
第 1239 回例会 平成 24 年 12 月 12 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． 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. 年末懇親会「とんぼ座公演」 

9．次週例会案内     10． 点鐘 

第 1238 回例会記録 平成 24 年 12 月 5 日（水） 

■ 会長の時間       会長 村上 實君 

皆さんこんにちは、

本日は第 1238 回の

例会です。 

今日は冷え込み厳し

いですね、皆様体調

管理には十分気をつ

けて下さい。今月は

「家族月間」になっていますね、来週１２日は年末

懇親会、劇団とんぼ座のミニ公演もありますので、

ご家族同伴で是非参加願います。しかし、こんなに

寒いとやはりコタツがいいですね、コタツに入った

時が１番家族団らん会話にも弾む気がします。最近

は床暖房やエアコン・ヒーター等が定着してこたつ

を使用する家庭が少なくなってきていると聞きま

すが、やはり昔ながらのコタツでみかんと言うのが

いいですね、コタツに入ってはいてもＴＶやＰＣ・

携帯電話等を各自で見ていて会話が無い・・という

家庭も少なくないと思います。私の記憶にはコタツ

や囲炉裏はたで親父からよく説教をされた・・とい

うのが残っていますそれだけでなく、家族で一緒に

何かを食べていたというのも強く印象に残ってい

ます。１２月というのは大変気ぜわしい月でもあり

ますが、選挙戦まで始まりましたので尚一層ですよ

ね、車にしても普段の月の１．５倍は増えると思い

ます。事業にしても忙しく慌しく過ぎて行きがちに

なります。そうすると年明けて１月は必ずと言って

いいほど問題が起きているものなのです。ですから

先週もお話させていただきましたが、心の余裕を持

つ事の大切さ・・ですよね、気忙しい生活をしてい

くと必ずつけが回ってきますので、気をつけていき

たいものです。先日「流行語大賞」が発表されまし

たね、予想が当たった方おられますか？私はあの中

で好きな大賞は、オリンピック水泳選手の松田武志

のあの言葉ですね。これぞ日本人の良さが表れてい

る言葉だと思いました。この言葉が選ばれていると

言うことはキチンとした観点から選ばれているの

だと安心しました。 

それともう一つ、今年生まれた赤ちゃんの名前ＮＯ

１というのも決まりましたね、この名前こそ時代を

表しているようですね、我がクラブに梶田 與之助

さんがいらっしゃいますが、初めて聞いた時は変わ

った名前だな・・と思ったものですが（笑）雄之助

という名前もランクインしていたので、現代でも有

りだなと思いました（笑）日本の伝統を考えてつけ

る親も居るし、かっこよさ重視でつける親もいるし

様々ですがやはり名前と言うのは非常にたいせつ

ですね！親近感のある名前というのは社会人にな

ってから良いですよね、名前で上司から呼ばれると

いうのは色々な意味でマイナスにはならないと思

います。１２月になると様々な総まとめ・結果が発

表されますね、最後に・・１２月ガバナー月信に３

クラブ合同研修会の記事が２ページに渡り掲載さ

れています。委員長の田中さんによる記事ですが写

真も皆さんの様子が掲載されておりますし、内容も

非常によいです、これだけを挙げてもやった意味が

大いにあると思いました。本日はフォーラム「親睦」

についてですが、自由討論で行きましょう。会員増

強報告など皆さんどうぞお話ください。 

■ 幹事報告＋       幹事 日高 邦孝君 

例会変更届け～無し 

＊ ロータリー世界

フォーラムの登録及

び宿泊について案内 

＊ ロータリーの友

委員会～２０１１－

２０１２年度決算概

要の件 
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＊ 新年家族懇親会「バザー」1 月 9 日会場の決定

を本日お願いします。 

■ 出席報告           宮原 建樹君 

 会員数 22 名（免

除 2 名）出席数 1５

名欠席届 ７名（村

岡君・正岡君・山本

君 ・ 吉 田 君 ・        

原田君・大久保君・

永野君） 

出 席 率  75.0%    

修正出席率  86.3％ 

■ ハッピーＢＯＸ披露     長倉 祐一郎君 

＜財団へ＞ 

● 梶田 與之助君

～仕事上で欠席が多

くなりました。村上

会長年度でＰＨＦ１，

０００㌦寄付したい

と思い一部ですが財

団へ～ 

● 岩切 正司君～今回は１９００円しかなかった

ごめんなさい！！ 

■ ♪１２月のセレモニー♪ 

               長倉 祐一郎君 

 

◎ 誕生月～柳田光寛君 林萬松君 大久保貞子君 

◎ ご夫人～郡司 小百合さん 吉田 洋子さん 

  林  初子さん 

◎ 結婚記念月～藤堂 孝一君・真由美さん 

♪皆様おめでとうございます♪ 

■ 委員会報告         長倉 祐一郎君 

親睦委員長の吉田会

員に代わり連絡させ

て頂きます。今度の日

曜 9 日に「第 2 回佐土

原ＲＣクリスマスカ

ップ杯バレーボール

大会」を開催しますが、

開会式・閉会式・懇親会への参加協力を再度お願い

いたします。 

12 日の夜間例会「年末懇親会」の方も今回はとん

ぼ座のミニ公演もございます、家族同伴で是非参加

願います。 

第 76 回歯車ゴルフコンペの案内を再度致します。 

 日時 24 年 12 月 17 日（月）集合 8：40 

             スタート 9：12 

 場所 ハイビスカスゴルフクラブ 

 参加費 ¥2.000 プレー料¥8.300（食事込み） 

参加者～村上会長・日高幹事・宮原君・藤堂君 

9 名 吉田君・太田君・林厚君・梶田君・原田君 

   以上の皆さん宜しくお願いいたします。 

■ クラブフォーラム・委員会中間報告 

  

先ずは新年会の会場確認ですが・・ここサンホテル

さんにお願いしますが皆さんよろしいでしょう

か？（賛同の拍手）恒例のバザーもございます。ご

家族同伴で参加下さい。品物は 1 人 3 品の協力お願

いします。 

新会員候補者の相川さんをはじめ 2~3 名の方も招

待してはいかがでしょうか？（賛同の拍手） 

  

    クラブ広報委員長 藤堂孝一君 

クラブ広報委員会から報告いたします。皆さんにお

配りの資料は地区大会に配布された資料の中の深

川純一パネリストの資料をお配りしております。 

 高鍋ＲＣの週報に大会報告の木浦会員の記事を

読みました。非常にわかりやすく報告されていたの

を読んで佐土原ＲＣの皆さんにも知らせるべく案

内をしました。次週でもコピーを配布したいと思い

ます。 

 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 

次週予告 

12 月 19 日  年次総会 

12 月 26 日  特別休会 

1 月 9 日   新年家族懇親会 


