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国際ロータリー第２７４０地区

第 1 グループ

第９４３回例会
プログラム

2013～2014 年度国際ロータリーのテーマ

２０１４年１月１４日（火）

① 開会点鐘
② 開会の辞
③ ロータリーソング
「我らの生業」
④ 四つのテスト（森田くん）
⑤ 来訪者紹介
⑥ 会長の時間
⑦ 幹事報告
⑧ 委員会報告
会

食

⑨ フォーラム
RI 会長

・20 周年記念式典について

ロン Ｄ．バートン（米国・ノーマン RC）
第２７４０地区ガバナー

⑩ 出席報告、ニコニコ BOX 報告
⑪ 閉会点鐘
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１月 ７日

ロータリーを実践し

年頭のあいさつ
堤眞敏会長：
旧年中はお世話になりました。今年も宜しくお
願いします。任期も半年が過ぎてゆっくりして
います、と言いたいところですが、3 月の式典
に向け倍倍倍のご協力をこの場を借りてお願
い致します。毎年、年賀状を交換するなかで、
70 歳にもなると現役を引退してゆっくりする、
趣味に没頭する、体調を壊しているという事で
したが、私は 70 歳になってもまだ仕事をする
つもりです。緊張感がないと体を壊すかもしれ
ないし、仕事を辞めてしまうと、性格上、家や
畑仕事に引きこもったようになりそうなので、
2～3 年の目標を持ってやっていくつもりです。
働く人、社会との接点を持っておきたいので、
体が続く限りは働くつもりです。社会活動の一
つがこのロータリーだと思います。ロータリー
を通じて、ロータリアンや地域の方社会に通じ、
寄付を通して、世界と通じていこうと思います。
古藤俊隆幹事：
毎年正月は寝正月で、実業団駅伝、箱根駅伝と
スポーツ中継を見るのから始まります。一昨年
12 月から体調悪く、テニスを休止しています。
今年は健康第一でやっていきたいと思い、冬か
ら 6 時半のラジオ体操を欠かさずやろうと思い
ました。が、今日も休みました。
（何回されました？）
本当の三日坊主です。於保さんから半分過ぎた
からと言われたが、
本気を出して 3 月まで登り、
皆さんの力も借りてそれから下り坂を下りた
いと思います。
浅川達夫君：
元旦 10 時に部落の大明神と 7 つの小宮に詣り、
奉げた鰯を肴に新年会をして、その後子供達と
家族で新年会をしました。大変幸せな元旦を過
ごさせていただきました。
中西弘会員：
80 歳位の患者さんから最後まで面倒を見てく
れと言われます。4 人の子供の 1 は結納を済ま
せ結婚しますが、長男は未だ卒業しません。後
3 年は体にムチ打って健康に留意しながら、タ
バコは吸っていきます。
於保静枝君：
昨年はちょっと体調を崩し、病院を行ったり来
たりしました。今年は健康注意して頑張らなく
てはと思っています。今年、商工会の役をして
いるので、佐賀市北の女性部が主張を発表しな
ければならなくなり、日にちだけが過ぎていき
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正月も頭から離れず、今年は午年で何もかも上
手くいけばいいなと思っています。
寺崎正三郎君：
健康に感謝。同じ事を繰り返し繰り返し出来る
ことに感謝し、一生懸命頑張っていきます。
堤和之君：
スタンスとしては、ロータリーの方は「出席免
除」を活かしていきたい。2 日は家族新年会で、
姉妹や子供たちが 20 名位集まりました。個人
的には東京に 2 回、大阪に 1 回行く予定です。
施工した省エネ関係の施設をぜひ見てくれと
の事で、関西空港、羽田空港を見てこよう（整
備工場の屋根の照明を替えたら、明るさはその
ままで料金は半分なった施工）後は、高校の同
窓生に会いにいき、同窓会の法被を着せて写真
を撮ってくるつもりです。10 月にはカンボジア
にパワーポイントを持って行き日本の PR をし
てきたいと思っています。総て健康があっての
事、健康管理をせねばと思っています。
牧瀬勝将君：
佐賀弁で“こっちゃーうつ”という言葉があり
ますが、頭も体も回っていかない。商工会も 25
年、ロータリーも 20 年。公的なものは保護師
を 3 年。正月、長男家族と一杯飲みながら、頭
も体もまわっていかなくなるので、何らかの形
で引き継ぎをして欲しいと話をしました。残さ
れた期間宜しくお願い致します。“こっちゃー
うたんうち”引くのがもののふ(武士)の考え方
ではないかと思っています。
福島隆暢君：
皆さん体がついていかないと話されていまし
たが、私も体がついていかなくなったと元旦に
実感しました。疲れが取れなくなりました。今
年は母と伯父の一周忌をします。昨年に引き続
き息子の結納→結婚式と、4 男が帰ってきて後
を継ぐと言っていますので、それなりの頑張り
が必要ではないかと腹を引き締めて頑張りた
いと思います。
田代祐照君：
大晦日 11 時半から除夜の鐘を撞き始めてカウ
ントダウンして 0：00 と同時に願い事を書いた
ヘリウム入りの風船を飛ばします。今年は割と
暖かく 150 人弱おいでいただきました。この 3
月で 10 年続けた浄土宗全体の役を終わります
ので、少し楽になってゆっくりとロータリー活
動ができると楽しみにしています。
緒方うらら君：
38 年間、正月 2 日から初打ちでクラブを開けて
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おります。1～2 名という年もありましたが、今
年は天気が良く 100 名近くが来られました。や
はりお天気商売だなと思いました。皆さん歳の
ことを話しておられますが、牧瀬さん、私より
若いのに、あんまり早く引退の話をしないで頑
張ってください、寂しくなります。
金子智則君：
初例会に白バイとすれ違いやり過ごしたと思
いきや、U ターンしてきてシートベルト違反で
減点され悲しい気持ちになりました。今年は娘
二人が出産します。来年の 60 歳を機に長男に
譲り引退したと思っています。整理するところ
はして粛々とやっていきたいなと思っていま
す。
宮原知司君：
あと 2 週間程で 60 歳になりますが、全然落ち
着きがなくて。皆さん引退とおっしゃいますが、
私は辞める気はありません。後 15 年くらいは
頑張ろうと思います。気分的には 40 代。
“三日
坊主を怖がる必要はない”という風に書いてあ
る頼もしい書籍に出会いまして、三日坊主を悲
観することはなく、サボった後に又三日坊主を
始めればよいという事で、年末には三日坊主を
繰り返して良かったなと思えるようにしてい
きたいと思っています。
吉田政亮君：
今年は園児が増えたので、ご褒美が出せるかと
思います。先生達にも明るい雰囲気が出てきま
した。息子が 4 月から資格取得のため短大に行
きますので、自分がまた頑張らんといかんかな
と思っています。体調が良すぎて体重が増えて
しまったので、5Kg 位痩せないといかんと反省
し、健康と安全に注意しながら気を引き締めて
いこうと思っています。
古賀くみ子君：
クリスマス会で同じテーブルだった佐大の留
学生の王さん（中国）が日本人的というか、仕
草や佇まいが素敵だなぁと思いました。こうい
う若い方と接することが大事だと思いました。
毎年年末は疲労困憊ですが、昨年は少し仕事を
譲ったこともあり、年末少しですが料理をつく
り正月を迎えました。また新たな気持ちで頑張
りたいと思います。
森田幸敬君：
仕事においては本部の役割を粛々とやるだけ
です。マネジメントの話が良く出ますが、支店
の運営をどういう風にしていくかは支店長の
裁量だと言われますので、マネジメントを活か

佐賀大和ＲＣ E-mail：

みんなに豊かな人生を

して支店の成績が上がり楽しくやっていけれ
ばと思っています。大晦日から禁煙を始め 8 日
目になります。何度か試みたのですが、一ヶ月
位で挫折しておりました 3 人の子供のうち 2 人
が受験なので楽し初を迎えられればいいなと
思っています。
吉村正則君：
今年も笑顔で頑張ります。
眞崎一洋君：
日頃から暴飲暴食はしていないのですが、体調
を崩しクリスマスはドタキャンして申し訳あ
りませんでした。これからはもっと体のことを
考え、粛々とした生活を心掛けたいと思います。

巨石パーク植樹
14 年 1 月 31 日（金）10：30～
集合：上のあずまや（昨年と同じ）
※作業のできる服装、使い慣れた
草刈り機、草刈り鎌等をおも持ち下さい。

今日の花・・・
蝋梅（ロウバイ）
藪椿（ヤブツバキ）
蝋梅は蝋細工のように見
えるのでこの名前がつきました
梅は 3 月に咲くのですが
、蝋梅は 1 月から咲くことと黄
色で縁起も良いので茶花によ
く用います。
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