
第 1397 回例会 平成 28 年 6 月 1 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   

  米山奨学金授与「杜 一飛君」 

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＝ 6 月のセレモニー 

8，会員卓話「郡司 武俊君」 

9.ＳＡＡより次週案内 

 6 月 8 日＝第 5 週目代休です。 

10.点    鐘 

 理事・役員会 

第1396回例会記録   平成28年5月25日（水） 

■ 会長の時間       会長●日高 邦孝君 

皆さんこんにちは、

私の回も残すところ

５回になりました。

今後は会長の時間を

使って頂き次年度に

向けての協議の時間

にしたいと考えてお

りますので手短に参

ります。ソウル国際大会に参加されますお二人に「ク

ラブ信任状」を現地まで届けて頂きますのでこの場で

託したいと思います。武政君、宇治橋君どうぞよろし

くお願い致します。 

 

■幹事報告          幹事●林 厚雄君 

＜文書報告＞ 

＊6 月度例会予定＝6

月 1 日：会員卓話：米

山奨学生参加；セレモ

ニー：理事・役員会 6

月 8 日＝代休 

6月15日＝各委員長活

動報告 6 月 22 日＝夜

間例会「年度末懇親会」場所 ﾊﾟｲﾝﾃﾗｽ 時間 19：00

～ 

6 月 29 日＝会長・幹事退任の挨拶・花束贈呈  他 

■出席報告           ●籾田 直樹君  

会員数 24（１） 出席数 21 名 出席率 87.5 ％ 

免除会員 1 名 欠席数 3 名 メイク 0 名    

 

出席報告籾田君 ＨＰ・ＢＯＸ披露 ●正岡 文郁君 

＜ニコニコへ＞ 

● 藤堂真由美さん～今年で？回目の誕生日を祝って

いただき有り難う御座います。 

● 日高 裕子さん～誕生日プレゼントありがとうご

ざいます。健康に気を配り毎日頑張って行きたい

と思います。 

＜財団へ＞ 

●岩切 正司君～もう少しで 1 万ドル頑張ろう。 

親睦委員会        ●吉田 康一郎君 

先週金曜日歯車会参加して

参りました。当日は天気を

心配しましたが・・案の定

大降りになりましたが、運

よく我々が回るときには小

降りになりました。狙って

いた分けではありませんが
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運良く今回私が優勝させて頂きました。3 位まで佐土

原が入りました。今後も続けて行きましょうと改めて

3 クラブで話しました。 

■ 指宿地区研修・協議会参加者報告 

        会長ｴﾚｸﾄ  ●岩切 正司君 

早朝 5：15 分私の連光

寺始発で指宿まで行

って参りました。帰り

は藤堂君が一人では

寂しいだろうと思い

まして 2人で次年度に

ついて色々と語りな

がら帰り、そのまま佐

土原で食事とお酒も頂き自宅まで送って頂きました。

今回で 3 回目の会長を引き受けさせて頂きます。藤堂

ガバナー補佐からは緊張感が足りない・・等との指摘

もあります（笑）大重ガバナーｴﾚｸﾄはドクターですが

職業奉仕に精通された方というのが特徴です。ですか

ら次年度は職業奉仕について更に学び身近なものに

する機会が増えると思いますから職業奉仕の理念を

自分のものにして頂きたいと思います。 

        次期幹事 ●田邉 揮一朗君 

入会 5 年目にして初めて

参加して参りました。本

会議の会場席が非常に狭

く、長時間辛く苦しい時

間でした。午後の分科会

内容を大まかに申します

と・・クラブの活性化は

クラブ管理部門にかかっています、クラブの定款・細

則に目を通し、会長が見直しを行う、各委員会活動は

委員会だけに任せるのではなくて、全員が協力して下

さい、入会 3 年未満の方のお世話、情報の提供がきち

んと出来ていますか？職業分類の見直しをして下さ

い、例会出席率向上に努力をして下さい、最後は山下

パストガバナーより総評の中で、ロータリーを楽しん

で下さい、その為にもロータリーの事を知って下さい、

ロータリーのえくぼとは・・たとえ楽しくない活動の

中にも何か楽しみを１つでも見つける事が大切です

という話が私は印象に残りました。私も今回の地区協

議会参加の中で研修会・協議会その物は楽しいとは思

いませんでしたが行き帰りのバスの中が非常に楽し

く過ごせました、ロータリー活動のえくぼを見つけ出

すとはこの様な事かなと思いました。 

       次期ガバナー補佐●藤堂孝一君 

私は、5 月 21 日の今季・次

期ガバナー補佐及び部門長

の会議と会員増強セミナー

に参加した報告をさせて頂

きます。12 時 30 分に 15 分

遅れで参加しましたが、す

でに会議が始まっており弁当が机の前に於いてあり

ましたが、食べるチャンスがなく 5 時過ぎに頂きまし

た。会議は地区の現状報告から始まり参加者のガバナ

ー補佐及び部門長の核文区ごとの報告がありました

が、宮崎中部・南部のガバナー補佐は欠席で引き継ぎ

はできませんでした。会員増強セミナーに於いては 6

クラブから持ち時間 5 分の短い報告があり、新しい会

員の方の活発な意見が出て楽しいセミナーでした。い

よいよ次年度のはじまりかと思うと緊張していまし

たが、西クラブの金丸さんから歓迎しますよと言葉を

いただき楽しみにしております。 

         会計   ●新原 輝彦君 

指宿の地区研修・協議会

に参加させて頂きまし

た。 

会長の席が非常に狭く

てエコノミー症候群と

はこう言う事なのか

な？！と思うほど気分

が悪く。脱水症状も起こ

り隠れで水分補給もしました。分科会は菜の花館とい

う斬新なデザインの建物でした。空調も音響も悪くて

取り壊す予定だと言う事でした。行き帰りのバスが修

学旅行かな？！と思うほど楽しかったです。 

迎えに来た嫁が私の様子を見て色々な意味で驚いて

いました（笑）貴重な経験を有り難う御座いました。 

    次期奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員長●林 厚雄君 

先ほどお二人の方からバ

スの中が非常に楽しかっ

たという話がありました

が、片道 3 時間半楽しく

過ごした方が良いかなと

思いました。分科会ではい

きなり自己紹介とクラブでの活動内容の発表をさせ

られました。ＣＬＰの導入は 10 年前から済んでいる

と報告しました。7 月から岩切会長の下で頑張らせて

頂きたいと思いますのでよろしくお願い致します。 

■ ソウル国際大会参加のお二人 

 
●宇治橋 信雄君      ●武政 勝巳君 

 

 

 

 

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。 


