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第 1257 回例会 平成 25 年 5 月 15(水)
<本日の例会プログラム>
1. 点
鐘
2． ロータリーソング
『我らの生業』
3．会長の時間
4．幹事報告
5． 出席報告

6．H・P～BOX 披露

7．委員会報告
８委員会活動報告と次年度へ向けて
9．次週例会案内
☆5/22（水）次年度方針 宮原会長エレクト
＊米山奨学生オリエンテーション参加報告
＊100％出席の日
10．点鐘
■第 1256 回の会長の時間
平成 25 年 5 月 9 日
● 会長 村上 實君
皆さんこんにちは、
本日は第 1256 回の
例会です。
嬉しいお客様がお
越しですのでご紹
介します。
体験例会で先日役
員の皆さんとは顔合わせ済ませておられます高山
さんです。
今日は月初め最初の例会ですが今月はテーマの無
い月ですが、今年度も後 2 ヶ月弱となりました。次
年度は第一週目が「ガバナー公式訪問」ですから、
皆様には非常に慌しく準備等を進めていただいて
おりますがどうぞよろしくお願いします。
4 月 21 日・22 日に同窓での 1 泊旅行に参加したの
ですがその中で長崎の普賢岳にも行きましたが当
時のままの家や色々なものを目の当たりにして見
ると改めて自然の猛威の恐ろしさをヒシヒシと感
じました。当時 TV 画像を通してみていましたが、
災害と言うのは体験したものでなければ分からな
いというのも実感しました。住民の方々は未だに帰
れない、帰りたいという思いが強くあると聞きます
が誰でも生まれ育った故郷に戻り住みたい、そこで
死にたいという想いは強いとおもいますので、その

様なことも踏まえて見て参りました。今回の旅行は
同窓ということで男女共に和気あいあいと盛り上
がり楽しい旅行となりましたがやはりこの年にな
ると昔の思い出話、健康の話ばかりでした。
高山さん 1 時余りですがどうぞリラックスされて
例会を楽しんで下さい。
■幹事報告
●幹事 日高 邦孝君
新会員の為の地区
研修会案内～6 月 9
日（日）
都城市 メインホ
テルにて
テーマ「真のロー
タリーを学ぶ」
受付～10 時 30 分 昼食を挟み午後第 2 部
登録料～2.000 円（食事・テキスト代含む）
対象～入会 3 年未満の会員
＊ クラブ研修リーダーセミナーの案内
日時 6 月 2 日（日）10：30～13：00
場所 鹿児島市サンロイヤルホテル３F
登録料 2.000 円（昼食代・テキスト代含む）
＊ 東北震災義捐金収支表
＊ 山田 RC~「やまだの作文」送付
＊ 9 クラブ親睦ゴルフ大会開催が決まりました。
詳細は後日お知らせ致します。6 月 29 日（土）
UMK カントリークラブにて
■出席報告
●出席委員長
原田宗忠君

会員数 23 名（免除 2 名） 本日の出席
欠席届け数
2 名 出席率
岩切君・村岡君
修正～率

21 名
91.3％
85.7％

■ ハッピーBOX 披露

長倉 祐一郎君
＜ニコニコへ＞
● 長倉祐一郎君～
26 年目の結婚記念日。
夫婦共々元気で 50 年を
迎えたいものです。
＜財団へ＞
● 正岡文郁君～「ポールハリス・フェロー」へ
今年度も 1.000 ドルの寄付をさせて頂きます。
■ ♪5 月のセレモニー♪

＊ 4 月誕生月でした。新会員の竹下 隆君
＊ 5 月誕生月～岩切正司君・藤堂真由美さん
日高裕子さん
＊ 結婚記念月～岩切正司君・純子さんご夫妻
～原田宗忠君・裕子さんご夫妻
♪おめでとうございます♪
■ 委員会報告
会長エレクト
宮原 建樹君
次年度は 7 月 3 日
が公式訪問と言う
ことで、本来なら
地区協議会に参加
して、方針を踏ま
えて次年度目標等
を出して頂く所で
すが、報告書を 6 月初めには提出しなければなりま
せんので、それでは間に合いません、委員会組織は
引き続きでが、私を含め抜ける方がいらっしゃいま
すので、それぞれの後任の方に承諾を頂きたいと思
います。因みに米山へ荒武会員にお願いしたいと思
います。次年度は米山奨学生の楊潔さんを迎えます
ので、私と共にお世話に当たっていただきたいと思
います。各委員長さんは林会員へ提出を早めにお願
いします。
「仕事への想いと我が人生」というテーマで
岩切正司君・荒武義博君・相川久仁子君へお願いし
ました。
＋クラブ管理運営委員長～梶田 與之助会員
＋米山奨学会～荒武 義博会員

＋出席
～永野 陽子会員
＋会員増強 副～相川 久仁子会員
会員増強委員長
太田 忍君
4 月 27 日（土）に
会員増強委員会を
行いましてその場
へ高山さんには参
加して頂いていま
す。
高山茂文さんは新
富町で鉄鋼建築設計施工の会社を営んでおられ
ます。
入会には前向きに考えていただいております。今
後手続き等を踏まえて入会式をなるべく早く行
えるようにしたいと思いますので皆さん宜しく
お願い致します。
広報委員長
藤堂 孝一君
皆さんに原稿依頼で
渡しております「私
とロータリー」今月
が締切りですから、
出来ればワードで打
って頂きメールで送
って下さい。1 冊の冊
子にしますので打ち直し作業が大変ですから、お願
い致します。
今日お見えの高山さんとは以前からの知り合いで 7
日会という会を通じて毎月親交を深めております
が素晴らしい方ですから、よろしくお願いします。
■フォーラム
●財団委員長 郡司武俊君
地区補助金事業と
しまして今年度は
久峰運動公園に 3 台
のベンチの寄贈を
することが出来ま
したが、次年度は又
宝塔山へ桜の苗木
の植栽が出来ればと考えております。補助が出る基
準としましては寄付の多いクラブという事ですか
ら、お願いします。今年度は、村上会長・日高幹事・
正岡会員がすでに PHF へ 1000 ドル寄付を行って
います。後岩切会員が PHS をされますので、次年
度も又多くの方の寄付をお願いしたいと思います。
■ 3 分 SP
原田 宗忠君
先ほど結婚記念月を祝
っていただきましたが
41 回目になります。こ
の年になりますと会話
は健康の話になりまし
て、女房からも毎朝「薬

飲んだの？」と言われております。4 種類の
薬の中でどうしても飲まなきゃいけないのが
2 種類ありますからこれだけは真面目に飲ん
でいますがそのほかは忘れることもあり、主
治医に注意されています。今日ここへ来る時
にバス停に立っている老夫婦のですが、奥様
の方は洒落た感じで日傘をさしていて、ご主
人だけが両手一杯に荷物を持ちながらバスを
待っていたのですが、その光景が非常に気持
ちの良く・幾つになってもああいう夫婦でい
たいなと思いました。
大久保 貞子君
先日荒武さん達の
還暦のお祝いのメ
ンバーを拝見して
若さにビックリし
ました。最近体力
の面で落ち込んで
いたのですが、ま
だまだ私も頑張ろ
うと思えました。ロータリーに入会したことで沢山
の方々とお知り合いになれ大変勉強になります。本
当に良かったです。今後も身体が資本ですので皆様
もどうぞ健康に気をつけてお過ごしください。
林 萬松君
トムワトソン・ゴ
ルフコースもオー
プン致しまして 1
ヶ月少し過ぎまし
た、コース等も非
常に良くなりよい
感じで来ておりま
すが今度ロータリ
ーの方々を対象に優待券を作ろうかと考えており
ます。通常 15.000 円ですがランチ付で 10.000 円で
考えております。ただ個人の企業主さんへ向けてそ
のような事をしてもいいのか？という事がござい
ますので、また相談したいとおもいますので宜しく
お願い致します。
えびの高原池めぐり探勝コース

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

