
第 1588 回例会     令和 3 年 10 月 20 日(水) 

＜今日のプログラム＞ 

1.点      鐘   ＊会長 太田 忍 君 

2. ロ ー タ リ ー ソ ン グ                 

♪『我らの生業』♪ 

3.４つのテスト唱和◎  ＊本日の担当者より 

4.会長の時間      ＊太田 忍 君     

5.幹事報告       ＊吉田 康一郎 君     

6.出席報告       ＊出席委員より 

7.happy ボックス披露  ＊本日の担当者より 

8.委員会報告      ＊各委員会より 

◎PHF バッジ授与式「宇治橋君」 ＊会長より  

◎９月／10 月～セレモニー💐 （13 組）   

9.ゲスト卓話～「竹森 信行 氏」 

10.次週例会案内      ＊SAA より 

第 1587 回例会記録   令和 3 年 10 月 6 日（水） 

■会長の時間        会長 太田 忍 君 
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■幹事報告      幹事 吉田 康一郎 君 

＊IM 当日参加のお願い 

＊10/1 開催の会長幹事会参加報告～他 

■出席報告         鬼束 圭司 君 

◎会員数 24 名（免除 1 名） 出席数＝17 名 

 欠席届＝7 名       出席率＝74.8％ 

■happy ボックス披露 

              籾田 直樹 君 

         2021～2022     国際ロータリー第 2730地区 

         

         会 長：太田 忍  副会長：永野陽子    RI2730 地区ガバナー  井福 博文 

          幹 事：吉田康一郎 会計：田邉揮一朗   中部グループガバナー補佐 田島 直也 

          事務局：吉野由里子 会報委員：小牧 義隆 佐々木 達郎 

RI 会長テーマ 奉仕しようみんなの人生を豊かにするために 

          例 会 場：ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ  2730地区スローガン 『ロータリーの原点に立ち 

誇りと自信をもって行動しよう』 

          例会場住所：宮崎市大字塩路浜山  例会場 TEL :0985-21-1133・FAX 0985-21-1144 
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◆2021－22 年度 クラブ協議会 ◆ 

     会長 挨拶  太田 忍 君 

     ガバナー補佐 挨拶 田島 直也 氏 

□クラブ運営について～会長 太田 忍 君 

□幹事としてクラブ運営～幹事 吉田 康一郎君 

  □クラブ管理運営委員会  藤堂 孝一 君 

1・早朝例会と夜間例会を実施する。 

2・例会の席順を考慮して情報交換を深める。 

3・従来のセレモニー改革をする。 

4・会員卓話を基点にして相互研鑽、切磋琢磨

によりロータリアンとしての「心磨き、人づ

くり」を目指す。 

5・ロータリー特別月間には担当委員会等が中

心となりフォーラムを行い説明し理解と実

践に導く。 

6・出席率 85％以上を維持出来る様に連絡体制

を整える。 

7・出席率 100％の会員への表彰。 

 □クラブ広報委員会     小牧義隆 君 

1・週報の作成協力＝会員卓話担当者への原稿

提出依頼・登壇者の写真撮影 

週報の管理・作成・Ｈ．Ｐへの更新へのサ

ポートをする。 

2・クラブの連絡事項・スケジュールの変更・今

後の行事予定などをホームページに掲載する。 

3・佐土原ＲＣホームページ内容充実を図り、

会員の閲覧を 100％にする。 

４・クラブの地域貢献等の活動記事をロータ

リーの友へ投稿する。 

5・ロータリーの友から地区の便り等を随時会

員に紹介する。 

6・新会員にロータリーの勉強会を実施する。 

7・マスコミ各社との交流を積極的にする中で

積極的に活用し「ロータリーの公共イメー

ジと認知度」の向上を目指す活動をする 

□ロータリー財団       梶田 與之助君 

1・地区財団セミナーで財団を支援するプログラム

と機会を学び会員にも理解を促す。 

2・恒久基金の充実をはかり、ベネファクター・ポー

ルハリスフェローになることによって財団募金

をするよう会員に奨励する。 

3・米山功労者へのすすめ、普通募金を会員へ奨励

し、米山記念奨学金へ協力する。  

4・１人 150 ドルの分担金並びにポリオプラス基金

（1人 3000円）への協力を強く依頼する。 

5・毎週全会員に封筒を用意し、ハッピーの協力を

依頼する。 

□会員増強委員会   代理 吉田 康一郎 君 

1・職業分類を常に検討し、未充填の職業を重

視した的確な会員候補者を理事会に推薦出

来るように努める。 

2・佐土原ロータリーに入会させてもらって良

かったと思われる様なクラブを創る。 

3・地域の行事等に積極的に参加し、佐土原ロ

ータリーを認知してもらう。 



4・目標の達成に向け、計画的な活動を継続し

ながら重点月間を定め 入会へと導く。 

□奉仕プロジェクト委員会  岩切 正司 君 

 1・地元の高等学校、中学校の学生との交流の場

（出前講座）を設ける。 

   教育委員会・学校・ＰＴＡ学長会・スポーツ

少年団との調整・折衝 

 2・バレーボール佐土原ＲＣ杯の開催 

 3・各委員会が紫陽花賞に値する人物を探しつつ、

紫陽花賞の在り方についても検討する。 

 4・地域の美化運動の人たちとの交流をはかり、

活動に協力する。 

 5・ＲＹＬＡへの参加 

  □総括 ガバナー補佐 田島 直也 氏 

 

  □閉会の言葉 副会長 永野 陽子 君 

 

    〇次週以降の 10月度例会案内〇 

 

●10/13(水) 規定休会 

 

■10/20（水）  [1588回]                   

 ＊外部卓話＝株式会社ビーライングループ会長 

竹森 信行 氏 

 ＊９月セレモニー💐6組 10月セレモニー💐7組 

 

■10/27（水）＝  [1589回]              

＊井福 博文ガバナー公式訪問  

：ガバナー公式訪問報告書 必要 

 ＊服装＝ジャケット着用 

＊11：15～12：15＝会長・会長エレクト幹事懇談会 

＊12：30～13：30＝例会＊13：30～13：50＝記念撮

影＊13：50～14：50＝クラブフォーラム～  

終了 

 

（詳細は公式訪問報告書に記載。ご確認をお願いい

たします。） 

 


