
第 1260 回例会 平成 25 年 6 月 5(水) 

<本日の例会プログラム> 

1. 点      鐘     

2． ロータリーソング 

  国歌斉唱 

『我らの生業』 

3．会長の時間  

  ＊楊 潔さんの紹介と挨拶                

4．幹事報告      5． 出席報告 

6．H・P～BOX披露     6月のセレモニー 

7．委員会報告 

８次年度活動計画 

  各委員長 

 クラブ協議会報告「太田君・郡司君・藤堂君」 

9．次週例会案内 

  ☆6 月 12 日（水） 

   クラブ協議会打ち合わせ 

10．点鐘        11．理事・役員会 

■第 1259 回の会長の時間  平成 25 年 5 月 29 日 

             ● 会長 村上實君 

皆さんこんにちは、

本日は第1259回の

例会です。 

我々の年度も今日

を含めまして後 5

回となりました。今

日は高山さんの入

会式を行いますが、

最初に掲げたのが 3 名の増員でしたので、あと 1 ヶ

月で何とか 1 名の増強が出来ないものかと考えて

おります。先日～日本生命佐土原支社の所長さんと

お話しする機会がございまして、女性の所長さんで

すが、串間の方らしく「串間ロータリークラブ」の

話は聞いた事があると言われておりました。この方

を佐土原ＲＣへ迎えたいと考えておりますので又

皆様のご協力をお願いします。創立 30 周年には会

員数も 30 名に！という 5 カ年計画を立てておりま

すからこれは必ず達成したいと思いますので皆様

も常にその事を頭に留め置いて頂くと良いかと思

います。先日元会員でありました岩下さんと一緒の

機会がありましたので、再入会はどうですか？とい

うような話をしてみたのですが・・会長を受けなけ

ればならないと言う事が負担だと言われておりま

した。実際にそのことで退会してしまった方々いる

と言う事で残念に感じました、改めてそういう事も

退会の理由になるのだと分かりましたのでその部

分の引っかかりも話をすることで解く事が出来れ

ば・・と思いました。残り 1 ヶ月会員増強だけでは

なく 6 月もスケジュールが詰っております。 

来週は米山奨学生の楊潔さんとの初顔合わせもあ

りますし、公式訪問書の作成・完成もさせなければ

いけません、また公式訪問前のクラブ協議会が 19

日次期ガバナー補佐の尾崎さんを迎えて行われま

す。次年度役員の方々には早い段階から色々と動い

ていただいて順調に進んでいます事感謝いたしま

す。勉強会の機会も数々とることが出来ていますが

我が佐土原クラブには岩切会員を始め、ロータリー

に詳しく精通しておられる方々がいらっしゃるの

で大変有り難い事です。創立 25 周年を機に、山脇

名誉会員が月に 1 度参加下さり素晴らしい講義を

聴かせて下さることも、全会員にとって素晴らしい

勉強の機会となっております。今後もずっと継続し

て参加していただきたいと思います。 

■幹事報告        ●幹事 日高邦孝君 

例会変更届け～無し 

＊ 2730 地区学友会

の 2013 年度宮崎研修

旅行の案内状～日時6

月 16 日 鹿児島中央

西口集合 

  研修場所～宮崎

青島青少年自然の家 

＊ 高鍋ＲＣ6 月の例会案内～6 日―クラブ協議会 

13 日―クラブ協議会・年次活動報告 

20 日―公式訪問前のクラブ協議会 

27 日―三役退任の挨拶 

＊ 西都ＲＣ6 月の例会案内～4 日―クラブフォー

ラム・各委員会年間報告①11 日－各委員会年間

報告②18 日―会員卓話 25 日―夜間例会・会

長・幹事任期終了挨拶 
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＜佐土原ＲＣ6 月の例会案内＞ 

5 日―次年度活動計画・セレモニー・楊潔さん初顔

合わせ・理事役員会 12 日―クラブ協議会 

19日―公式訪問前のクラブ協議会（尾崎次期ＧＨ） 

26 日－夜間例会・年度末懇親会・会長・幹事退任

の挨拶・花束贈呈「トムワトソン・ゴルフクラブ」 

■出席報告   ●出席委員長   原田宗忠君 

会員数     23 名 

出席免除会員   2 名 

出席率   90・9％        

修正～率  90・4％ 

欠席届      3 名 正岡君・大久保君 

永野君 

  
■ ハッピーBOX 披露     ●長倉祐一郎君 

＜ニコニコへ＞ 

●原田宗忠・裕子さんご夫婦～41 回目を迎えまし

た。これからも健康に注意して次の結婚記念日を迎

えられるように頑張ります。 

＜財団へ＞ 

● 梶田與之助君～ポールハリスフェローに達する

ように少しずつ寄付します。 

● 岩切正司君～高山様の入会を祝って。 

■ 入会式の様子   

  

＊ 高山茂文さん 

＊ 職業分類～鉄鋼建設 

＊ 事業所～児湯郡新富町日置 

＊ 趣味～魚釣り 

＊ スポンサー～太田忍君  

■ 地区協議会参加者報告 

会長エレクト ●宮原 建樹君 

先日 26 日（日）に 7

名で参加して参りまし

た。今日の週報に早速

協議会の様子が掲載さ

れておりますね、次年

度「ロータリーを実践

しみんなに豊かな人生

を」と掲げておられます。次年度クラブ目標として

は「職業奉仕で感動を」と決めさせていただきまし

た。例年通り午後からは各委員会に分かれて専門部

会が行われるのかと思っておりましたが今年度は

全部門同じ会場で行われました、全委員会の流れ、

目標等が分かると言う事では良かったのでないか

なと感じました。佐土原は２～3 年計画で各委員会

目標を達成すると言う流れにしておりますから目

標もほぼ前年度を持ち越し活動する委員会もある

と思いますので、更に活動も目標も全員が明確に分

かりやすく、活発な委員会活動が実践されると思い

ます。皆様のお手元に「世話カウンセラーの役割」

という資料を配っておりますが来週米山奨学生の 

楊 潔さんが参りますので皆様にも事前に読んで

頂きくお配りしました。テーブル配置も工夫し楊さ

んを囲む形で女性会員と事務局も含めて座って頂

きます。女性会員のお三方にはサブカウンセラーの

様な役割をして頂くと楊さんもよりリラックスし

て 1 年間参加できるのではないかと思いますので

宜しくお願い致します。 

          次期幹事●原田宗忠君  

殆んど宮原さんの方か

ら言って頂いたのです

が、確かに専門部会は

例年ですと分かれてい

るのですが今回合同と

言う事で各持ち時間が

短いと言うことで突っ

込んだ話が出来ないという点ではどうなのかな？

と思いました。次年度大迫ガバナーは先ず、職業奉

仕の実践を掲げておられますが、これに関するお話

をさせて頂きますが、これぞロータリーの職業奉仕

だという行いを外部の方から聞く機会がございま

したが何とその実践者が我がクラブの吉田会員で

した。（詳細略）感動いたしましたので皆様にも報

告させて頂きました。 

          次期クラブ奉仕委員長 

              ●梶田與之助君 

私は入会して 1 ヶ月

目にいきなりクラブ

奉仕委員長の任命を

受け何も分からない

ままに引き受けた事

がありますがそのこ

とが一つの転機にな

り人前で話す事も出来るようになりました。私はや

はり各部門でやった方がいいのではないかと感じ

ました。終了後にお酒の好きな 5 名で新富の「まど

ころ」へ行きましたが、そこで先日映画の撮影が行

われたそうです。田邉君と 2 人で一足先に帰ったの

ですが、彼は息子より随分若いのですが非常にしっ

かりした方だという事が分かり感心したところで

す。大迫ガバナーも大変素晴らしい考えをお持ちの

方だと思います。講演「職業奉仕こそロータリー・

ロータリーの変革」をされた市川伊三夫氏 85 歳と



いう年齢と考え方に非常に感動・触発され私もまだ

まだ頑張ろうと改めて思い直す事が出来ました。参

加して良かったと思いました。 

         次期奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員長 

               ●田邉揮一朗君 

いま梶田さんからお褒

め頂いたのですが、実は

そんなことは全然無く

て、先週山脇先生から、

地区協議会が 1 番大事

な行事だと聞いていた

のでしっかり聞いて帰

ろうと思って参加したのですが、昼食後の全体会議

の頃には凄く眠くなりまして、肝心の奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸ

ﾄの時には撃沈しておりました。印象に残ったこと

は、大迫ガバナーのお話が素晴らしいという事と講

師の市川伊三夫さんの話された、現在・過去・未来

と人の命は永遠だが、今現在が 1 番大事であるから

今を悔いの無い様に・・という様なお話に非常に感

動しました。それから何と言っても岩切正司クラブ

管理部門長の他とは別次元に素晴らしいお話が佐

土原クラブ会員として誇らしく嬉しかったです。有

り難う御座いました。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

新「ロータリーの目的」 

ロータリーの目的は、意義ある事業の基

礎として奉仕の理念を奨励し、これを育

むことにある。具体的には、次の各項を

奨励することにある。 

第１ 知り合いを広めることによって奉

仕の機会とすること。 

第 2 職業上の高い倫理基準を保ち、役立

つ仕事はすべて価値あるものと認識

し、社会に奉仕する機会としてロー

タリアン各自の職業を高潔なものに

すること。 

第 3 ロータリアン一人一人が、個人とし

て、また事業及び社会生活において、

日々、奉仕の理念を実践すること。 

第 4 奉仕の理念で結ばれた職業人が、世

界的ネットワークを通じて、国際理

解、親善、平和を推進すること。 

付記 

 「ロータリーの目的」の 4 つの項目は、

等しく重要な意味を持ち、また同時

に高度を起こさなければならないも

のであるということで、ＲＩ理事会

の意見が一致した。 

（ロータリー章典 26.020） 

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 


