
第 1393 回例会 平成 28 年 4 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.「会長の時間」＝日高 邦孝君   

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＝ 

＊高鍋ＲＣ40 周年～出席者報告 

8，会員卓話＝「岩切 正司君」 

9.ＳＡＡより次週案内 

5月4日＝休会 5月 11日＝会員卓話「宮原建樹君」 

10.点    鐘 

第1392回例会記録   平成28年4月20日（水） 

■ 会長の時間       会長●日高 邦孝君 

皆さん今日は、先週の

木曜日に熊本を震源地

とする大地震が発生し

てから今日までいまだ

終息の見通しは立って

いません。日々ＴＶ報

道等を通じて熊本県大

分県の被災地の酷い現

状を目にして胸が痛みます。早速復興に向けて様々な

組織が動いています。その為には先ず、ライフライン

の復興･復旧が先決ですが熊本空港が本日より始動し

た様です。陸路も大きな要ですから 1 日も早い全面開

通を目指して頑張って頂きたいと思います。食料は運

送会社を筆頭に輸送が始まっているそうですが現地

での人手不足で避難所へ振り分けて運ぶ事が出来て

いない状況だそうです。二次災害としてエコノミー症

候群等でせっかく助かった命を落としてしまう方々

がおられます。避難所等では「エコノミークラス症候

群に気をつけて」と余震が続く熊本で医師が避難民に

こう呼びかけているとの事です。同じ姿勢を保つこと

で血管に血栓ができ、それが肺に飛んで呼吸困難など

を引き起こす病気。すでに死者も出ている。地震や台

風などで避難を余儀なくされた場合、心配なのはエコ

ノミークラス症候群だけではない。高血圧や糖尿病な

どの持病がある人も心身が弱まり、不測の事態に陥り

かねない。「持病のある人は、普段から心の準備をし

ておくべきです」とは医学博士の左門新氏だ。「高血

圧の人は血圧降下剤を、心房細動の人は血液をサラサ

ラにする薬を箱に入れて、すぐに持ち出せるようにす

る。糖尿病の人はインスリン注射を忘れないようにし

てください。病気の人は薬局で『お薬手帳』をもらい、

避難所で医療関係者に見せて適切な薬をもらうこと

が大切です」避難所での過ごし方も要注意だ。糖尿病

の人は砂糖が多い飲み物や食べ物は血糖値が急激に

上がるので控え、食事はまず野菜をたくさん食べる。

脳卒中や心筋梗塞の恐れがある人は水分を十分に取

る。ただし、酒やコーヒー、お茶は脱水症状を引き起

こしやすいので水のほうが安全だと言う事です。空き

巣狙いの被害も多発しているそうです。また被災者の

礼儀正しく辛抱強い姿勢に世界から賞賛の声も上が

っています。私の会社のお得意様から熊本に炊き出し

に行きませんかと声を掛けて頂きました。しかしどう

しても日程が合わないもので行く事は出来ませんで

したが肉を 10 ㌔協賛させて頂きました。宮崎でもイ

ベント取りやめや自粛ムードの広がりに伴い我々の

業界にも少なからずマイナスの影響は出ますが、明日

は我が身です。其々がロータリー精神で出来る事をし

ながら乗り切って参りましょう。 

■ 幹事報告        幹事●林 厚雄君 

＜文書報告＞ 

＊ 大重ガバナーｴﾚｸﾄ

事務所～「ロータリー

の友」「ガバナー月信」

についてアンケート調

査依頼 

＊ 野中ガバナー・災

害復興支援委員会委員

長長嶺基・ＰＧ～平成 28 年熊本自信義援金のお

願い。 

   取り纏め締め切り日＝5 月 10 日（火） 

＜報告事項＞ 

＊ 4 月 24 日日曜日「高鍋ＲＣ40 周年記念式典・祝

賀会」参加者 12 名車 2 台で向かいます。 

＊ 5 月 22 日地区協議会～9 名で登録済。田邉幹事に

てバスの手配。 
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＊ 5 月 21 日土曜日「合同地区会員増強セミナー参加

申し込み」藤堂孝一ガバナー補佐・原田宗忠地区

役員の 2 名で登録済。 

■出席報告          ●籾田 直樹君  

■ショートＳＰ～会長の話にもありました様にこの

ホテルも前震・本震・多くの余震と揺れました。エレ

ベーターはストップする事態にもなり宿泊のお客様

にはご不便をお掛けしました。同じ九州と言う事で宿

泊・宴会･会議等多くのキャンセルが入っております。

早速弊社でもキッチンカー等を使い食の支援等を行

っております。 

会員数 24（１） 出席数 20 名 出席率 87.5％ 

免除会員 1 名 欠席数 4 名 メイク 1 名    

 

出席報告 籾田直樹君 ＨＰ報告●田邉 揮一朗君 

＜ニコニコへ＞ 

＊ 宇治橋真由美さん～4 月誕生祝有り難うございま

した。 

＊ 武政勝巳君～阪神大震災があった 4 月 8 日に結婚

して 22 年、長男勇輝 20 才、長女明里 18 才、次

女あんな 11 才毎日嫁とケンカばかりですが仕事

に、遊びに、ロータリー頑張って行きます。ヨロ

シクお願い致します！オッスーー！！ 

＊ 吉田康一郎君～先週は結婚記念お祝い有り難うご

ざいました。ここまで来たら、二人で仲良く人生

楽しんで行きたいですね。文句も言わずに頑張り

ます！！ 

＊ 小牧義隆君ご夫妻～早いもので結婚 24 年過ぎま

した。子供たちも大きくなり今年こそ夫婦で旅行

にでも行きたいものです。 

＊ 郡司武俊君～60 才を超えると、体と心のバランス

がくずれてついつい疲れがたまってしまいます。

皆様も年相応の運動をしましょうね。 

＜財団へ＞ 

＊ 岩切 正司君～例会出席に励みましょう。 

■ 会員卓話          ●新原 輝彦君 

初めての卓話の時間を

頂きまして、何を話した

ら良いのかと考えまし

たが、自己紹介を兼ねて

私の生い立ちをお話し

させていただきます。昭

和 41年（1966年）8月、

児湯郡木城町に生まれました。ビートルズが来日した

年。60 年に一度の丙午の年で同級生が少なかったです。

輝彦の名前の由来ですが、西郷輝彦から？では無く、

歌手の浅香ゆいのおじいちゃんが名付け親だと言う

事です。子供時代の休みの過し方は野球部、クワガタ

採り、川で水泳等の野生児で育ちました。高鍋高校時

代はラグビーをやりたい気持ちを抑えて帰宅部を選

びました。昭和 60 年に香川大学→ラグビー部入部で

「高鍋高校出身ですと自己紹介すると注目されまし

たが未経験ですと言うと大笑いされました。お金が無

い時の食事はうどんばかり、安くておいしい！隠れた

名店にも多く出会いました。在学中父親が肝臓がん発

症、8 月に手術→（日航ジャンボ機が御巣鷹山に墜落、

520 名の死亡、有名人では坂本九、向田邦子等死去し

ました。このニュースは父の入院先の医大のテレビで

観ました。阪神タイガース 21 年ぶりのリーグ優勝を

果した年でもありました。この時関西出身の友人達の

熱狂振りは凄かったです。）1 年後の昭和 61 年 8 月に

父親 46 歳で亡くなりました。翌 62 年 2 月に高松で交

通事故を起こしてしまい 6 度の手術、入院生活は 1 年

半に及びました。そんな事で大学は 6 年かけて卒業し

ました。平成 3 年 4 月に宮崎太陽銀行本店に入行、家

内と職場結婚しました。3 年後に福岡支店勤務となり

営業の厳しさを味わいました。支店の場所さえ知らな

い、都市銀行、福岡銀行含めて金融機関激戦区でした。

利便性、金利等大手行には勝てなかったが約束の時間

だけはしっかり守って営業→信頼を得る→取引して

いただけることもありました。悔しい思いもたくさん

しましたが、この 4 年間が一番勉強になりました。仕

事はきつかったけれど休日には天神のど真ん中や博

多駅前などをバイクで走り回ったり、グァム旅行に行

ったり、マイケルジャクソンのコンサートに行ったり、

大相撲の観戦をしたり、中州のクラブでは大はしゃぎ

をしてママに怒られたり（笑）福岡ドームでナイター

観戦をしたり、（ダイエーホークスの時代でした。）そ

の後二度目の本店勤務を経て鹿児島県の薩摩川内支

店に勤務、以後連続して 9 年半の単身赴任生活を経験

し家族のありがたみ、食生活の大切さを痛感しました。

7 年前に都城北支店支店長を拝命しました。この時年

上の部下、自分の子供よりも若い行員との接し方、注

意の仕方、フォーローの仕方、お客様との接し方、特

にパワハラ、セクハラには特に気を遣いました。特に

人間関係の難しさを痛感した期間でした。銀行員にな

って良かった事をお話しします。色々な地域で生活す

る事が出来る為その土地、土地での思い出が財産にな

っています。子供には転校させてかわいそうな思いも

させました、4 月に延岡小学校に入学して 5 月には高

千穂小学校に転校！等と言う事もありました。私とし

ては仕事抜きの友人が出来て銀行員だけの交友関係

ではなく、様々な業種の人と知り合いになれました。

今回佐土原支店に着任してロータリークラブに入会

させていただいて、いい雰囲気の中で初めての経験を



させてもらっている事を嬉しく思います。分からない

ことだらけですが歴代の先輩支店長に負けないよう

に自分なりに頑張っていきますのでどうぞよろしく

お願い致します。 

 
 

 
 

 
 

 
 

2016 年規定審議会議事録 

2500地区小船井修一ＰＤＧの収録に基づくものです。 

なお紙面の関係上「撤回」された案件は割愛しており

ます。文責 2680 地区田中毅ＰＤＧ 

ロータリーの源流にＵＰされた中で気になる部分を

掲載します。 

制定案 16-01書面による理事会議事録について規定す

る件 (採択) 316 対 136 で採択 

 

制定案 16-02クラブ会計が理事会メンバーとなるよう

規定する件 (採択)372 対 72 で採択 

 

制定案 16-03クラブ幹事エレクトが理事会メンバーと

なるよう規定する件 (採択)144 対 312 で否決 

 

制定案 16-04 クラブ役員に関する規定を改正する件 

(採択)123 対 332 で否決 

他色々制定案が出されていて特に次の件が採択され

たようです 

16-21 クラブ例会と出席に柔軟性を認める件 

趣旨及び効果 

 本制定案は標準ロータリークラブ定款の新しい第 7

条（現在の６条）、第１０条（現在の９条）、第１３条

(現在の第１２条)の例外を認め、各ロータリークラブ

の細則で例会頻度と出席に関する規定を定めるよう

クラブに柔軟性を与えるものである。 

クラブには以下のオプションが与えられるようにな

る。 

① クラブがいつ、どのくらいの頻度で例会を開くか

決める。 

② 適切な出席要件を定める。 

③ 欠席による終結の方針を修正または削除する。 

このような柔軟性がないと、ロータリークラブで

は今後、会員基盤の縮小と高齢化が続く可能性が

あり、会員減少に歯止めをかけられなくなるほど

極端な会員構成となる可能性がある。 

(質疑に入る) いろいろな意見が出され 

(修正動議)毎月少なくとも２回例会を開催するを

追加することを提案したい。 

個の意見に賛成意見としてジョンブラウント（元 RI

理事）からクラブのサポートと強化とクラブの自主性

と主体性の尊重を両立することが大事である。またロ

ータリーの中核的価値観を維持しながら少なくとも

例会を維持することを確保する多面である。なぜなら、

修正前の立法案では年に１階の例会でも可能になる

のは驚嘆すぎる。このように賛成反対の意見が出され

採択の結果、賛成392反対82で採択されたようです。 

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。 


