
第 1243 回例会 平成 25 年 1 月 23 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 

 ＊理事役員会決定事項の報告 

5． 出席報告     

6． ハッピーＢＯＸ披露  

7.  委員会報告   

8. 会員卓話「藤堂孝一君・太田忍君」 

9．新入会員相川さん挨拶と紹介 

10．点鐘 

■第 1242回の会長の時間  平成 25年 1月 16日 

            ● 会長 村上 實君 

皆さんこんにちは

本日は第 1242回の

例会です。例会場は

今年初めてになり

ますね、 

先週は新年の懇親

会とバザーを行い

ました。皆様からの

絶大なるご協力でかなりの収益が上がりました。改

めて御礼を申し上げます。詳しい内容は後ほど会計

の山本会員より報告があります。 

中山代議にも最後まで参加いただき有難いことで

した。昨年例会場をここ「サンホテル・フェニック

ス」に移して大変活気が出て来た事を実感しており

ます。皆様も同じだと思います～林支配人には大変

感謝いたしております。有難うございます！ 

昨年の暮れ 28 日に友人が車の事故で急死してしま

いまして、1 月 2・4 日にゴルフの約束もしていた

のですが・・叶わず・・仲間で追悼ゴルフになって

しまいました。改めて人生何が起きるか分からない

し元気・健康が 1 番だと痛感させられました。 

政権が変わり世の中が少しずつ明るくなってきた

と思います。今年は全て前向きで行こうと思ってい

ます。昨年は最低でした。しかし政権が変わるとこ

うも変わるのか・・という事を実感しますね。公共

事業関係もいい風が吹いているのを感じますね、 

何事も逃げても仕方ないので、全て前向きに行きま

す。私どもの年度も後半年となりました。後半また

頑張って行きたいと思いますので皆様のご協力も

引き続きお願いいたします。今月は「ロータリー理

解推進月間」という事で少し調べてみました。昨年

12 月に開催した地域のスポーツ少年団活動を支援

していくと言うようなことが、対外的に理解推進に

繋がると思います。またこの後皆さんと意見交換を

して参りたいと思います。 

■ 幹事報告     ● 幹事 日高邦孝君 

例会変更届け～無 

＊ 地 区 関 係 資

金・人頭分担金後期

の納入済み 

＊ ロータリー世

界フォームのご案

内 

＊ ロータリー友

情好感ビデオコンテストについて 

＊ 高鍋・西都 RC1 月の例会案内 

＊ 第 2 回地区研修会中止の案内 

＊ 鹿児島 RC60 創立 60 周年記念式典のご案内 

＊ IM への登録会員参加のお願い 

＊ 日本 RC 親睦ゴルフ全国大会の案内 

■ 出席報告   ●出席委員長   原田宗忠君 

会員数 23 名（免除会員 2 名） 

出席数 17 名       出席率 76.1% 

            修正出席率 86・5％ 

欠席届 6 名 正岡君・岩切君・梶田君・田邉君 

       相川君・永野君 

■ ハッピーBOX 披露  

● 親睦委員会長倉祐一郎君 

＜ニコニコへ＞ 

◎林 厚雄君～新年おめでとうございます。昨日

UMKの取材を受けました。商工会の「生姜クラブ」

についてです。今週の土曜日にオンエアーだそうで

す。暇でしたら見て下さい！ 
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◎中武 幹雄君

～新年度を迎え

て、皆さんおめで

とうございます。

今年の正月は親

父が 4 日に亡く

なり喪中で静か

な日を過ごしま

した。皆さんで送っていただき有難うございました。

今年は仕事上厳しい年だと感じていますので頑張

って行こうと思います。ご指導宜しくお願い致しま

す。 

■ 委員会報告 

      ● 財団委員長 郡司 武俊君 

地区補助金事業の

報告を致します。

久峰運動公園 

にベンチの設置３

つ決まりました。

まだ出来上がって

はおりませんが戸

敷市長のスケジュ

ールに合わせまして寄贈式を行う事になっており

ます。 

後私事ですが鹿児島の大会に参加して走ってまい

りました。当日は大変気温の低い日でして低体温症

で 16 名ほど運ばれました、年々完走の方が難しく

なりますが今後も続けて行こうと思います！ 

            ●  林 厚雄君 

佐土原商工会の活

動ではありますが

少し報告させてい

ただきます。「生姜

クラブ」の委員長

をさせていただい

ていますが、少し

ずつ広がっている

ようでして先日 TV 取材を受けました。3 回ほど撮

り直しの末 OK がでましたが、人前で話すことはロ

ータリーの方で少し慣れさせていただいているお

陰でTVの前でも何とか思っていることを話すこと

が出来ました。 

          ● 会計 山本兼裕君 

先週の新年会・バ

ザーでは皆様の

ご協力で目標金

額を優に上回り

ました、有難うご

ざいました。 

今年度上半期終

わりましたので

半期決算報告書を作成しました。皆様のお手元の資

料を見ながら聞いて下さい。＜中略＞会員数が少な

く財政は苦しいと言えばそうですが・・委員会活動

に伴う費用などは予算組みがされておりますから

活発に行われて大丈夫だと思いますので、クラブの

活性化の為に大いに活動して下さい！ 

■ クラブフォーラム 

● クラブ管理運営委員長 宮原 建樹君 

次年度は会長をお引

き受けさせていただ

いておりますが早速

PET の案内と資料

が送られてきました。 

1 度目はキャパシテ

ィー一杯の状態でし

たが今回は 2 回目になりますので私なりにまた頑

張って行きたいと思っておりますのでまたよろし

くお願い致します。 

          ● クラブ広報委員長 

                 藤堂孝一君 

クラブ会員がロータ

リーを深く理解しよ

うという趣旨でこの

月間があるようです、

詳しい方々に話す機

会を設けてして頂く

といいかと思います。 

 

          ●  会員増強委員長 

                  太田忍君 

来月 25 周年記念の

会を行いますが、25

周年には 25 名！と

言うことで何とか後

2 名の増強を皆様の

協力で達成したいと

思います。 

 

誕生記念 村岡君・原田君 おめでとうございます。 

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 


