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第 1418 回 例会     平成 28 年 1１月 9 日(水)  

■会長の時間          岩切正司 会長  

皆さんこんにちは、今日は 2

つの話をさせて頂きます。一

つはアメリカ大統領選挙に

関してですがトランプ氏当

選確定後の安部首相側の対

応の早さですが見事だった

と思います。絶妙なスピード感を持ってトランプ陣営

に飛び込み、どの国よりも早く 1番のりで会談交渉を

取り付ける事が出来ました。今後の日米関係はそう悲

観する必要は無いかな？！！と感じました。 

何事にもベストなタイミングがあります、早すぎても

遅すぎてもチャンスを掴む事が出来ないからです。政

治の世界に限った事ではなくビジネス・人間関係等で

も同じかと思います。先週山脇名誉会員に卓話をして

頂きました。「ロータリー活動の基礎」について具体的

に分かり易く話をして頂きましたので、入会暦の新し

い会員の皆さんは特に再度原稿を熟読し実践して頂

きご自身のロータリー活動の原動力にして下さい。 

仏教の言葉で「自利利他」がございます。自利と利

他 の自利とは何か？  自分の利益のこと 自利利

他の利他とは何か？  他人に利益となるように図

ることが利他 自分のことよりも他人の幸福を願う

ことが利他 人に良かれと思い、行動することが利

他 「自利とは利他をいふ」（最澄の言葉）とは利他

を実践すればいつかは自分の利益になるではなく

「利他の実践がそのまま自分の幸せなのだ」という

考え方 自利利他で言われる利他行とは  つまり、

人に良いことをする利他行自体が幸福であると 自

利利他の利他は巡って自分に返ってくる 自利利他

を考えるときそう思ってもいいのかもしれません 。 

皆様方もこの考え方をロータリー活動にも用いて

今後の活動の糧にして頂けたらと思います。 

■幹事報告          田邉揮一朗幹事 

＜文書報告＞＊なで

しこ全大会集会の開

催周知と参加のお願

い～ 

＊2017 年国際ロータ

リー年次大会（アトラ

ンタ大会）参加旅行ン募集案内送付のご案内 

＊鹿児島東 RC 創立 30 周年祈念式典及び祝賀会の

ご案内～日時：H29 年 2 月 4 日（土）17：00～ 

会場：山形屋 7 階 社交室（式典）大食堂（祝賀会） 

登録料：10.000 円（同伴者 5.000 円） 

◎先日TVで日本代表対サウジアラビアのサッカー

の試合を観ておりまして選手起用の色々な場面で

非常に勉強になりました。仕事には勿論ですが、こ

の佐土原 RC でも感じる事があります。今後のクラ

ブ運営にも活用していくと更に磐石で良いクラブ

になるのではないかと思いました。 

■出席報告           内藤昭子会員 

 

 

 

 

 

 

 

◎先日夫と外出した際に多くのスーパーカーを間

近に見る機会がありました。余りにも素晴らしくて

思わず、「いつかはあんな車に乗せてね！」と夫に

言いました（笑） 
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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  ♪手に手つないで♪ 

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. 各会員 3 分間スピーチ  

1１．点   鐘    

＜カウンセラー＞ 

ひばり野隆春会員 

       ＜12月度 例会プログラム＞ 

△12/7～12 月セレモニー・米山奨学生・フォーラム  

△12/14～年次総会 （次年度役員選考）     

△12/21～☆夜間例会 「年末懇親会       」 

△12/28～年末特別休会                  

☆1 月度初回＝11 日夜間例会「新年家族バザー懇親会」 

会員数25名免除2名 

出席数 18 名    

出席率 78.2％    

MU  0 名     

欠席届 7 名     

無断  0 名     



■ハッピーBOX 披露       籾田直樹会員 

＜ニコニコへ＞＊宇治橋信雄会

員～お祝いのお花ありがとうご

ざいました。早速自宅に飾らせ

て頂きました。11 月 5 日で 43 才

になりました。今後もご指導宜

しくお願い致します。 

 

＜財団へ＞＊岩切正司会員～例会出席に励みまし

ょう。 

◎内藤会員からスーパーカーのお話が出ましたの

で、私からも少しお話しします・・・地下の駐車場

でも細心の注意を払って駐車しております。オーシ

ャンドームの解体も進んでおりますが、寂しいとい

うのが正直な想いです。 

■委員会報告         武政 勝巳会員 

前回告知させて頂きました「会員

増強委員会懇親会」の詳細が決ま

りましたので報告いたします。 

日時：12 月 7 日（第一水曜日） 

18：30～場所：佐土原町 「女島」 

会費：同伴者共に 2.000 円 

 

主旨：会員増強に向けて、会員同士の親睦を深め

ると共に候補者を同伴してクラブの友好な

囲気を理解して頂く。当日は是非多くの参

加でお願いします。 

■    3 分間 SP の皆さん              

●小牧義隆会員

近況報告～業務

告知～今後の予

定等について。 

 

 

●新原輝彦会員

～長期休暇を利

用して 23 才の長

女と共に楽しむ

ことが出来た東

京観光の報告。 

●宇治橋信雄会

員～第6回佐土原

RC クリスマスバ

レー大会～ラグ

ビーイングラン

ド代表合宿先に

ついて～各委員会活動運営等について思うこと。 

■報告とお礼          宮原建樹会員 

3週ほどお休みしている時に入退院をしておりまし

た。誰にも知らせずに～と思っておりましたのに 

クラブよりお見舞いを届けて頂き有り難う御座い

ました。今後も十分体調管理には気をつけて健康を

維持して行こうと思います。 

■四つのテスト唱和       林 重元会員  

 

 

 

 

 

 

 

 

■    例会の様子              

 

 

 

 

 

 

 

    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  

       ＜Memo＞ 

                          

                      

                      

                      

                      

                      

                              

                       

                       

                     

                   


