
第 1.453 回例会    平成 29 年 8 月 23 日(水) 

＜今日のプログラム＞ 

1.）点      鐘     

2.）ロータリーソング   「それでこそロータリー」 

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.）会員卓話「太田 雅文会員」 

11.）ＳＡＡより次週例会案内 

12.）  点  鐘      ☆臨時理事･役員会 

第 1.452回例 平成 29 年 8 月 9 日（水）の記録     

■4 つのテスト唱和       林 厚雄会員 

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. 好意と友情を深めるか 

4. みんなの為になるかどうか 

■       本日のお客様紹介        

創立 30 周年記念講師＝ 小林康夫氏 

佐土原歴史資料館「鶴松館ガイドの会」 

■会長の時間       会長 郡司武俊会員  

1452 回の例会です。

今日のゲストは小林

康夫様がお見えにな

っています。鶴松館の

ガイドの会でボラン

ティアガイドをされ

ていて、佐土原の歴史

と薩摩との関係について「30 周年記念講演」をお願

いしております。今日は卓話をお願いしました。2

日に中部分区、会長･幹事会がありました、中部分

区ではガバナー補佐ｴﾚｸﾄが決まっていなかったの

ですが、宮崎クラブの安田修会員に決まりました。

来年度のガバナーは鹿児島サザンウィンドの川原

ガバナーエレクトになります。5 日には宮崎県中部

分区しないクラブの新クラブ設立についての説明

会があり地区新クラブ拡大委員の原田さんと出席

してきました、詳しくは原田さんより後ほど報告し

て頂きます。 

■幹事報告       幹事 梶田與之助会員 

＜文書報告＞＊次年度

地区役員推薦のお願い。 

23 日に理事役員会

を行い協議します。 

＊ ガバナー事務

所･都城地区事務所執務

について。 

＊ 第 5 期 RLI パートⅡのご案内。9 月 24 日（日） 

■出席報告          大久保貞子会員 

 

 

 

 

 

 

 

■委員会報告         原田宗忠会員  

１ 日 時 2017 年 8 月 5 日（土）12:00～13:00 

２ 場 所 宮崎観光ホテル西館 8 階汐彩 

５ 協議事項      ＜議事録参照＞ 

 今日まで、地区拡

大・増強部門宮崎県

拡大チームが中心

になり、進めてきた

もので、鳥山地区拡

大・増強部門長が、

議事録に従って今

日に至るまでの説

明を宮崎市内クラブの方々に初めて説明を行った。 

長峯基 PG 部門カウンセラーが、清武・田野地区を

対象に宮崎大学学長に相談した結果、宮崎大学を中

心に、会員を集めることになり、その他、大学関係

者、卒業生、地区の有力者等に声をかけて、最低 20

名を目指すと補足説明があった。月 2 回の例会、例

会場は米良記念会館、学食利用、事務員は置かない、

会費月 5000 円、入会金は取らない。等なるべく安
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ロータリー： 

変化をもたらす 

 

会員数   26 名 

免除数    2 名 

出席数   16 名 

欠席届   10 名 

MU 届    0 名 

出率   64.0％  



くする。これを受けて、今年 12 月末 

までに、発足したい。新クラブ仮称：宮崎アカデミ

ーRC で考えている。来年 5 月までに、RI の認証

を得て、加盟の祝賀会を行いたい。今後の進め方 

参考資料：ロータリークラブ結成ガイド 

この資料の 1 頁 クラブ結成に向けた９つのステ

ップの ① 設立する地域を決める を終わったと

ころで、② 以降については、今日の会議を経て、今

後、進めて行きたいと考えています。 

新クラブアドバイザーの任命 

RI 参考書類に、新クラブを設立するには、通常、ガ

バナーが任命します。とあります。席上、長嶺地区

幹事より、今回の新クラブアドバイザー（以前は特

別代表と呼ばれていた）は、委員長である秦喜八郎

PG（宮崎中央 RC）を押川ガバナーが任命すると報

告があった。全員了承する。現在までの中部分区を

見ますと、新クラブアドバイザー補佐（以前の特別

代表補佐）を市内各クラブより１名出していたので、

今回もこれに習い各クラブより 1 名を出していた

だきたい。当然、この方は、宮崎県中部分区内新設

クラブ設立委員会のメンバーになります。これは各

クラブの理事会決定事項だと思います。できれば、

会長経験者等のベテランを選出していただくよう

お願いします。報告は 8 月末までに鳥山にお願いし

ます。各クラブにお願いすることは選出された新ク

ラブアドバイザー補佐が中心になり、木花、清武、

田野地区 （広く宮崎市内地域）の有望な方々を、

できるだけ早く、推薦していただきたいと思います。 

自クラブの会員増強もままならないのに新クラブ

の会員募集にと疑問を持つことと思いますが、同業

者、同級生、団体等の方々に声をかけてください。 

新クラブのチャーターメンバーになるということ

で、意外な返事がもらえるのではないかと考えられ

ます。スポンサークラブの選定 RI 参考書類に、ガ

バナーと新クラブアドバイザーの指導の下、新クラ

ブの結成を支援する。とありますので、秦喜八郎 PG

が所属する宮崎中央RCが相応しいと考えられます。

これからのことは、過去の例に従って実施するのが、

良いと思います。しかし、中部分区は宮崎東 RC 設

立して 20 年以上経過していますので、その都度、

相談して進めていくことになると思います。全世界

におけるクラブ拡大は、毎年 RI 会長がガバナーに

課せれた問題であります。2016-17 年度、大重ガバ

ナーは志布志みなと RC 設立から 17 年間、新クラ

ブ誕生がないので、何としても 2730 地区に拡大を

図らねばとの思いから、鹿児島県と宮崎県に新クラ

ブ設立チームを発足させました。私・鳥山はそのと

きの拡大部門長、そして宮崎県のチームの責任者で、

手順に従って進め現在に至っています。この間の過

程に誤解があったと思いますが今回初めて宮崎市

内各クラブの方々に説明させていただいた次第で

あります。これまでのことで理解できないことまた

質問がありましたら地区拡大・増強部門長の鳥山が

お応えしますので遠慮なく申し出てください。また、

宮崎県中部分区内新設クラブ設立委員会について

の質問等も、各クラブへのお願い 

今回の宮崎県中部分区内新クラブ結成についての

説明・協議事項に賛同していただくこと。新クラブ

設立に対してご理解とご協力をいただくこと。 

３．新クラブに会員候補者の推薦を 1 人以上推進す

ること。４．新クラブアドバイザー補佐（旧名称特

別代表補佐）を 1 名選出していただくこと。（8 月

末までに報告）その他は、前例に従って、また、ガ

バナー、RI 新クラブ・地区支援室の指示に従い推進

しますので、よろしくお願いいたします。 

以上       （文書作成：鳥山 2017.8.8） 

■ゲスト卓話           小林康夫氏 

皆さんこんにちは、本日はお手元の 2 つの資料を見

ながら御聞

き下さい。

来年の 2 月

25 日 30 周

年記念講演

でお話しす

る内容を抜

粋してお話

しします。

「佐土原あ

れこれ」の 8 つの事を纏めて掲載しております。本

来は 1 つの項目に対して 40 分ほどの説明時間が欲

しいところではあります（笑）そこを当日は 8 つで

40 分に縮小して講演させて頂きます。 

① 居田八幡宮②大光寺③古月禅師④愛宕神社 

⑤天昌寺⑥高月院⑦くじら羊羹⑧西郷札印刷所跡 

表紙の図は天正年間（1573～1585）に書かれた佐土

原城図です。（飫肥城に保管）この得ずでは三層の

天守閣が書かれている。通説では南九州に天守を持

つ城はないと言われていたが、この絵図をたよりに

平成 8 年に本丸城発掘に合わせて天守台跡を想定

して発掘してみると、金箔を施された鯱の瓦が発掘

された。また 2 回建て替えられた形跡があることが

分かった。平成 19 年から天守台跡の発掘が進んで

いる。詳細はこれから分かるであろう。 


