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第 1413 回 例会     平成 28 年 10 月５日(水)  

■会長の時間          岩切正司 会長  

地区大会の参加の皆さま無

事に終わる事が出来ました、

有り難うございました。 

私も朝 6 時に籾田君の運転

する車で幹事、事務局の 4 名

で出発致しました。9 時から

会長・幹事その他役職の会

議に何とか間に合い参加いたしました。私なりに地区

大会の感想を述べたいと思います。朝の会合の中で三

木明パストガバナーの話に感銘を受けました。「ロー

タリークラブは奉仕団体では無く、奉仕する心を持っ

た人々の集まりであり、奉仕する心を養う為にロータ

リー活動がある！」と話されました。RI 会長代理は全

国どこの地区大会にも参加しなければいけないので

すが、2730 地区には三木明氏に縁があったという事

です。また規定審議会での決定事項の説明も秦パスト

ガバナーよりありました。100 年以上前からロータリ

ーの例会は月 4回と決められずっと継承して来ました

がそれが今回月に 2 回でも良い、クラブの判断に任せ

る、と決定しました。どの位の割合で可決させたかと

申しますと、賛成が 8 割、反対が 2 割という事です。 

我々佐土原クラブもこの事はじっくり時間を掛けて

審議して参りたいと思いますのでその際には皆様の

率直な意見を述べて頂きたいと思います。これからは

各クラブで審議、決定、運営して下さいという流れに

変わりました。 

■幹事報告          田邉揮一朗幹事   

＜文書報告＞ 

＊高鍋ロータリークラブ～10 月

の例会案内 

＊第 29 回全国ローターアクト研

修会のご案内=日時：2017 年 4 月

15 日～16 日 2 日間 

開催場所～ハイアット・リージェント・グァム 

＊バギオ基金第38回バギオ訪問交流の旅募集要項（フ

ィリピン） 

■出席報告          籾田 直樹 会員  

 

 

 

 

 

 

 

■ハッピーBOX 披露    杜 一飛 米山奨学生  

＜ニコニコへ＞ 

◎荒武由美夫人～誕生日のﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ

にはみがきセットをいただき有り

難うございました。幅広いﾊﾌﾞﾗｼは

今までにない磨き心地がありとて

も良いです！大切に使わせて頂き

ます。これからも主人共々宜しくお願い致します。 

●吉田康一郎会員～地区大会記念ゴルフ大会にてﾍﾞｽ

ｸﾞﾛ賞を頂きました。指宿大会良き思い出になりまし

た。●林 厚雄会員～夏バテから体調がだいぶん楽に

なりました。若い人の英気を下さい。 

●藤堂孝一会員～地区大会が無事に終了しました。あ

りがとうございます。 

＜財団へ＞ 

●岩切正司会長～地区大会の出席ご苦労様でした。 
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ROTARY SERVING 

H U M A N I T Y 

＜本日のプログラム＞ 

1． 点   鐘      

2． ロータリーソング ♪我らの生業♪ 

3．四つのテスト唱和 4．お客様・ビジター紹介 

5．会長の時間    6．幹事報告       

7．出席報告     8．ハッピーＢＯＸ披露  

9．各委員会報告 

10．会員卓話 「太田忍会員」「原田宗忠会員」 

1１．点   鐘    

＜カウンセラー＞ 

ひばり野隆春会員 

会員数 25 名出席免除 2 名 

出席数 20・3 名 96.0％ 

欠席届 5名  無届 0名 

メイク 3 名 

｛正岡、メ中武、メ宮原、

メ大久保、永野、｝ 

     ＜佐土原 RC 10月度 例会プログラム＞ 

△10/５～地区大会報告・セレモニー・米山奨学生  

△10/12～10 月度フォーラム・卓話「太田忍会員」 

△10/19～職場訪問    「クボタオートパーツ」 

△10/26～会員卓話「林厚雄会員・永野陽子会員」 

◎会員卓話原稿提出のご協力をお願いします。 



■10 月度セレモニー                

太田忍会員 

10 月 16 日

生まれ☆ 

林厚雄会員 

10 月 18 日

生まれ☆ 

 

 ♪10 月誕生月の皆様 おめでとう御座います♪ 

■米山奨学金 10 月度授与    杜 一飛さんへ 

 

次回 11 月の授与日は 

11 月 2 日（水）です。 

地区大会への参加、 

登壇ご苦労様でした。 

 

■地区大会参加者の報告               

 

＊9 月 30 日（金）ゴルフ大

会「7 名の参加」にも参加の

吉田会員、日高会員、武政会

員より道中やゴルフ大会、

地区大会の報告でした。 

 

■ 宮崎県中部分区ガバナー

補佐 藤堂孝一会員 

皆さん地区大会は大変お疲れ様

でした。私は９月３０日の昼から

宮崎を出発して４時からの地区

財務・各種委員会の大会決議委員

会に参加して 16：30 からの国際

ロータリー第 3721地区との姉妹

結縁調印式に立ち会ってきまし

た。18：00 からのＲＩ会長代理御夫妻歓迎晩餐会にも

参加して大変感動した次第です。宮崎南クラブの千葉

会員のアコーディオン演奏歌声には皆さんから驚き

の声が上がりました。大変楽しく意義ある晩餐会でし

た、当日は二次会にもいかず翌日のため早めに寝た次

第です。大会２日目の９時からガバナー補佐・部門長・

会長・幹事合同協議会に参加し第一本会議の前には昼

食の弁当をもらい１０時には食べた次第です。プログ

ラムの都合上分区ごとの紹介をガバナー補佐の務め

でしなくてはなりませんでした。打合せしながら進行

していくため大慌てで準備した次第です。高鍋ＲＣ会

長がどうしても見つけられずに佐土原ＲＣの日高直

前会長に旗振り役をお願いしましたが、ありがとうご

ざいました。 

 基調講演は宮崎大学長の池ノ上 克氏の大変興味

深い話を聞きました。又、夜の会員交流第懇親パーテ

ィーは大いに盛り上がりました。花火の仕掛けもあり

驚きの連続でした。次の朝の特別記念公演は有森裕子

氏の講演で一般公開され市民会館は満員で大変いい

話を聞くことができ最後のフェアウェルパーティに

は１００名以上の人が残っていまして大重ガバナー

も大いに感激されていました。 

■指宿 地区大会の様子                   

クラブ例会

出席ハイエ

イ ジ 会 員

（80 歳）賞

を正岡文郁

会員へ戴き

ました。 

 

 

 

 

 

 

■ 四 つ の テ ス ト 唱 和       

林 厚雄 会員  

    四つのテスト 

＜言行はこれに照らしてから＞ 

１． 真実かどうか 

２． 皆に公平か   

３． 好意と友情を深めるか  

４． 皆の為になるかどうか  

         ＜メモ＞ 

                                   

                                  

                                  

                                          

                                       

                                        

                                 

                                                            

                                       

                                        

                                          

                                          


