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週報
2011 . 7 ～ 2012 . 6

2011～2012年度
ロータリーテーマ

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

４．会　長　の　時　間

５．幹　 事　 報 　告

６．出　 席　 報　 告

７．委　員　会　報　告

８．観　　　桜　　　会

９．次週例会の案内「SAA」

10．点　　　　　　　鐘

本日のプログラム

佐土原ロータリークラブ
国際ロータリー第２７３０地区

第1205回　 平成 24年 4月 4日（水）

会　　長 ： 荒武　義博
副 会 長 ： 村上　　實
幹　　事 ： 永野　陽子
会報委員長 ： 藤堂　孝一
会　　計 ： 梶田與之助
事 務 局 ： 吉野由里子
 宮崎市佐土原町下田島
 　　　　　　11703-18
　　TEL：0985-62-7833
　　FAX：0985-62-7877
例 会 日 ： 毎週水曜日
例 会 場 ： 
　　石崎の杜「歓鯨館」
　　TEL：0985-62-7757

2730地区ガバナー 　　　長峯　基
中部分区ガバナー補佐　　林　務
RT会長テーマ
　「こころの中を見つめよう　博愛を広げるために」
2730地区テーマ
　「善いことをしよう」
佐土原テーマ
　「クラブ会員の絆を　より深めよう」
4月のテーマ
　「ロータリー情報月間」

4月4日（水） ・・・「1205回」夜間例会　観桜会

4月11日（水）・・・「1206回」会員卓話「吉田　康一郎君」

　　　　　　　　　　4月のセレモニー・理事会　

4月18日（水）・・・「1207回」早朝例会「大光寺・　座禅」

4月25日（水）・・・「1208回」夜間例会

３月２８日　第１２０４回の例会
　今日は、あったかいで
すね。外気温が２２度以上
あると思います。もうす
ぐ桜の満開のしたで「観
桜会」を期待しています。
　さて本日は、嬉しいこ
とに新しい仲間が増えま
した。後で入会式を予定
していますので、宜しく
お願い致します。
　私事ですが、第３４回全国選抜高校テニス大会に例会
終了後から福岡県博多の森で開催されました全国大会に
行ってきました。普段あまり競技を見ない私も家内に誘
われて、初戦敗退を覚悟で宿泊予定もせず望みましたが、
結果は、初出場で「ベスト１６」の快挙を達成してくれ
ました。来年は、新しく入部する１年生も含め連続全国
大会出場を目指して、頑張ってくれることを期待しています。
　甲子園に初出場の宮崎西高の初戦突破は叶いませんで
したが、夏の甲子園に期待したいものです。スポーツに
一生懸命に打ち込む姿は、人々に感動を与えるものだと
実感しました。昨年末に佐土原ロータリークラブも初め
て、地域のスポーツ少年団のバレーボール大会を協賛す
ることが出来ましたが、継続して子供たちの健全育成に
貢献していきたいと強く感じました。
　話は、変わりますがテニス大会に福岡に向う高速道路
で感じたことですが、宮崎自動車道では車も非常に少な
いですが、鹿児島からの合流後から徐々に車が増えてい
き、熊本、福岡が近づくにつれて２車線から３車線に車
が多くなるのをみて、東京、大阪はこんなもんじゃない
と思いますが、ガソリン使うはずだなーと、８０Ｋで走
行してる車はいませんね。１００Ｋ以上で走ってますと
燃費にも大きく影響するのにと思っていると、軽自動車
が次々に追い越していきます。中には軽トラックまで追
い越して生きます。皆急いで何処行くのって感じですね。
事故起こしてからでは遅いのになーとも感じながらの旅
でした。
　ガソリンといえば、福岡で給油しましたが１７３円／
１Ｌ何処まで高騰するのか？灯油も１００円越してるの
ではないでしょうか？我が家も早くオール電化にしたい
と考えています。うちは電気屋さんなんですけどね。

　たまたま、仕事で西都市方面を走ってましたら夕日が
綺麗でしたので田植えが終わったばかりの、田園を真っ
赤な夕日が照らしてましたので写真を掲載します。

会長の時間 ＜ 荒武　義博  会長 ＞

4 月度の例会予定

幹事報告 ＜ ＳＡＡ　柳田　光寛 君 ＞
＜文書案内＞
※西都ＲＣ～ 4月度例会案内
※高鍋ＲＣ～ 4月度例会案内
※ガバナー事務所～
　4月度ロータリーレート 1ドル＝82 円
※第 41 回幹部研修会のご案内
※次年度クラブ事務所住所・例会場の変更連絡の依頼
※皆様から寄付を募りました件、デジタルカメラ購入済
　みです。クラブ活動の記録に大いに活用して下さい。

出席報告＜ 出席委員長　吉田　康一郎 君 ＞
会員数　　　　　２２名
出席免除　　　　　１名
　　　　　　（正岡 文郁君）
出席者数　　　　１４名
欠席者数　　　　　８名
有届け者　　佐藤君・中武君
　　村岡君・福井君・永野君
　　宮原君・村上君・日高君
メイク届　　　　　２名
　　　　　　永野君・村上君
無断欠席者　　　　無
出席率　　　７６．１％

☆ハッピーＢＯＸ披露☆
＜財団ＢＯＸへ＞
※荒武　義博君～
　第 34 回選抜高校テニス大会　ベスト 16 位を祝って。
※岩切　正司君～長倉新入会員の入会をお祝いして。



　　  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．みんなに公平か
３．好意と友情を深めるか
４．みんなのためになるかどうか
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MEMO

☆入会式☆

氏　　名：長倉　祐一郎
生年月日：Ｓ３５．１０．２３
勤 務 先：宮崎市吉村町下別府乙 12－1
　　　　　四季の恵　
　　　　（株）カープロデュース裕
役 職 名：代表取締役
職業分類：飲食業
　　　　　自動車整備販売
　吉田さんの方から、「同業者ライバル」です・・との
お話がございましたが・・私自身は居酒屋業「四季の恵」
の方に力を入れております。居酒屋経営は長年の夢であ
りました。皆様お近くにお寄りの際は是非一度お越し下
さい。

▲ バッジ贈呈写真

3分間スピーチ
●岩切　正司君
　３月３日～４日と地区
役員勉強会に参加して参
りました。規定審議会に
おいてロータリーは刻々
と変わってゆきます。
　その最新情報は「ロー
タリーの友」に掲載され
ております。さまざまな
考え方がございますが、
私はロータリーは親睦を
通して真の仲間作りと人間磨きの場だという信念を変わ
らずに持ち続けようと思います。

●林　厚雄君
　佐土原町商工会の活動
の一環であります。さく
らまつりに今年も携わっ
ております。佐土原名産
品であります「生姜」の
製品開発は皆様にも随分
と知られていると思いま
す。会場では試食コーナ
ーも設けまして紹介活動
をします。また新商品開
発の為にその他の物産品の情報提供もお願いしておりま
す。当日は是非足を運んで頂きたいと思います。

●田邉　揮一朗君
　最近のお葬式事情を少
しお話させていただきま
す。費用の方は全国平均
では約２００万円程です。
我が社では約１００万円
ほどです。しかし全国的
には火葬だけ、という事
も増えております。葬儀
も家族だで行う場合が全
体の約３割とこちらの方
も増えておりますので件数は増えておりますが、単価は
落ちているのが現状であります。

●藤堂　孝一君
　先日居酒屋「さぼてん
」さんに参りまして、飲
みすぎました。次の日起
きたら、頭の中に泥が付
いており、携帯電話が見
当たらず家の電話を鳴ら
すと庭の植え込みの中か
ら着信音が聞こえました。
その後２年前に倒れた時
と同じ状態になり慌てて
かかりつけの病院で血液検査をして薬をもらい、禁酒も
２週間になりますので、ただ今絶好調です。

●梶田　與之助君
　孫の話をさせていただ
きます。無事に京都大学
の理学部に合格致しまし
た。中学校の時は部活動
で軟式野球のキャッチャ
ーをしておりました。大
宮高校に進み友人付き合
いも私以上に良く仲間付
き合いを大事にする孫で、
今後も大事にして欲しい
と思っております。
　中学・高校と通知表はオール５でした。特別な事はし
ておらず、夜は早めに休み早朝に勉強するという習慣で
した。息子の大学入試合格よりも孫の時が嬉しく、涙が
出ました。何ででしょうかねぇ・・
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