
第 1.473 回例会    平成 30 年 1 月 31 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.）各委員会報告   

10.）会員卓話「林 厚雄 会員」 

11.）ＳＡＡより次週例会案内 

12.）  点  鐘       

第 1.472回例 平成 30 年 1 月 24 日（水）の記録     

■4 つのテスト唱和     田邉 揮一朗会員 

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 

 

■会長の時間     会長 郡司 武俊 会員  

佐土原 RC

設立の概要

についてお

話しします。

昭和 62 年 5

月20日宮崎

北 RC 週報

に掲載の原

田實太郎会

長の時間で

特別代表の園山謙二先生、清水補佐が佐土原町内の

有力な方の亜宅を訪問して手ごたえがあった事を

話されています。6 月 10 日 宮崎北クラブ園山代

表以下 5 名と佐土原の方々8 名が出席、 

ロータリーについて熱心に話し合い、設立に向けて

1 歩前進した。8 月 12 日岡本英敬会長の時間に信佐

土原 RC 発足のための会員を勧誘したところ、7 月

29 日 10 名が集まり親交を暖めるために小宴を開

いた、さらに 1 名が加入、山脇会員、原田前会長に

て模擬例会が行われ 会員増強 入会資格 出席  

親睦等が説明され 山脇会長より会員 1 名以上を

勧誘するように提唱されました。8 月はじめから佐

土原の会員予定者で毎週 1 回 当時の例会は金曜

日に会合を行いロータリーの会合はそっちのけで

会員の勧誘の話で終始していたようです。10 月 16

日「創立記念日」以降仮ロータリークラブとして例

会が始まり 昭和 63 年 1 月 18 日に国際ロータリ

ー加盟認証状を受け毎週の定例会が始まって現在

に至っています。佐土原 RC の設立にあたり 山脇

先生は非常にご苦労されたのですがスポンサーク

ラブの宮崎北 RC 特別代表の園山謙二先生は昭和

62 年から翌年の 7 月まで殆んどの例会に出席され 

協力して頂いたことを我々は忘れてはいけません。 

創立祈念事業として、 

１、 佐土原町へ 交通安全道路標識 「とまっ

て確認、無事故に挑戦」を天神、下那珂に設置 

２、 佐土原高校へ 新世界百科事典を寄付 

３、 佐土原通所作業所へ作業だほか作業器具

の寄付 

４、 記念講演 島津 久厚氏「ロータリーよも

やま話」①ロータリーの視野が広がる 

  ②行儀がよくなる。③人柄が謙虚になる 

  ④身なりがきれいになる⑤仕事が几帳面にな

る⑥社交的になる⑦話題が多くなる⑧話術が上手

になる⑨童心に帰る⑩友達ができる 

５、 日本ボーイスカウト宮崎１２団、ガールス

カウト１６団にテント寄付 

６、 佐土原中央公民館に吉野桜 5 本植樹 

1982 年＝佐土原、広瀬、久峰に図書寄付 

1194 年＝正岡会長年度 会員増強優秀クラブ１い

で地区大会表彰 

1995 年＝宝塔山公園に桜 15 本、久峰運動公園に

50 本 

1996 年＝自覚の題の標語碩を設置 

1997 年＝山脇 忍会員 中部分区代理「ガバナー

補佐」に就任 

         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 

 



1997＝10 周年記念事業 松原奏道氏の「花は合掌

に開く」の演題で講演会、佐土原公民館にて開催、 

「社会奉仕賞」今の紫陽花賞 ①下那珂子供育成会 

地域ぐるみで伝承文化の学習にたいして②佐土原

婦人連絡協議会 多くのボランティア活動にて地

域社会に貢献した。 

1998 年＝IM ホストクラブを勤める。宮崎医科大学

微生物生物学科教授の 南崎陽一先生に「新興感染

症とその周辺」の演題にて講演。 

1998 年＝GSE(職業研修生受け入れ支援) 

佐土原 RC が初めてホームスティ 5 名受け入れ 

1999 年＝社会奉仕賞 宝塔山公園推進会 

2001 年＝当時例会場でありました 石崎浜荘にロ

ータリークラブガーデンを造る。 

2001 年＝青少年指導者養成研修会（ライラ） 

当クラブで初めて会員、家族の研修旅行 台湾へ 

2002 年＝社会奉仕賞「ホンダロック株式会社」毎

朝交通安全街頭指導に対して。 

2003 年＝職業奉仕賞 「坂本くじらようかん店」 

2007 年＝20 周年事業 宝塔山公園に御衣黄桜 20

本 佐土原西工業団地 テニスコートに AED 寄付 

職業奉仕賞「佐土原のつえ堤灯製作者へ」 

2011 年＝第 1 回 荒武 義博会長年度佐土原ロー

タリー杯クリスマスバレーボール大会 開催。 

2013 年＝財団補助金にて「久峰運動公園ベンチ 3

基 贈呈」 

2015 年＝財団補助金事業にて宝塔山公園へ御衣黄

桜 10 本植樹 

2016 年＝財団補助金事業にて巨田神社へ御衣黄桜

10 本植樹 

2018 年＝30 周年記念事業。宝塔山公園に御影石ベ

ンチ 3 基 佐土原高校体育館に湿温度計寄付。 

米山記念所奨学会、ﾛｰﾀﾘｰ財団に寄付。 

■幹事報告      幹事 梶田與之助 会員 

＊ <文書事項>＊2017-18 年度 IM のご案内 

日時：2 月 17 日

(土)14：30～19：00 

ホテル四季亭 最

終確認。 

全員登録￥2.000 懇

親会￥3000 

＊2018-19年度 ク

ラブ状況報告締切

１/31 

＊第 19 回ロータリー国際囲碁大会 案内 

■出席報告        内藤 昭子 会員    

 

 

 

 

 

 

■ハッピーBOX 披露  宮原 建樹 会員   

<ニコニコへ＞ 

● 宮原 建樹会員～家族新年会 欠席して申し訳

ありませんでした。 

＜財団へ＞ 

●岩切 正司会員～例会出席に励みましょう。 

■     ♪1 月度セレモニー♪       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆ 1 月 誕生月～田邉揮一朗会員・内藤昭子会員 

  正岡 文郁会員 おめでとうございます♪ 

■    会員卓話    永野 陽子 会員  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お店の従業員達を連れての 台湾旅行について～ 

■    委員会報告 ・ショート SP の様子            

 

職業奉仕研修会参加

報告 小牧 会員 

 

 

 

30 周記念実行委員会 

報告。 

 

タイ国の良いところ 

について蔵田 会員 

会員数   27 名 

免除数    2 名 

出席数   9 名 

欠席届   18 名 

MU      名      

出席率  76.0％ 


