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第794回例会

平成27年1月15日(木)19：30～（溝口年度 第25号）

◆本日のプログラム
『ＹＧ２（ワイワイガヤガヤ）』
◆ロータリーソング

ゲイリーＣ.Ｋ.ホァン
田 中 俊 實 （鹿屋 ＲＣ）

担当：会長
・それでこそロータリー
・四つのテスト唱和

◆会務報告
☆2014年度下期普通寄付金のお願い
☆ふくしまｲﾝﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞ新聞の送付について
☆財団室ＮＥＷＳ 2015年1月号
☆サンパウロ大会参加旅行のご案内

◆理事会報告

・2015-16年度例会日時報告について
・・・例年通りの時間にて報告
*２月理事会開催日程＊
２月5日（木）19：30～ 白鶴にて 担当：有満君
《1月例会変更のお知らせ》
【鹿屋西RC】
19日（月）全員クラブ協議会の為 18：30～
【串良RC】
19日（月）新春家族合同例会の為 18：30～
【鹿屋RC】
21日（水）なわとびﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ大会の為
18日（日）へ変更 8：00～鹿屋市体育館にて
【きもつきRC】
22日（木）新春家族合同例会の為 18：30～

・・・承認
1.12月末会計報告
2.プログラム確認
1/22（木）R研究
1/29（木）年男放談（今福君・久徳博文君）
2/ 5（木）世界理解月間
《スマイル報告》
2/12（木）青少年交換留学生卓話 プログラム入れ替え
明けましておめでとうございます。
（留学生ｽｹｼﾞｭｰﾙ確認中）
2/19（木）会長エレクト卓話
小野卓也君入会おめでとう！これから末永く楽しくお付き合い
2/26（木）第800回例会（あすぱる大崎にて）
お願いします。
川崎修・久徳博文
新年明けましておめでとうございます。本日は小野君が
3.その他
・クリスマス家族会会計報告・・・承認
仲間入りしてくれるという事で、増毛委員長としてとても嬉しい
・2015-16年度 地区委員推薦の件
です。仲良くやっていきましょう。（財団へ） 上村雅彦
推薦会員・・・１５日例会にて（ﾊﾟｽﾄ会長より選出）本日のスマイル：一般2,000円・財団1,000円でした。ありがとうございます！
・ｸﾗﾌﾞ研修ﾘｰﾀﾞｰ・ｸﾗﾌﾞ幹事第２回地区ｾﾐﾅｰ参加者
市坪君・楠田君
【次回例会のご案内】
・事務局ＰＣ支払 156,384円・・・予備費より支払い ＊＊例会＊＊
・第800回例会内容について
１月22日（木） １9：３０～ あすぱる大崎にて
あすぱる大崎にて（食事3,500円飲み物込み）
プログラム 「Ｒ研究」
・新入会員について ・・・承認（1/9ハガキ送付済）
担当 : 楠田君
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出
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1 月8 日例会
ゲスト 冨士屋製菓 有限会社

なお、年初めの例会に出席できないことをお許しくださ
い。

代表取締役社長 小野 卓也 様

会長

溝口 鉄二郎

新年明けましておめでとうございます。
皆様におかれましては、健やかに新年をお迎えのことと
心からお慶び申し上げます。年頭にあたり一言ご挨拶さ
せていただきます。
昨年は経済対策いわゆる「アベノミクス」に、大きな期
待がされましたが消費税増税よる、個人消費の伸び悩
みなど景気回復傾向に鈍さを感じた年であり、今後われ
われ鹿児島の地方においても、景気回復が期待される
ところであります。
さて、わがロータリークラブにおいては、ゲィリーホァ
ン会長のテーマであります「ロータリーに輝きを」をもた
らしながら、田中俊實ガバナーのもと地区大会の親善ゴ
ルフ大会を、久徳副幹事をはじめ皆様方に大変ご協力
頂き成功させる事ができました。改めて誠に有難うござ
いました。
もう早いもので下期に入ってしまいましたが、年度初
めに「ロータリークラブとしての原点に帰っていただき、
会員皆様方それぞれが輝き、地域社会に輝きを与えら
れるように」とご挨拶させて頂いたにもかかわらず、何一
つ皆様方のお力になっておりません。上期の反省をし
下期については、皆様方が輝けるように市坪幹事と、そ
して皆様方と取り組ませていただきますので相変わらぬ
ご指導、ご協力をお願いし挨拶とさせていただきます。
幹事

市坪 新悟

新年明けましておめでとうございます。
今年度は、当地区ガバナーが我が東部分区よりの輩
出ということもあり、一昨年度の地区協議会に始まり地区
大会・ガバナー公式訪問・ライラ等行事過多の中、会員
の皆様には多大なるご協力を賜り恙なくこれらに参加・
成功できたことを心より感謝申し上げます。
又、会長には不行き届きな私、本来会長をフォローす
べき立場の私を逆にフォローして頂きましたことを、心よ
りお礼申し上げます。前期は馬のごとく駆け回る年でり、
後期は羊（スリーピングシープ）のごとく思慮をもって物
静かにかつ大胆に行動する年としたいと思います。
まだまたＩＭを初め青少年野球（それに伴うロータリー
デイ）等いろいろな行事がございますが、より一層会員
の皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

新小倉 龍一
今年で4 回目の年男となります。
竹も節目があってしなやかで強靭な成長をします。
47 歳の年男で自分を振り返る気会を頂き感謝です。
今年は立派な節目となるよう楽しんでまいります。
年男放談の時間を頂いたので、これまでの年男（12
歳・24 歳・36 歳）につて・昨年の反省・今年の抱負・
の 3 つのことをお話したいと思います。
【12 歳・小学校 6 年生】
剣道全国大会団体準優勝（三文字をパレード）
。
【24 歳・東京でサラリーマン】
バブル時代・結婚・帰郷
【36 歳・自営業・家族 5 名】
大病を患う・経営危機・優先順位
【昨年の反省】
満足！・長女大学受験合格・体調管理（不調）
【今年の抱負】
（テーマ・決心・覚悟を持って実践！）
剣道七段一発合格・次男高校受験・長男就職活動・
創業 50 周年
座右の銘『知って行わざるは知らざるに同じ』
。
行動・実践無くして変化成功はない、との思いで、
毎日突っ走って参ります。最近は家族（妻）の協力
に感謝の日々です。

