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・会長タイム

・幹事報告

・委員会報告

◎夜間例会（旧役員慰労会）

　　はに和　18：30～

第940回　例会　2019年7月22日（月）

来週のプログラム

第941回　例会　2019年7月29日（月）
・会長タイム

・幹事報告

・委員会報告

◎ゲスト卓話

　　松岡　敬三　会員

　　　　（宮崎中央ＲＣ）

　本日は土用の丑の日の話をしたいと思います。
2019 年の丑の日は 7 月 27 日（土）になります。
少し話を出すには早いのですが、来週 15 日が海
の日で休日になり、22 日は旧役員慰労会で夜間
例会の予定ですので、このネタを使わせて頂きま
す。すでに皆さんはご存知だと思いますが再度意
味や由来をお話したいと思います。
　7 月中旬ぐらいになると毎年いたるところでウ
ナギの話題が、特に値段が高くなってきているや
ウナギの代わりに何か別の魚を使った蒲焼が売
れている等の話が聞かれるようになります。
　さて「土用の丑の日」ですが、ご存知のように
固定した決まった日ではなく、毎年日にちが変わ

ります。それと夏に 1 回だけの年と 2 回丑の日
がある年があります。2 回ある年は 1 回目を 1
の丑、2 回目を 2 の丑と呼ぶそうです。また調
べると夏だけではなく春夏秋冬それぞれにある
ようです。日本の暦の「土用」とは立春、立夏、
立秋、立冬のそれぞれ直前約 18 日間のことを呼
ぶそうです。
　次に「丑の日」ですがこれは十二支が絡んでき
ます。古代中国で発生したもので、時間と空間を
表すのに使われる暦法で干支などに利用されて
います。そこでこの 2 つが合致した日を「土用
の丑の日」となるそうです。
　由来は諸説ありますが、一番有名なものは平賀
源内が商売の上手くいかない鰻屋の店主から相
談を受け、店頭に「本日丑の日」と書いて店先に
貼ることを勧めた。するとその鰻屋は大変繁盛し
て他の鰻店も真似するようになり、土用の丑の日
にウナギを食べると夏負けしないと風習化した
というものです。
　実際夏バテしないのかというと疲労研究をし
ている大阪府立大学の教授によると、栄養価の高
い食べ物を取るようになった現代はエネルギー
やビタミン不足で夏バテになる事は考えられな
いので、夏バテ防止にウナギを食べる行為は学術
的根拠に乏しいらしく、効果がないとウィキペ
ディアには載っていましたが、熱くなるとやはり
ウナギが食べたくなる私は効果がなくともしっ
かりとウナギを頂こうと思います。

会長タイム

濱田　国雄　会長



各委員長方針発表

【活動方針】
ロータリアンの基本的義務であ
る出席率 100％を目指します。

【活動計画】
ＳＡＡ並びにプログラム委員会
との協力のもと、魅力ある例会

を模索し、欠席を最小限にするとともに、欠席者
へのメイクアップの案内及び会員交流会などの
個別案内を行い、出席率向上に努めます。

【活動方針】
ロータリアンとしての節度を保
ちながら、楽しい例会場の雰囲
気づくりを心掛け、又、関係委
員会との連絡を密にし、スムー
ズな例会進行を行う。

【活動計画】
１. シェイクハンドタイムの継続
２. 禁煙例会の継続
３. 例会の円滑進行の為、各役員、委員会との事
　  前打合せを行う
４. 卓話中の私語の厳禁、例会中の携帯電話は電  
　 を切るかマナーモードにする

【活動方針】
新しいＲＩ戦略に基づき、クラ
ブの活性化を目指し会員増強活
動を行います。

【活動計画】
１. 現メンバーの情報を整理し、

　 積極的に足を運び入会につなげます。
２. 会員数 40 名を目指します。
３. 退会防止に努める。

【活動方針】
ロータリーにおける“クラブの
活性化のための方策”について
研修する委員会であると認識し
て取り組むようにします。

【活動計画】
⑴　地区研修等の参加
⑵　（新）会員への研修サポートの充実
⑶　規定審議会改正内容の理解
⑷　クラブ定款・細則の認識
⑸　ＣＬＰ（クラブ・リーダーシップ・プラン）
　　によるクラブの活性化
⑹　その他

【活動方針】
例会の出席率向上に貢献できる
ようなプログラムを立案する。

【活動計画】
・会員卓話の機会を増やし、ク 
 ラブメンバー同士の理解や交

　流が深めるためのプログラム。
・外部講師をお招きし、クラブメンバーの実務に
　役立つプログラム。
・クラブメンバーがロータリーをより理解するた
　めのプログラム。

【活動方針】
クラブ内の親睦のみならず、会
員家族、当クラブに関係する各
位とも親睦を 深められるよう
に尽力していきたいと考えてお
ります。
委員会メンバー全員で協力し、

年間行事をより一層丁寧に遂行してまいります。
各種行事が盛り上がるよう会員の皆様のご協力
をお願い申し上げます。

【活動計画】
　７月　夜間例会（旧役員慰労会）
　８月　夜間例会（納涼例会）
　９月　夜間例会（観月会）
　12月　夜間例会（クリスマス例会）
　１月　夜間例会（新年家族懇親会）
　３月　夜間例会（観桜会）
　６月　夜間例会（年度末懇親会）　
　夜間例会のない月は、会員交流会

出席委員会� 木下　昌徳　委員長

ＳＡＡ� 長友　廣志　委員長

会員増強・会員選考・職業分類委員会

� 和田　　優　委員

クラブ研修委員会� 村川　保訓　委員

プログラム委員会� 久寿米木和夫　委員長

親睦委員会� 鳥越　逸雄　委員



【活動方針】
ロータリーについての知識と理
解を深める為に「ロータリーの
友」「月信」をはじめ、「マイロー
タリー」を利用して情報提供に
努める。

【活動計画】
・入会３年未満の会員へのアドバイス
・マイロータリーの普及

【活動方針】
ロータリー財団の世界的活動の
実態を紹介し、世界的役割の有
意義性を知ってもらい、そして
ロータリアン一人ひとりの使
命、目的、意義をより深く理解
して頂き、財団支援活動に積極

的に参加、賛同してもらい寄附の増額に勤める。

【活動計画】
・財団活動状況の紹介と学習を行う
・一人 100 ドル以上の寄付の継続
・ポールハリス、準フェローの寄付の推進
・ベネファクターの寄付の推進

【活動方針】
・米山奨学生との交流を図り、
　ロータリーの役割を理解して
　もらう。
・米山奨学会への寄附をお願い
　する。

【活動計画】
・奨学生のロータリー活動及び例会、親睦会への
　参加を多くする。
・米山奨学会の理解を深める。
・普通寄附及び特別寄附の要請をする。

【活動方針】
・例会記録として週報を毎回発
　行します。
・東ＲＣの事業活動の予定を明
　らかにし、活動促進に努めま
　す。
・クラブの奉仕活動やプロジェ

クトに対する地域社会での認識と、公共イメージ
の向上に努めます。

【活動計画】
・会員並びに事務局の理解と協力を得ながら週報
　を発行します。
・例会での卓話、委員会報告、幹事報告、理事会
　議事録の内容を週報に掲載します。
・クラブのウェブサイト並びに Facebook にク
　ラブの奉仕活動、プロジェクトの情報を掲載し
　ます。
・会員の広告（5,000 円）の掲載を実現します。

【活動方針】
例会が円滑に運営できるよう各
委員会と調整を行い、また５人
のＣＬＰリーダーと協力し、よ
り一層会員間のコミュニケー
ションを図りながら、クラブが
一致団結できるように努める。

【活動計画】
・年２回のミーティングの開催
・３年未満の会員との懇親を深める

【活動方針】
職業奉仕についての理解を深
め、会員一人ひとりの職業奉仕
活動を推進する。

【活動計画】
１. 職業奉仕賞（ひまわり賞）

　 の対象者の選考と授賞式の開催。（１月下旬）
２. 職場訪問例会の実施。（11 月中旬）
３. 会員の職業を通して奉仕となっている事例発
　 表の機会を設ける。

雑誌・ロータリー情報委員会�

� 村川　保訓　委員長

ロータリー財団委員会� 青井　慎一　委員

米山奨学委員会� 都原　清次　委員長クラブ会報・広報委員会� 越山　直美　委員長

クラブ奉仕委員会� 山口　登幸　委員長

職業奉仕委員会� 柳園　八星　委員長



例 会 記 録 第939回  2019年7月8日（月）

プログラム

・会長タイム

・幹事報告

・委員会報告

◎五大奉仕委員長方針発表

◎各委員長方針発表

出席状況報告

7月8日 第939回 6月24日 第937回

会員数 30名 会員数 30名

出席数 20名 出席数 24名

出席率 66.66％ 修正出席率 80.0％

メイキャップを積極的に行いましょう。

本日のビジター　橋口　光雄  君（宮崎ＲＣ）

・ 国際ロータリー事務局より 2019 年 7 月の

RI レートは、1 ドル＝ 108 円となります。

・ 第 7 回 RLI パート１（宮崎地区）の参加の

要請。

・ 風呂井ガバナーエレクト事務所開設のお知らせ。

・ ロータリー全国囲碁大会が 10 月 5 日東京

市ヶ谷の日本棋院本院でロータリアンを集め

て行われます。詳しく事務局まで。

・ 2022 年～ 2023 年度ガバナー候補決定通知

の案内、鹿児島西ロータリークラブ古木圭介

君にて決定しました。

・ 宮崎北ロータリークラブ創立 50 周年記念式

典の案内、令和元年９月 21 日受付 15 時よ

り受付です。翌日記念ゴルフ大会をＵＭＫカ

ントリークラブにて、詳しくは、事務局まで。

幹事報告

� 幹事　畠中　和広

� 会計　中村健一郎

【活動方針】
青島学園の生徒さん、職員の方
達との交流を目的に、学園祭や
その他の事業へ参加し、ロータ
リーの理念に基づき、社会的な
広報活動を行ないます。
車いすバスケット南九州大会の

参加を行い、鹿児島サザンウインドＲＣとの協同
参加として実行、実施のサポートを行う所存で
す。

【活動計画】
・青島学園への寄贈品をメンバーから募ります。
・書き損じハガキ回収の継続を行います。
・車いすバスケット南九州への参加を行います。

【活動方針】
2730 地区及び宮崎県中部グ
ループの青少年奉仕活動への協
力。

【活動計画】
2730 地区及び宮崎県中部グ

ループの活動情報をクラブメンバーに伝え、各事
業への参加要請に応える。

【活動方針】
国際理解、親善、平和を推進す
るために実施する全ての活動を
行う。

【活動計画】
例会のプログラムに基づき、国

際奉仕に関わる特別月間に卓話を行う。
ロータリー財団委員会活動に協力する。

社会奉仕委員会� 平木　泰英　委員長

青少年奉仕委員会� 上村健太郎　委員長

国際奉仕委員会� 鳥越　逸雄　委員長


