本日

は鼻声です。季節柄

花粉症も含めて体調を崩しやすいですから皆さん

も自己管理には十分気をつけて頂きたいと思いま

す。巷では元プロ野球選手の清原君が覚せい剤所

持･使用で逮捕され大きな騒ぎで毎日毎日報道され

ています。どうやら現役時代から使用していた疑い

が濃いという事も分かり110回分を1週間で使い切

る程の常習者だと言う事です。今後まだまだ他にも

逮捕者が出るのでは・・という事もあり視聴率が取

れるという事でマスコミ各社の報道は過熱してい

ますが我々も遠い世界の事では無いと言う認識を

持つ必要があると感じました。寂しいお知らせを一

つ致します。村上君が 2 月末付けで一応退会する事

になりました。仕事の手が離せなくて例会への出席

がどうしても難しいという理由でした。2 月までの

会費はきちんと納めますという事です。内藤君です

がご本人は2月末で退会されますが代わりに3月か

ら奥様の昭子さんが入会して下さいます。この件は

内藤さんから相談を頂き理事会で諮り承諾を得ま

した。当日ご本人と奥様とも話をして来週は内藤昭

子さんの入会式を行う事になりましたのでどうぞ

よろしくお願い致します。これを機に女性会員の増

強も薦めて行き女性会員同士の横の繋がりを深め

て頂き 30 周年に向けてよい方向に繋げて行きたい

と思います。高鍋ＲＣ40 周年記念式典の登録が締

め切りもあり一応 11 名で登録申し込みを済ませま

したが出来ましたら全員で参加登録したいと思い

ますので今からでも申し出て頂きたいと思います。

私が入会前に行われた高鍋ＲＣの 30 周年には全員

登録で参加して大変喜ばれたという話も聞いてお

ります。西都ＲＣと高鍋ＲＣは兄弟クラブでありま

すから出来るだけの協力をするのが良いかと私個

人としては思いますのでよろしくお願い致します。

4月 10日に延岡東ＲＣのホストで開催されます「青

少年指導者養成プログラム（ＲＹＬＡ）」にクラブ

から 4 名ほどの受講生を出さなければなりません、

今年度は 1 日で終了するプログラムになっており

まして、参加するロータリアンの登録料も要りませ

ん、（全員昼食付）皆さんの従業員その他で適任と

思われる 30 才までの方を推薦して下さい。 

■ 幹事報告        幹事●林 厚雄君 

＜連絡事項＞ 

＊宮崎県北部･中部

分区合同「ロータリ

ー青少年指導者養成

プログラム（ＲＹＬ

Ａ）開催のご案内 

日時：平成 28 年 4

月 10 日（日）9:30

受付～17:00 時閉校

予定 会場：延岡市社会教育ｾﾝﾀｰ２階 

         第 5 会議室（0982－22－7032） 

＊ロータリー勉強会第 12 回開催のご案内 

         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  

          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 

 



 日時：4 月 26 日（火）18:30～20:30 

 場所：ホテルマリックス 2 階会議場 

 演題：規定審議会を終えて 

～ロータリーは何処へ行くのか・・・ 

講師：パスト・ガバナー 秦喜八郎様 

懇親会：演題の理解を深める為の講義後 

＊第 21 回日本青少年交換研究会・東京会議ご案内 

＊ガバナー穂座経験者の会開催について 

■出席報告            

会員数 25（１） 出席数 20 名 出席率 84.0％ 

免除会員 1 名 欠席数 5 名 メイク  1 名 

■ハッピーＢＯＸ披露 

＜財団へ＞ 

＊ 岩切 正司君～藤堂ガバナー補佐のスピーチが

中部分区であります。今夜 6:30 です。 

 

■出席報告       ■ハッピーＢＯＸ披露 

● 籾田 直樹君      ●小牧 義隆君 

■委員会報告 次期ガバナー補佐●藤堂 孝一君 

本日お配りしました週報は 3 ページになりました

が次年度のＲＩ会長のテーマ記事を掲載しており

ます。丁度昨日でロータリークラブが出来て 111 年

です。財団が設立されて 100 年です。ライオンズク

ラブも財団と同じく出来たのも 100 年前です。 

先日、話しました稲盛和夫氏の話を少し話したいと

思います。フィロソフィーという言葉をＩＴで知り

ました。日本語訳では「 哲学 」の事です。 

 企業の哲学とは「企業理念」と言い換える事が出

来ます。企業理念とは何のためにこの会社があるの

かを短くまとめたものです。会社の壁に掲げてある

と思います、多くは、創業者や歴代の社長が作った

ものです。いまさら横文字にしてフィロソフィーと

言ってみたところで・・・・そう思いますよね？ 

 ほとんどの社員は自分の会社の企業理念を暗記

して言えません。このように社員になかなか浸透し

ない、経営者の思い、企業理念・・・・これを何と

かしようと考えたのが稲盛和夫氏です。京セラフィ

ロソフィー・ＫＤＤＩフィロソフィー・ＪＡＬフィ

ロソフィーが導入されています。この企業理念には

必ず、入っているものがあります。「社員の物心両

面の幸福」です。全部で 7０項目あるそうです．全

てを覚えらるものではありませんが、日々仕事を行

っていく中でフィロソフィー手帳を開き、業務上の

判断の手助けとしたり、ヒントを得たりといった使

い方をするそうです。 以降は次回に掲載 

■ クラブフォーラム        ●武政勝巳君 

入会以来色々な疑問

が生じております。今

回宇治橋君と 2 人で

参加することになっ

ております世界大会

の登録料について知

らないが故の認識の

違いがありました。同

じ会員でありながら

認識の違いがあるという事実に不信感を持ちまし

た。色々な会に登録料の支払いはありますがどの会

議に出てどれに出ないという規定がきちんと成さ

れてないという事は大きな問題だと思います。又他

クラブの創立記念式典参加登録料についても同じ

です。今後の大事な課題として早急に規定を見直し

て皆に公平な内容にして頂きたいと思います。 

           ●岩切 正司君 

ロータリーのお金の使い方についてお話しさせて

頂きます。基本的には役を請けて下さったあなたに

お任せしたのだから足りない分はあなたとクラブ

でお願いします。その代わり決算書は要りません！

と、そういう事なのです。会計に関しても昔の会計

はお金を集めてくる力が無いと務められなかった

りもしました。こういう考え方は今の若い会員の皆

さんには解せないかもしれませんね。新会員の皆さ

んの参考になれば幸いです。 

            ●宇治橋 信雄君 

一番の問題は、同じクラブの中で認識の違いが生じ

ているという事です。先週も会長が言われた様に率

直に意見を出し合い話し合いを重ねる事でその違

いを縮めて行くと言う事が今後最も大事な事では

ないかと思います。それが出来なければ今日の様な

寂しい例会が続きクラブ存続の危機も有りうると

いう事を皆さんが常に危機意識を持って考えて頂

かないと将来が期待できないのではないか？！！

と私自身も今から不安があります。親睦を通して仲

間同士助け合って、お互いを尊重し、高めあうとい

う事が大事だと思います。佐土原ＲＣの我々は支部

でありますから本部で開催される世界大会に頭か

ら出なくていい！という考えはおかしいと思いま

す。年間行事内容・幹事報告の案内は耳で聞くだけ

では分かり難いので例会場内に項目ごとにバイン

ダー等に掲示して頂けると参加状況等も確認出来

助かります。週報のクラブテーマも無いのであれば

削除した方が良いと思います。 

 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。 


