
第 1227回例会 平成 24年 9月 12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. 会長の時間      4.   幹事報告 

5. 出席報告       6.  ハッピーＢＯＸ披露  

7.  委員会報告     8.  次週例会案内 

9.  点  鐘      10. 観月会 親睦委員 

第 1226回例会記録 平成 24年 9月 5日（木） 

■会長の時間     会長 村上 實君 

皆さんこんにちは、第1226回の例会

です。後から太田会員の方から詳しい

説明がありますが、今年はＰＲをして

行こうという事でしたが、ラジオ放送

の出演が決まりました。9クラブの中

から2名ということで、やはり顔が良かったからでしょう

かね。これを機会に佐土原ＲＣを真剣にＰＲして欲しいと

思います。ところでロータリー公式の歌・・皆さんご存知

でしょうか？ベートーベン作曲の「マーチの編曲」という

歌がロータリークラブ公式の歌だそうです。1905年にこの

歌が出来たのはやはり例会が上手くいかない、ぎくしゃく

すると言うことで歌で和やかにしたいという思いから色々

な歌が用いられたと言う事です。全く知らないことでした

のでびっくり致しました。この公式の歌は未だ1度も聴い

たことがないので是非聴いてみたいと思いました。後一つ

ロータリーのマークですが、歯車の形ですからやはりそこ

から来ているのかなと思っていましたが実はそうではない

と言うことも知りました。最初に会員さんの事務所でやっ

ていたので、そう意味だそうです。4 年目にして始めて分

かりました。今日のお話の本題は今パラリンピックが開催

されていますよね。ＴＶを観ながら非常に憤っております。

健常者のオリンピックはマスコミも含めてあれだけ盛り上

がるのに、報奨金も半額と聞いています。身障者の方々は

自ら望んでなった人は居ないと思いますがその中であれだ

けの頑張りが出来るという精神力は凄いと思います。もし

私だったらとてもそういう事は出来ないと思います。あそ

こまで闘争心を湧かせて世界で戦うなんて本当に凄いと思

います。今一番パラリンピックを番組で取り上げて応援団

のようなことをしているのが「みのもんた」さんですよね！

この方は多分裏ではお金の方もかなり寄付していると思い

ますよ。しかし、マスコミはもっと取り上げ国民全体に報

道する義務があると思います。ロータリーとしても色々支

援が出来るのではないか？！と思いました。報奨金はパラ

リンピックの方が高くてもいいのではないかとも思います。

今回パラリンピックとオリンピックの不平等を考える中で、

本当に必要な支援についても色々と考えました。今日は新

世代フォーラムです。ベテラン皆さんの意見交換をよろし

くお願い致します。 

 幹事            日高 邦孝君 

＊ 例会変更届け～延岡Ｒ

Ｃより 

＊ ライラ研修スケジュー

ル・プログラム 

＊ 国際奉仕セミナーのご

案内～日時 10月 21日 

（日）13：00～16：00 場所 メインホテル 5 階シャ

インホール  登録料 1名 2.000円 

＊ 第 11回ロータリー全国囲碁大会のご案内 

日時 2012年 10月 20日（土） 

会場 東京 市ヶ谷日本会館 1階大局場 

ホスト 東京ロータリークラブ 

登録料 7.000円 

＊ 西都ＲＣ／高鍋ＲＣ~9月の例会案 

■出席報告    出席委員   原田 宗忠君    

▲会員数（23 名・出席

免除 2名） 

▲出席数 19名 

▲欠席届 4 名 梶田

君・正岡君・吉田君・福

井君 

▲ 出 席 率  90.6%   

▲修正 86.3％ 

■ハッピーＢＯＸ披露◎親睦委員 長倉 祐一郎君 

＜ニコニコへ＞ 

◎大久保 貞子君～まだ暑

いですね、皆さん身体に気を

つけて下さいね。日曜日は倒

れないように頑張ります。 
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＜財団へ＞ 

◎ 岩切 正司君～9月12日観月会夜間例会はお休み

させていただきます。久しぶりの京都です。 

■ 9月のセレモニー 

 ♪9 月誕生月

～山本 兼裕君        

山本久美子夫人       

永野  陽子君       

藤堂 孝一君 

 

♪ 9 月 結 婚 記 念 月 ～ 日 高  邦 孝 君 ご 夫 妻         

田邉 揮一郎君ご夫婦 

♪ 9 月 誕 生 月 ご 夫 人 ～ 岩 切  純 子 さ ん          

荒武 由美さん 

    ☆皆様おめでとうございます☆  

■ 委員会報告 

◎クラブ広報委員会        中武 幹雄君 

毎月の「ロータリーの友」

中に各クラブのバナー紹

介の欄がありますね。佐土

原クラブのバナーも紹介

してもらおうと思います

ので、説明書を添えてバナ

ーを送ろうと思います。皆さん楽しみにしていて下さ

い。 

◎会員増強委員長          太田 忍君 

先ほど会長の時間の中で

もお話ありましたが、今

度宮崎の 9 クラブを代表

して宮崎クラブの会員さ

んとラジオ出演して参り

ます。明日収録がありま

すが、内容を報告しておきますね！「和気あいあいの

佐土原ロータリークラブの太田 忍です。ロータリー

は色々な職業の人と知り合える異業種交流の場でも

あります。打ち解けあう親睦活動は生涯にわたる友人

を作り基本理念である、奉仕活動を活発化する役目も

担っています。一緒に考えましょう！」以上です。ゆ

っくり言うと 20 秒になるので少々早口にはなります

が、しっかりとＰＲして参ります。 

◎会計              山本 兼裕君 

ニコニコＢＯＸが今大

体幾らくらい貯まって

いるかとのお話が会長

の方からございました

が、丁度集計をしてきた

ところですので報告さ

せて頂きます。 

昨年の実績が 75.501 円でした。今 2 ヶ月経過してお

りますが、毎回集計しております。合計 17.510 円で

す。1年間に換算すると 10.0236円になる計算ですの

で前年度を 28.000円ほどオーバーする見込みです。 

途中で止まったりしますとこうはなりませんので、皆

様毎回は大変でしょうが小銭のある時には御願いし

ます。このお金は周年事業等の為に蓄えている部分で

すのでよろしくお願い致します。また前年度出来なか

った何ヶ月毎の収支の報告、これも今月が終わると上

半期終わりますので、10月末くらいに報告させていた

だく予定です。 

■ 3 分間スピーチ           

荒武 義博君 

皆さん久しぶりに前で

お話しますが、腰のほ

うがなかなか良くなら

なくて、今日ＰＣ開い

ていたらロータリーの

Ｑ＆Ａと言うのがありまして、その中に何点か面白い

のがありました、例会で必ず歌を歌わなければいけま

せんか？「中略」若い人を会員に迎えたいが障害があ

ります・・会費について・・年齢を区切って免除の部

分を設けてもいいのではないか。各クラブで臨機応変

に対応してくださいと出ています。ＲＩの余剰金の使

われ方も載っていましたが米国株式等に使われてい

るようです。             永野陽子君 

今月 40歳になりました

が、一言物申すで・・

公式訪問報告書の最低

年齢が 41歳になってい

ましたので訂正を御願

いしたいな・・と思っ

ています。今年娘が成

人式を迎えるのですが式の中で保護者代表挨拶を依

頼されました。今までも各式の中で挨拶をして参りま

したが、成人式まであるとは思いませんでしたが、有

り難く受け止めてしっかりと挨拶をしようと考えて

おりますので・・皆様のアドバイスをよろしくお願い

致します。 

     村岡 博君 

なかなか出てくる機会

が無い状態ですが、協

会の役員もしていまし

て、あちこち走り回っ

ています。今週が一段

落しています。事務所

のほうも移転することになりそちらの方でもバタバ

タしておりますが落ち着きましたら又皆さんも事務

所の方に遊びに来て下さい。来年からは花火大会等に

も会場として良い場所です。               

岩切 正司君 

前から思っていました

が、ロータリーの例会に

相互扶助をもっと導入

してお互いの職業の情

報提供をしてプラスに



なることがロータリーが楽しくなる 1番の方法だと思

います。あるクラブのメイクで同じテーブルの会員さ

んがさりげなくパンフレットを手渡しているのを見

ましたが、余り露骨に自分ところの商品を買ってく

れ・・と言いますと嫌になりますが、そうではない宣

伝・情報提供は大いに佐土原クラブでもしていった方

がいいと思います。 

■ クラブフォーラム  ◎新世代 田邉 揮一郎君          

今月は、新世代月間です 

今までの４大奉仕が大

きな奉仕部門でしたが、

2010 年に、規定審議会

により「新世代奉仕」が

第 5 の奉仕になりまし

た。 

私が、この委員会の進行を進めるに当たり何もわかり

ませんので先輩の意見を聞きたいと思います。今まで

佐土原ＲＣの新世代に関することを再認識するため

にも皆さんの意見をお願いします。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

      記       録 

☆1998年 2月 15日 ＩＭのホストを務める 

テーマ 『新世代プログラムについて』 

☆2001年      ライラの実施 

 テーマ 『現代の若者像』県警本部 北川武氏講演 

     『石崎浜湖畔で鯉釣り』 

☆2009年 3月 14日  ライラの実施 

 テーマ 『夢をかたちに』坂佳代子女子講演 

     『石崎浜海岸にて砂の造形コンテスト』 

     『焼肉パーティー』反省会感想文 

＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞ 

新世代奉仕に関するプロジェクトはほかにもいろい

ろとありますが我が佐土原クラブでは以上の 3つのプ

ロジェクトを実施しております。 

 「新世代」とは、青少年や若者を対象としたロータ

リーのプログラム、即ち、インターアクト、ローター

アクト、ライラ、ロータリー青少年交換の参加者たち

です。さらに、ロータリークラブや地区の活動に参加

している奉仕志向の若者も含まれる。 

 新世代奉仕では、クラブの職業奉仕、社会奉仕、国

際奉仕プロジェクトにおいて青少年や若者の参加を

促進し、こうした世代の支援を目的としたプログラム

やリソースをクラブが積極的に提供していくことが

重要です。(ガバナー月信抜粋) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宮日掲載記事 

ガバナー公式訪問の 3クラブ合同懇親会において 

 

 

 

 

 

 

 

 

太田会員と宮原会員に盛り上げて頂きました。 

 

 

ロータリーの綱領 

ロータリーの綱領は、有益な事業の基礎として奉仕の

理想を鼓吹し、これを育成し、特に次の各項を鼓吹、

育成することにある： 

 

第1 奉仕の機会として知り合いを深めること； 

第2 事業及び専門職務の道徳的水準を高めること； 

あらゆる有用な業務は尊重されるべきであると

いう認識を深めること；そしてロータリアン各

自が業務を通じて社会に奉仕するために、その

業務を品位あらしめること； 

第3 ロータリアンすべてが、その個人生活、事業生 

活および社会生活に常に奉仕の理想を適用する

事； 

第4 奉仕の理想に結ばれた、事業と専門職務に携わ     

る人の世界的親交によって、国際間の理解と平

和を推進する事。 

4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 

次週案内 

9月 19日 会員卓話 原田宗忠君・田邉揮一郎君 

9月 26日 会員卓話 吉田康一郎君・宮原建樹君 

10月 3日 フォーラム 職業奉仕について 

10月 10日 特別休会 

10月 17日 職場訪問 奉仕プロジェクト委員 


