
第 1.450回例会    平成 29 年 7 月 26 日(水) 

＜今日のプログラム＞ 

1.）点      鐘    

2.）ロータリーソング   「手に手つないで」 

3.）４つのテスト唱和 ４．）本日のビジター紹介                

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  

10.）委員会より活動計画 

11.）ＳＡＡより次週例会案内 

12.）  点  鐘      

第 1.449回例 平成 29 年 7 月 19 日（水）の記録     

■4つのテスト唱和        武政勝巳会員 

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. 好意と友情を守れるか 

4. 皆の為になるかどうか 

■本日のビジター・お客様の紹介         

 

＜宮崎東 RC>        ＜西都 RC>    

ガバナー補佐久寿米木和夫会員・押川信生会員   

■会長の時間       会長 郡司武俊会員  

1449 回の例会です。今日の例

会に久寿米木和夫ガバナー補

佐と西都 RC より押川信生さ

んがお見えになっています。御

忙しい中有り難う御座います。

後ほどご挨拶をお願い致しま

す。今年度初、ポールハリスフ

ェローへの寄付報告をいただきました、正岡君（9

回目）郡司（2 回目）太田君（1 回目）となります。

（中略）東 RC は 10 周年記念事業で会 100％ポー

ルハリス称号になられています。 

財団に 1.000 ドルを寄付するとこの称号がもらえ、

ブルーラインのついた襟章とメダル、認定書がいた

だけます。さらに重ねていきますとマルチプル～サ

ファイアの襟章になり、その後は 1 回毎にサファイ

アの数が増え、最高５つのサファイアのついた襟章

がもらえます。7 回目以降はルビーになります。 

今年度は 30 周年記念式典事業に併せまして、クラ

ブポイントを使用したいと考えております。特に財

団への個人積み金をしている方は合わせると大変

寄付がし易い条件です。是非多くの方にポールハリ

スフェローの称号を得ていただきたいと思います。 

詳しくは後ほど藤堂君から説明をして頂きます。 

ロータリー財団についてお話しします。1917 年ア

ーチ C クランプが「全世界的な規模で、慈善、教育

その他社会奉仕の分野でより良い事をするために

基金を作ろうから始まりました。1923 年関東大震

災の時は多額の義捐金がロータリー財団、災害補助

金から送られたそうです。標語「世界でよいことを

しよう」これがアーチ C クランプ財団設立の時に述

べた言葉です。ポールハリスフェローは 1957 年か

ら表彰が始まっています。財団の資金は寄付によっ

て運営されている。年次寄付=会員 1 人 100 ドル、 

恒久寄付、会員 1 人 100 ドル、PHF,PHS,その他大

口寄付、ベネファクターで集まった寄付を 3 年間運

用資金の５０％が補助金、地区補助金、マッチング

グランドになり各地区に分配されています。我がク

ラブの地区補助金申請～活用･活動については皆さ

んもご存知の通りです。（中略｝財団の資金は会員

の皆様の寄付にかかっています。ぜひ今年度は多く

の方に PHF の称号を得て頂きたいと思いますので

よろしくお願いします。 

■幹事報告        幹事 梶田與之助会員 

＜文書報告＞押川ガバナー事務所～第 2730 地区

2020-21 年度ガバナー候補者（ガバナーノミニー･デ

ジグネート）推薦のお願い 

         2017～2018        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：郡司 武俊  副会長 ：鸙野 隆春  RI2730地区ガバナー 押川 弘巳 

          幹 事：梶田 與之助 会 計：太田 雅文  中部分区ガバナー補佐 久寿米木和夫 

          事務局：吉野由里子 会報委員：藤堂孝一 RI 会長テーマロータリー：変化をもたらす 

          例会場：ﾜｰﾙﾄﾞｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰｻﾐｯﾄ 2730地区テーマ『ロータリーを知り理解を深めよう』  

          例会場住所：〒880-8545宮崎市大字塩路浜山  

          例会場 TEL :0985-21-1133・FAX 0985-21-1144     

          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 

ロータリー： 

変化をもたらす 

 



＜報告事項＞３０周年に向けて～

記念品の佐土原人形の試作品が出

来ております。如何でしょうか？ 

色合いなど考えていただき良いも

のが出来たと思います。価格も調整

しております。 

 

 

■出席報告           大久保貞子会員 

 

■ハッピーBOX 披露       原田宗忠会員   

＜ニコニコへ＞●武政勝巳会員～

51 才になりました。仕事にゴルフ、

バイク、飲み方、全てに頑張ります。

ヨロシク！！オッスーー！！●武政

美鈴夫人～笑顔で頑張ります。●太

田雅文会員～誕生日のパンを、妻や

娘 2 人と美味しく頂きました。娘２

人の嬉しそうな顔が見れて本当に良かったです。あり

がとうございました。●田邉揮一朗会員～記念品あり

がとうございました。幹事が終わって安らかな時間を

過させて頂いております。今年は「米山」頑張ります。 

＜財団へ＞岩切正司会員～ガバナー補佐をお迎えし

て。 

■ 2730 地区中部分区ガバナー補佐 

＜宮崎東 RC＞久寿米木和夫会員 

初めてお目にかかる会員の皆様も

多いことと思いますが２０１７～

２０１８年度、国際ロータリー第

２７３０地区宮崎中部分区ガバナ

ー補佐を仰せつかりました「久寿

米木 和夫」でございます。宜しく

お願い致します。また、先だっては

宮崎東ロータリークラブの２０周年記念式典に多く

の会員の皆様にご出席いただきありがとうございま

す。 

初訪問ということで、まず自己紹介をさせていただき

ます。所属クラブは宮崎東ロータリークラブ、職業分

類は建築設計監理、ロータリー歴は１６年で、現在１

７年目に入ったところです。生業のための資格は一級

建築士、職業関連の所属団体としては、公益社団法人

日本建築家協会、一般社団法人宮崎県建築士会に所属

しており、ほんの少しですがそれぞれの会における役

目は勤めさせていただきました。他の団体としては、

ほとんどの皆さんが関わっていらっしゃるかと思い

ますが、宮崎法人会や商工会議所にも所属させていた

だいています。ロータリークラブという組織は、以前

勤務していた事務所の所長が入会していたので知っ

てはいました。しかし、まさか自分が入会するように

なるとは考えてもみませんでした。私自身、一般的に

言うボランティア団体と係わりを持ったことはほと

んどなく、遥か昔高校生の折にＪＲＣの活動をわずか

に行ったくらいです。ロータリークラブに入会させて

いただき、ロータリーを学んでいく中での私自身の心

境の変化は、私のような立場の物でも在籍している意

義はあるのだなということ…即ち職業奉仕、また一番

の喜びは、やはり異業種の皆様との多くの出会いでし

た。どちらかといえば専門職に近い私の仕事は、日常

の交際範囲があまり広くは有りません。現在はロータ

リー活動の中で、分区内でもそうですが地区内におい

ても少しずつ知り合いの方も増え、ロータリーが楽し

くなりつつある状況です。そのような時に、このよう

な大役を仰せつかるような事となり、身の引き締まる

思いで過ごした半年の準備期間でしたがとうとう担

当年度が始まってしまいました。さて、2017～2018 年

度イアンＨ.Ｓ.ライズリーＲＩ会長テーマは「ロータ

リー：変化をもたらす」です。これを踏まえ戦略的重

点計画として３つの項目が発表されています。クラブ

のサポートと強化人道的奉仕の重点化と増加ロータ

リー公共イメージと認知度の向上 です。また、この

３項目をもとに今期の押川弘己ガバナーは「倫理から

実践に」を活動方針としてロータリーを将来に向かっ

て変化し・進化し・成長してゆく組織作りをしたいと

言われています。今年度のガバナー方針として 

地区研修委員会の充実戦略計画委員会での最低３年

先までのクラブ経過指導会員拡大増強と維持 

ポリオ撲滅活動への協力ガバナー補佐の充実 を上

げています。また前年度には、以前からの懸案であっ

た中部分区に新クラブを一つ設立ということから「新

クラブ結成委員会」が立ち上げられました。 

この実施に当たっては、中部分区の各クラブの皆様に

も支援をお願いすることもあるのではないかと考え

ています。変化をもたらそうというこの新年度、また、

中部分区で新クラブを一つ設立しようという年度に

私がどれほどガバナーをサポートできるか分かりま

せんが、各クラブ会長、幹事並びに会員の皆様のご協

力を仰ぎながら、精一杯の活動をしていきたいと考え

ています。ご協力のほど、重ねて宜しくお願い申し上

げます。 

■委員会報告・30 周年実行委員・会員増強報告 

宇治橋信雄会員・藤堂孝一会員･小牧義隆会員  

■ シ ョ ー ト ス ピ ー チ ● 蔵 田 良 純 会 員       

●宇治橋信雄会員             

会員数   26 名 

免除数    2 名 

出席数   22 名 

欠席届    4 名 

MU 届    0 名 

出率   88.0％  


