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ホテル泉屋内

第 1837 回 平成 26 年 6 月 5 日プログラム
１．点 鐘
２．ロータリーソング
君が代・奉仕の理想
３．ビジター・ゲスト 紹介
４．会長の時間
５．幹事報告
６．出席報告

７．月初めのセレモニー
８．ＢＯＸ披露
９．各委員会報告
10．次週例会案内
11．点 鐘

本日の例会案内
＊月初めのセレモニー
＊米山 BOX
＊雑誌紹介
＊ロータリー情報便り

第 1836 回

例 会内 容

■会長の時間
会長 石田喜克君
先週の土曜日、日曜日に
連続で参加されました会
員の皆様におかれまして
は、大変お疲れ様でした。
24 日は、児湯地区の障害を
持った方々23 名が参加し
て、サーフィン、タグラグ
ビー、水上ボート体験同乗
を実施致しました。関正夫君を筆頭に 15 名の会員、ライ
フセーバー12 名、住吉南小学校児童 12 名、うからの里職
員 5 名、このみ園職員 4 名、保護者の方々10 名の多数の参
加を頂きまして無事に終了する事が出来ました。第 1 回目
だったので暗中模索での運営でしたが、参加者の笑顔を
多々見られたことが最高の結果だったと思います。
武末年度に第2 回目を実施致しますので次回もご協力を
お願い致します。翌日 25 日は、朝 6 時 30 分にホテル泉屋
を出発して西都 RC の 8 名のメンバーを西都で同乗させ一
路鹿児島県鹿屋市の会場へと移動しました。着くと同時に
ロータリーソング『奉仕の理想』が会場より聞こえて参り
ました。地区研修・協議会が始まっておりました。今回よ
り『研修』の文字が入った協議会となった事を大迫ガバナ
ーより伝え聞いたことが甦りました。みっちりと 4 時前
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2730 地区ガバナー

大迫 三郎

中部分区ガバナー補佐
尾﨑 敏弘
第 2730 地区テーマ
『職業奉仕の実践』『感動』
高鍋ロータリークラブテーマ
『みんなで力を合わせて行動を』
6 月の月間テーマ
ロータリー親睦活動月間
次週例会案内；6 月 12 日（1838 回）
＊クラブ協議会―年間報告
＊血圧測定
までのカリキュラムを終えて疲れ切った表情が充満して
いました。本当にお疲れ様でした。この後の参加者からの
報告を期待して下さい。
本日も、ロータリーを楽しみましょう！
■幹事報告
＜文書案内＞
＊西都ロータリークラブよ
り 6 月例会案内
6/3 クラブフォーラム
年間報告
6/10 各委員会報告
地区協議会報告
6/17 職業寸話
6/24 夜間例会

■出席報告
出席状況（5/29）
会
員
数
出席会員数
ホーム出席率
前々回修正出席率

幹事 岩切 洋君

出席委員長 野田俊一君
48 名
37 名
77.08％
85.11％

■ＢＯＸ披露

親睦活動委員長 木浦亨英君
＜ニコニコ・財団・米山 BOX＞
石田喜克君 第 1 回「チャレ
ンジしましょう」と地区研
修・協議会参加ありがとう
ございました。本日の宮日
新聞地域総合版をご覧くだ
さい。
岩切洋君 スミマセン。来週、再来週二週続けて例会欠席
させて頂きます。ご迷惑をおかけして申し訳ありません。
平山英俊君 今日の宮日新聞石田会長の写真が受賞者より大
きく出ており PR バツグン！
中武泰一郎君 24 日「夢未来計画」では娘婿も参加させて頂
きありがとうございました。

■2014－15 年度のための地区研修・協議会報告
会長エレクト 武末喜久治君
5 月 25 日 20１4－１5 年度
地区研修・協議会参加の為、早
朝６時半参加者 9 人と途中西都
ロータリークラブの 10 名と合
流しめいりん観光のバスで鹿
屋市文化会館へ向かいました。
次期会長ということでしっか
り勉強するぞという気持ちで
臨みましたが前日遅かった事も有りバスの中はおろか協
議会の間に何回睡魔に襲われたことでしょう。
協議会はガバナーエレクト田中俊實氏の点鐘で始まり、
大迫ガバナーの激励の挨拶、ガバナーエレクトの挨拶と運
営方針の発表、地区役員の紹介、地区組織についての説明
等続き休息昼食をはさんで、夕方まで 4 セッションに分け
各部門の活動方針の発表が行われました。各部門の内容は
本日各部門のリーダー委員長に発表していただきますの
で、私はガバナーエレクト田中俊實氏より伝えられた国際
ロータリー会長ゲイリーホワン氏がロータリーに輝きを
という次年度のテーマから強調された3 点と励ましの言葉
を紹介したいと思います。
1．会員数 130 万人という目標達成することでロータリー
に輝きをもたらしてください。 これは 2730 地区で 148
人増やすということです
2. ロータリー110 周年を記念してポリオ撲滅してロータ
リーに輝きをもたらし歴史に 1 ページを刻みましょう。
3.７月～12 月の間にロータリーデーを実施して成功させ
てロータリーに輝きをもたらしましょう。
ゲーリー会長の励ましとは
１．ポジティブになってください。人がポジティブ
になればクラブもポジティブになっていく
２．アクティブになってください。
３．友人たれ
来年の 6 月 30 日に自分がどのようになっているか楽し
みです。という言葉でした。繰り返しになりますが 20142015 年度のテーマはロータリーに輝きを。このテーマの
実現の為に皆さんの絶大なる協力をお願い致します。

■2014－15 年度のための地区研修・協議会報告
緒方郁男君
先日参加させて頂いた、
「第 2730 地区研修・協議会」
について報告します。
次年度、公共イメージ部門
広報・ＩＴ委員会の委員長に指
名を受けたことによる参加で
したが、正直言いますと「公共
イメージ部門」と云う名称は、
行ってから初めて聞きました。勉強不足を痛感した次第で
す。
さて、研修会では田中俊實ガバナーエレクトのロータリ
ーに輝きをもたらすために「ポジティブ・アクティブ・友
人たれ」という挨拶が印象的でした。
広報・ＩＴ委員会の基本方針は「マスメディアや地域の
様々なメディアを活用し、公共イメージの向上に努め、ロ
ータリーブランドの理解を深めて貰う」と云うことでした。
その為の活動計画として、
１．地域の広報メディア及びツール等を活用したロータ
リー広報を推進する。
２．各クラブのニュース、プログラム等をマスコミや各
種メディアに広報する。
３．新聞等に掲載された記事等の収集を行い地区ＷＥＢ
サイトにて紹介する。
４．地区内全クラブのホームページ化の推進を継続して
行い、各クラブＷＥＢサイトより情報発信を可能に
する。
５．ＳＮＳの活用を推進していく。（Facebook 地区研究
グループを２００名規模に。委員会活動へ LINE を
導入する）
６．地区ＷＥＢサイトの更新と充実及び有効活用を促進
する。
となっています。
以上、広報・ＩＴ委員会の研修内容でしたが、話を聞き
ながら「未だにガラケイの携帯しか持たないＩＴ音痴の自
分に務まるのか」と、益々不安になる今回の地区研修会で
した。頼りない委員長ですが、他の委員の皆さんよろしく
お願いします。
■会員卓話
職業奉仕委員会委員長 福本幸良君
石田年度もあと 1 ヶ月で終
了です。今年度は、新たなプ
ロジェクトに取り組むなど、
精力的に活動をされ、より頑
張ってこられたように思われ
ます。私もその一翼を担い頑
張るつもりでしたが、石田会
長の期待にそうことができず
に申し訳なく思っております
さて、女房の付添で脳神経外科医院に行った際、歴史
雑誌を読んでおりましたら、江戸時代の心学家、「石田
梅岩」の記事に触れることができました。私にとっては

初めて耳にする人物でしたが、読んでみると、職業奉仕
に通じると言うか、職業奉仕そのもとと思えてきて、ネ
ットで、文献をひらいご紹介する次第です。
石田梅岩氏は、１６８５年にお百姓の次男に生まれ、
幼少の丁稚奉公を経て、１７３９年に「都鄙問答」(とひ
もんどう)を著しています。その中で、「商人が利益を得
るのは、武士が禄をもらうのと同じ」と述べ、商行為の
正当性を説いています。また、商人の心構えとして、
「人，三刻働きて三石の米を得る。われ四刻働きて三石
と一升を得る。なんと素晴らしき哉」と述べて、勤勉に
励む心(労働と努力の価値)の重要性を説いています。さ
らにわれ(当方)が儲かり、先(相手)が損するというのは
本当の商いではない。お客様に喜んで納得して買っても
らおうとする心を持って、品物(商品)には常に心を込め
て気を配り、売買することで経済原則にふさわしい適正
利潤を得るようにすれば、「福を得て、万人の心をあん
ずることができる。」と断言しております。
ロータリーの誕生が１９０５年。それをさかのぼるこ
と、１６０余年、江戸時代に、こんな発想の商人が居ら
れたことが新鮮な驚きです。
また、現・新社会奉仕委員長の長谷川さんが、石田梅
岩をご存じだった事、2 重のおどろきでした。

＜情報の広場＞
このコーナーでは、親睦に役立つ情報を常に募集して
います。
＜クラブ会報委員会より＞
福本君、石田梅岩の話、大変勉強になりました。本当
にありがとうございました。
参考文献、以下に示します。
柴田実編「石田梅岩全集」上下
（1994、清文堂出版）
柴田実校注「日本思想体系 42 石門心学」
（1971、岩波書店）
柴田実「石田梅岩」（1988、吉川弘文館）
岩内誠一「教育者としての石田梅岩」
（1934、立命館出版部）
竹中靖一「石門心学の経済思想」
（1998、ミネルヴァ書房）
古田紹欽、今井淳編「石田梅岩の思想」
（1979、ぺりかん社）
＊来週は、都合により、会報はお休みいたします。

『メ－クアップしましょう』

長野孝吉君

青木善明君

長谷川修身君

ピアノの森幸子さん

6 月の例会案内
6/5 月初めのセレモニー・米山ランチ
雑誌紹介・R 情報
6/12 クラブ協議会―年間報告
血圧測定
6/19 クラブ協議会―年間報告
次年度プログラム委員会
6/26 三役退任あいさつ・
中部分区 G 補佐挨拶・地区委員挨拶

県内近隣クラブメ－クアップ会場
出席委員会
宮崎南
宮崎観光ホテル西館 8 階
月
日向
喜重会館
宮崎東
ウェルシティー宮崎
日向東
はまぐり荘
火
宮崎
宮崎観光ホテル
西都
ウェディングパレス敷島
都城北
都城ロイヤルホテル
日向中央
はまぐり荘
水
宮崎北
ホテルマリックス
都城西
ホテル中山荘
佐土原
サンホテルフェニックス
木
宮崎中央
サミット・クリスタルルーム
都城中央
ホテル中山荘
金
宮崎西
宮崎観光ホテル
都城
メインホテルナカムラ
高鍋ローターアクトクラブの例会
第 1・第 3 火曜日 18：30～
場所；宮日会館

