
第 1234回例会 平成 24年 11月 7日(水) 

<今日のプログラム> 

1. 点      鐘  2． 国歌斉唱   

3. ロータリーソング    

『手に手つないで』                   

4. 会長の時間     5.   幹事報告 

6. 出席報告      7.  ハッピーＢＯＸ披露  

8 11月のセレモニー  9.  委員会報告   

10. フォーラム「ロータリー財団」 

      「25周年記念について」 

11．次週例会案内    12. 点鐘 

  理事・役員会 

第 1233回例会記録 平成 24年 10月 31日（水） 

■ 会長の時間        会長 村上 實君 

みなさんこんにちは、

本日は第 1233 回の

例会です。 

土曜日に 3 クラブの

合同研修会に参加頂

きましてありがとう

ございました。初め

ての試みで、パネリ

ストも各クラブから 1 名ずつ出ていただきまして、

三者ともに各自の素晴らしい職業奉仕論を述べて

いただきました。Ｑ＆Ａでは我がクラブの藤堂会員

に発言していただきました。この時間をもっと次回

は取るべきだな、と思いましたが本当に良い研修会

になったと思います。地区幹事の深尾さんが最後に

総評を述べましたが、素晴らしいパネリストの方々

の後に、何も申し上げる事はございません、大変レ

ベルの高い素晴らしい研修会です。と感動を述べて

おられました。懇親会後の 2次会では、佐土原クラ

ブの心遣い、まとまりの良さをとても感動されたと

の事で、クラブの良し悪しは人数では決して決まる

ものでは無いという事を再認識されたとの事でし

た。今後 2回、3回と続きますようにまた皆様の協

力をお願い致します。 

前回もお話いたしましたが、息子の嫁実家の家族が

宮崎に移住してきました。大変嬉しいことで、これ

を機に家族が１つになるとはどういうことかな？

と自分なりに考えました。その時に思ったことの 1

つに、その家の冷蔵庫を自然に開けることができる

かどうか？という事が、結構バロメーターになるの

ではないか！という事です。その家の冷蔵庫の中身

いうのは家のプライバシーだと思うのです。徳に主

婦・女性にはそうではないでしょうか？！ですから、

1つの家族になるとの気持ちで迎えた嫁の家族です

から、「勝手に開けてビールでも何でも飲んで食べ

て下さいね！」と伝えました。皆さんはどう思われ

ますか？！本日は各クラブの中間報告があります

ね、各委員長さんよろしくお願い致します。 

■ 幹事報告        幹事 日高 邦孝君 

例会変更届け～無し 

＊ 11 月のロータリ

ーレート 1 ドル＝80

円 

＊ 高鍋ＲＣ／西都

ＲＣ～11月の例会案

内 

＊ 宮崎ＲＣ～創立

周年記念式典・祝賀会の案内 

 10月 27日（土）の 3クラブ合同研修会、皆様お

疲れ様でした。会長が言われました通りに第 1回目

としては大成功だったと思います。また我がクラブ

の良さを評価して頂き、再認識することが出来たこ

とも嬉しい事でした。会場設営・運営・大懇親会と

全て林萬松会員に御願いして、素晴らしい内容にし

ていただき本当に感謝申し上げます。有難うござい

ました。 

■ 出席報告         宮原 建樹君 

 会員数 23 名（免除 2

名） 

 出席数 15名 

 欠席届 8 名（正岡

君・梶田君・福井君・柳

田君 

   岩切君・原田君・

大久保君・田邉君・林厚君） 

 出席率 76.1%    修正出席率  95.4％ 
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■ ハッピーＢＯＸ披露 

＜ニコニコヘ＞      長倉 祐一郎君 

太田 忍君～27 日

合同研修会・懇親会

でのゲームで優勝

しました。賞金を全

額ニコニコへ寄付

します。 

● 太田  忍君～

とうとう 65歳になり高齢者の仲間入りですが、

全く実感がありません。65歳になるといいこと

があります。年金はもらえるし、宮崎→東京「シ

ニア空割」にて 12.000 円でいけます。仕事よ

り何より、健康第一でいきます。 

●長倉 祐一郎君～誕生月に飲食店をしばらくお

休みさせて頂きます。（残念）何事も大変な時期で

す。ロータリーは会員増強で、私のところは、いい

仲間の増強に頑張りたいです。 

■ 委員会報告   親睦委員会 吉田康一郎君 

＊第 34 回お仏壇のき

むら杯ゴルフコンペの

案内が来ております。

詳しくは柳田君の方か

ら案内していただきま

す。 

＊サンホテルフェニッ

クスさんからは「劇団とんぼ座」年忘れ公演の案内

が来ております。 

＊地区大会のゴルフ大会には原田君・宮原君・長倉

君と共に 4名で参加します。 

＊25 周年記念式典について、会長の方からも方針

をお聞きしております。会場はここサンホテルさん

ですが、仰々しい内容にはしないという事で皆様い

かがでしょうか！また今後委員会を設立しまして

進めていきたいと思います。 

＊クリスマスバレーボール大会につきましては、役

員の方に事情等をお聞きして決めて行きたいと思

います。 

■委員会中間報告  会員増強委員長 太田忍君 

会員増強の方は今の

ところ具体的な進展

は無い状況ではあり

ますが、候補者が数名

あがってはおります

ので、チームを組んで

動いていこうと思い

ます。皆さんの協力をお願い致します。 

  

 

 

 

 

委員会報告         藤堂 孝一君 

地区補助金企画の見積

もりが出来ております。

クラブから負担をして

3 基設置した方がいい

のかなと思います、理

事会で検討御願いしま

す。 

クラブ管理委員会        宮原建樹君 

まずは先日の合同研修

会について感想を少し

話させていただきます。

高鍋の尾崎さんが、今

は仕事をしていないか

ら、ロータリーの職業

奉仕を語ることは難し

い・・というような事を話しされたのですが帰りに、

尾崎さんに言いました。究極の職業奉仕は、納税を

することではないでしょか！とまた買い物をすれ

ば消費税という税金を納税しますから、それで十分

だと思いますよ、と申し上げました。 

会員増強の方では二、三名の方を候補に考えており

ますのでまた皆様のご協力を仰ぎながら進めて参

りたいと思います。 

前回の観月会では林萬松会員の心遣いで素晴らし

い観月会となり、家族同伴の企画にすれば良かった

な！と強く思いましたので、次年度はそのようにし

たいと思います。 

ＲＩ財団           郡司 武俊君 

次週がロータリー財団

フォーラムになってお

ります。次年度の地区

補助金申請に向けての

皆様のご意見等をお聞

きしたいと考えており

ますのでよろしくお願

い致します。 

会計報告        会計 山本 兼裕君 

3 ヶ月経過の報告をし

たいと思います。お手

元の資料を見ながら聞

いて下さい。会員増強

が全く無いという状況

で出しておりますので、

会員増強は基本必要だ

と思います。普通会計・特別会計共ほぼ前年通りの

状況と言えます。 

 

 
4つのテスト 

『言行はこれに照らしたから』 

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 

次週予告 

11月 7日 フォーラム 財団について 

11月 14日 卓話 梶田與之助 

      卓話 荒武義博 

11月 21日 卓話 

      福井輝文・中武幹雄 

メモ 


