
第 1250回例会 平成 25年 3月 13(水) 

<創立 25周年記念例会プログラム> 

1. 点      鐘     

2． ロータリーソング  

  国歌斉唱 

『奉仕の理想』 

3．クラブ OB/お客様のご紹介                  

4． 会長の挨拶     5. 幹事報告 

6. 実行委員長挨拶 

7．中部分区ガバナー補佐挨拶 

  「池田 豊繁様」 

８．OB代表スピーチ 

   「山脇 忍様」 

9． 現チャーターメンバー代表挨拶 

   「岩切 正司君」 

10．創立 20年以降 25年までの各会長挨拶 

11．点鐘 

＜懇親会会場移動＞ 

12．宮崎市長 戸敷正氏より感謝状贈呈式 

  「ロータリー財団補助金事業 

    久峰運動公園へのベンチ 3基寄贈」へ 

13．懇親会～ 

■第 1249回の会長の時間  平成 25年 3月 6日 

            ● 会長 村上 實君 

皆様こんにちは、

本日は第 1249回

の例会です。 

3 月の月間テー

マとしましては

「世界識字率向

上」です。日本は

高校への進学率

も 100％に近く、識字率に関しては 100％といえる

と思います。が世界では進学は元より文字の読めな

い人の割合が高いのが現実でありますのでそこも

支援して行こうという事であります。財団補助金事

業で久峰運動公園へのベンチ 3 基設置が無事終了

しましたと先日村岡会員より連絡を頂きましたの

で見てまいりました。その日は幼稚園児等が遠足に

来ておりまして早速そのベンチが利用されており

ました。方向が山の方を向くように設置されていま

すが、桜を眺めるにはこの方向がいいのではないか

との事でこうなったそうです。が向きの変更は出来

るそうですから皆さんも行って見て下さい。やはり

こういう事業もそうですが毎年続ける事が大事だ

と思いますので何事も継続して続けて行けるよう

に財団寄付の方も会員全員で協力して行きましょ

う。来週は 25 周年記念式典ですね。私の年度では

一番大きな行事です。 

が、余り構えず普段どおりの佐土原 RCを見ていた

だければいいと思います。私自身は OB会員の方々

から色んな話が聞けるのではないかと楽しみにし

ています。来週は 100％出席と聞いておりますが皆

様宜しくお願い致します。 

2.3 日前にも報道されましたが通り魔殺人事件が又

起こりましたね、それに限らず簡単に人の命自己中

心的な動機で奪う事件等が多発しております。 

相反するように吹雪の中で自分の身を犠牲にして

わが子の命を守った父親の報道もありました。事件

を起こす彼らはこの様な報道等をどういう気持ち

で見聞きしているのか・・この世の中どうなってい

るのかなと思いますがやはり全ては愛情・愛情不足

から起こる事だと思います。先ずは親子の愛情それ

から男女の愛情もあります、全てが愛情の欠乏した

人間があの通り魔殺人のような事件を起こすのだ

ろうと思います。この様な事も含めて今の若者達に

話を聞いてみたいなと思いました。「ひまわりと子

犬の 7日間」という映画が公開されますね。宮崎が

舞台と言うことで我々には特に注目度が高いわけ

ですがこの映画の原作者は国富の方ですね。こんな

素晴らしい方がいらしたのですね、しかし当初この

話をネットに流した当初に、自分で世話も出来ない

人間がそんな事を言う資格は無いとい内容の批判

を随分受けたそうです、それで考え、自分で引き取

り飼うという事を始め、自分を通して沢山の人に現

状を知ってもらいたいとの思いから今回のこの映

画公開に繋がったとの事ですが、これも 1人の愛情

から始まった素晴らしい事の一つですね。今週は

色々なことを考えました。来週の 25 周年例会・懇

親会はまた皆さんと一緒に楽しく有意義な時間に
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奉仕を通じて平和を 

 



したいと考えておりますので宜しくお願い致しま

す。 

■ 幹事報告       ●幹事 日高 邦孝君 

例会変更届け～無 

＊ 確定申告用寄

付金領収書送付 

＊ インターアク

ト・年次大会記録

誌送付 

＊ PHF  認 定

証・バッジ送付 

■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 80.9% 

メ イ ク 届 ０ 名    

修 正 出 席 率 

80.9％ 

欠 席 届  6 名  

（正岡君・梶田君・林君・

荒武君・大久保君・宮原君） 

■ ハッピーBOX披露●親睦委員会 長倉祐一郎君 

＜ニコニコへ＞ 

●藤堂 孝一君～

小学 3 年生の甥の

コウダイ君が全国

学力テストで国

語・算数の科目で

平均点以上の点数

をとり喜んでいま

す。まるで親バカですね。 

●吉田 康一郎君～3月 13日の 25周年の式典が

無事に終わります様に、楽しい 25 周年を迎えま

しょう！ 

＜財団へ＞ 

● 岩切 正司君～25 周年が来週に近づき

ました。 

■ PHF認定証・バッジの贈呈 

＊村上  實会長       

＊日高 邦孝幹事 

  ☆おめでとう

ございます☆ 

 

 

 

 

 

■3月のセレモニー     結婚記念月 

＊ 村上 實君ご夫妻 

＊ 梶田 與之助君ご夫妻 

♪おめでとうございます♪ 

■ 委員会報告    ●吉田 康一郎君 

来週いよいよ 25 周

年行事本番ですね、

お手元に当日のタ

イムテーブルがあ

ると思います。目を

通して下さい。1 時

間半の例会の中各

～割り当て時間は

短く数分単位の所もありますが宜しくお願い致し

ます。時間の都合で懇親会の中ではありますが、市

長の方から感謝状贈呈も予定しております。懇親会

は隣の部屋に用意して頂き約 40 人の予定でありま

す。家族同伴出来る方は又連絡下さい。例会から見

ていただくのも良いと思いますから例会からの参

加もどうぞお誘いください！ 

あと 25 周年全員ハッピーをしたらという意見が岩

切会員・藤堂会員から出ましたので、皆さん如何で

しょうか？（賛同の拍手）ではそうしましょう！ 

また懇親会には飲み物の持ち込み OK いただいて

おりますので遠慮なく持ち込み下さい。では当日は

皆 さ ん 16 ： 00 集 合 で お 願 い し ま す 。             

●村岡 博君 

ようやく先月 28

日にベンチ設置が

終了致しました。 

向きに関して会長

も言われたように

また皆様行かれて

みてご意見をお聞

かせください。市長も 30 分ですが時間を取って下

さいますので、来週感謝状の贈呈式も行えることに

なり良かったなと思っております。 

■ 3分間 SP （入会順により） 

●永野 陽子君 

先月から色々と

多忙に伴い体調

の方も崩しやす

く 例 会 参 加 も

久々です。先月宮

崎 RCの 60 周年

記念式典には会

長・幹事と共に参加して美味しい料理とお酒を沢

山いただいてきました。その日も宮崎中央 RCの

会長達から 2 次会に誘われ遅くまで飲んでいた

ら、又体調を壊してしまいました。・・この繰り

返しですから少し控え体調を整えたいと思いま

す。又例会にも参加しますのでよろしくお願いし

ます。 

 



●日高 邦孝君 

今 TPP に関して

色々な考え方が

国・又は個人レベ

ルで主張されて

おりますが、私個

人としましては

賛成意見です。今

畜産農業分野の若者後継者不足が深刻な社会問題

となっています。若い人たちが後継者となれるよう

な体制作りの為にも TPP 参加は結果として良い方

向に向かう手立ての一つだと思います、懸念されて

いるように確かに一時期は落ち込む現象も出ると

思いますがその先には必ず良い結果が表れると思

っています。 

 ●村上 實君 

相撲の話ですが・・

40 秒しか戦えない

力士話を TV で放

映していましたが

観られた方はおら

れますか？母親は

フィリピンの人で

日本人の父親とは離したそうでその後葉は 1人子 1

人、一時帰国して暮らしていたそうですが体格が良

い事もあり日本の力士になるという目的で日本に

来て現在に至ると言う内容でしたが母親の愛情に

支えられ頑張っているという事でした。40 秒以内

に勝てない時には負けてしまうこの力士を知り又

今後追いかけ応援したという気持ちになりました。 

 

ご来賓名簿 

宮崎市長 戸敷 正様 

 

ＲＣ関係 

2730地区中部分区 ガバナー補佐 池田豊繁様 

高鍋ＲＣ 会長          図師義孝様 

高鍋ＲＣ 幹事          山口順一様 

高鍋ＲＣ 事務局         財津恵子様 

西都ＲＣ 会長          上田 晋様 

西都ＲＣ 幹事          押川伸生様 

西都ＲＣ 事務局         松本紀子様 

 

佐土原ＲＣ OB 

山脇 忍様・佐野 保様・富高秀典様・鬼塚圭司様 

 

 

 

 

 

 

 

思い出の写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

メモ 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それぞれ昔懐かしい写真を載せましたが、紙面の

都合で全ての会員の写真を紹介できませんが、 

一度すべての写真を電子化できればと考えてお

ります。みなさんの持っているデータを今一度整

理してみてください。 広報委員 藤堂孝一 


