
第 1399 回例会 平成 28 年 6 月 22 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」＝日高 邦孝君  

  ＊乾杯の音頭  

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 

8.年度末懇親会   ＊万歳三唱 

9.ＳＡＡより次週案内 

  ＊日高会長・林幹事＝退任の挨拶 

    次期会長・幹事より花束贈呈 

10.点    鐘 

第1398回例会記録   平成28年6月15日（水） 

■ 会長の時間       会長●日高 邦孝君 

皆さん今日は！ 本日

は病気休会しており

ました梶田君と原田

君のお二人が無事に

回復されて参加して

頂いております。今後

も体調管理には十分

気を付けて例会にも

参加して頂きたいと思います、クラブの出席率にも関

係しますので（笑）是非お願いしたいと思います。世

間は東京都知事である舛添さんの政治資金の私的流

用疑惑問題で揺れにゆれておりましたが最終的に止

め時を間違えて、立つ鳥後を大きく濁しての辞職とい

う結果でした。個人的には法に触れない程度の小さな

金額で私利私欲を肥やしていたのだな！と感じてお

ります。最も恥ずかしく見苦しい舛添都知事の発言や

姿を通してそれぞれの方々が色んな事を考えて学ん

だのではないかと思います。大リーグからはイチロー

選手の日米通算４．257 本安打の偉業を達成したニュ

ースが届ました。又私の故郷である口永良島に又避難

勧告が火口から 2キロ以内に下がりレベルも５から３

に下がったという記事が出ておりましたが平常の生

活に戻るまではまだかかると思います。熊本でも避難

生活を引き続きされている方が大勢います。我々もそ

れぞれの立場で出来る支援を続けて参りましょう。 

■幹事報告          幹事●林 厚雄君 

＜文書報告＞ 

＊地区研修会の案内

＝クラブ広報委員会 

◇日 時：平成２８年

７月１６日（土） 

１２：３０ 受付開始 

１３：００ 会議開始 

１６：００ 終了 

◇場 所：メインホテル ４Ｆ きりしま 

 （都城市上町８-９ ☎０９８６－２３－３１３１） 

◇登録料：お一人 ￥２，０００ ※当日、受付にて徴

収致します。◇内 容： ・クラブのＩＴ化について

（マイロータリーの活用等）・全クラブウェブからフ

ェイスブックサイトへの移行について・フェイスブッ

クの活用（登録状況の報告とグループ活用状況）・リ

ニューアルされた地区サイトのご紹介・広報活動（記

事等の収集、報道発表について意見交換） 

＊社会奉仕委員会へ 

提出資料    ： 社会奉仕委員会活動計画書 

提出期限    ： 2016 年 6 月 30 日必着 

送付方法    ： なるべく E-mail でお願いしま

す。 

送り先     ： 地区事務所 〒885-0072 住

所：都城市上町８－９ メインホテル４F  

連絡先：栗山法弘（宮崎北ロータリークラブ） 

＊会長ｴﾚｸﾄへ 締め切り 7 月 1日 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上

げます。会長エレクトの皆様におかれましては、次

年度に向けての準備等お忙しいことと拝察いたし

ます。さて、RI ではクラブの現況を見直し、次年

度の目標を設定する際に役立てるための資料とし

て「効果的なロータリークラブとなるための活動計画の

指標」を提出するよう求められています。つきましては、

早急で誠に申し訳ございませんが、下記の期日まで

に次年度ガバナー補佐にご提出くださいますよう

         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 

 



お願い申し上げます。 

＜報告事項＞ 

＊今年度のＰＨＳ（ポールハリスソサエティ）として

＄1.000 岩切正司君 6 月 7 日送金済ました。 

＊本日 18：30 よりガーデンテラスにて中部分区 9 ク

ラブの現・次期会長幹事会が行われます。私共は最後

になります。佐土原から藤堂次期ガバナー補佐・事務

局含めて 6 名で参加して参ります。 

■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    

■ ハッピーＢＯＸ披露 

＜ニコニコへ＞ 

＊ 原田宗忠君～3 週間の入院により無事退院いたし

ました。 

＊ 原田宗忠君～5 月結婚祝い有り難う御座いました。 

＊ 荒武由美さん～有り難う御座いました。結婚 29

年を迎えこれからも幸せが続くように努めて参り

たいと思います。主人と結婚できた事に感謝して

おります。 

＊ 柳田由記子さん～お祝い有り難うございます。 

＊ 早いもので結婚 25 年、特に何の努力もしていま

せんが続いています。 

＊ 田邉明美さん～お誕生日のプレゼント有り難う御

座います。娘の為に長生き出来る様に頑張ります。

ちなみに娘には 10 歳サバをよんで年齢を教えて

います。今のところ全く疑っていません。 

＊ 郡司小百合さん～いつも有り難う御座います。結

婚して 31 年、よくけんかをします。けんかをす

る体力・気力がまだあるうちは大丈夫なのだろう

と勝手に思っています。何よりも健康第一です。 

＜財団へ＞ 

● 岩切正司君～例会出席に励みましょう。 

 

Ｈ/Ｐﾎﾞｯｸｽ披露●新原輝彦君・出席報告●籾田直樹君 

■各委員長より～最終報告の様子。 

会員増強委員長●太田 忍君 

昨年 7月に 26名でスタート

して 6月末 24名で終わりま

す。残念ながら結果はマイ

ナス 2 名です。次年度は武

政委員長が更に頑張って頂

けると思いますので引き続

き皆様の協力をお願い致します。 

クラブ管理運営委員長●藤堂孝一君 

委員会としての活動は

それなりにありました

が委員会の開催が少な

かったように思います。

委員長の力不足の感が

ありますが、会員が少な

い中での活動ですので

大変な面もあるかと感じています。地区の委員会活動

に参加してみるのも一つの方法かもしれませんし、

RLI などにも参加することも大事と思いますので皆さ

んの参加をお願いします。 

次年度幹事●田邉揮一朗君 

次年度各委員長さんか

ら小委員会メンバーの

報告が来ておりません、

8月 3日が公式訪問です

から役員の方で決めさ

せて頂きますので決ま

り次第ご報告致します

のでよろしくお願い致します。 

■ショートＳＰ 

                ●吉田康一郎君 

次年度クラブ広報委員長と言う事で地区研修・協議会

にも参加しましたが、どう考えても私は適任では無い

様に思います。フェイスブックを使っての広報活動が

今後中心になりますので適任者に引き受けて頂きた

いと思います。岩切会長・田邉幹事に一任させて頂き

ますのでどうぞよろしくお願い致します。 

                ●梶田與之助君 

次年度はクラブ管理委

員長を務めさせて頂き

ます。出席も親睦も大変

重要な役割であります。

委員の皆さんと協力し

て目標達成出来る様に

励みたいと思います。 

暫く例会もお休みさせ

て頂きまして病気治療に専念させて頂きました。お陰

で今回も無事に回復する事が出来ました。お酒が飲め

なくなるようであればロータリーも辞めようと考え

ておりましたが、医者からも止めなくて良い！とのお

墨付きを頂きましたので今後もどうぞよろしくお願

いします。 

 

 
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。 


