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会  長  の  時  間 宇都　和治
　皆さんこんにちは。土曜日は恒例のクリス
マス忘年家族会85名のご参加いただき大変に
有難うございました。ご苦労様でした。
　吉村親睦委員長はじめ事務局の上野さん、
役員の皆さん、運営大変だったと思います。
有難うございました。あれだけの商品の準
備、手際よく時間内の配布、お陰様で大変な
盛り上がり。たくさんの人に喜んでいただきました。心から
感謝申し上げます。
　12月になると今年話題になった言葉を選ぶユーキャン新
語・流行語大賞が１日に発表されました。ご存知だと思いま
すが改めて紹介しますと、年間大賞に訪日中国人が大量に買
い物する「爆買い」とプロ野球ヤクルトの山田選手とソフト
バンクの柳田選手が今シーズン達成した打率３割、ホームラ
ン30本、盗塁30回以上の大記録「トリプルスリー」が選ばれ
ました。爆買いの本質は日本の製品の良さ、自国の中国製品
は全く信用していないそうです。メイドインジャパンを一流
ブランド物として国に帰ってから自慢と優越感に浸るそうで
す。全ての日本の製品は安心、安全であると太鼓判を押して
いるそうです。トリプリスリーが流行語になったことで「プ
ロ野球界も盛り上がるよう頑張ります」と両選手がスピーチ
していましたが、野球賭博問題で世の批判を受けた球界、名
誉挽回していただきたいと思います。
　話題はなんといってもラグビー日本代表が優勝候補の南アフ
リカに勝利したこともあり、流行語トップテンに入った「五郎
丸ポーズ」。五郎丸選手のキック前のルーティンポーズも子供
から大人まで大変な物真似ポーズになり、ラグビーブーム人気
のきっかけになったと思います。その他一億総活躍社会、エン
ブレム、ドローン、毎日修造等々がありました。又、ネット
ユーザーが選ぶ2015年「ワースト謝罪」。会社幹部の深々と頭
を下げる謝罪記者会見の姿、１月から10月にあった個人や企業
の不祥事12件の中から印象の悪かった上位３つを選んでもらう

不祥事ランキング１位はマンション傾斜問題、２位はマクドナ
ルドの異物混入事件、３位は東芝不正経理。
マンション傾斜問題で発覚した旭化成のくい打ち作業、建

材担当者のデーター改ざん、マンション住民の気持ちを思う
とやり切れない思いです。
マグドナルドの異物混入問題は、福島県の店舗でデザート

に入ったプラスチック片で子供がけがをしたことで発覚し
た。その後も混入の苦情が相次いだ。依然としてマグドナル
ドの売上は低迷しているそうです。一流と言われる大企業な
ど不正行為の報道が後を絶ちません。丁度この原稿を書いて
いる時、フォルクスワーゲン社の謝罪コマーシャルが流れて
びっくりしました。全世界に配信しているのでしょう。
　企業ぐるみの不正はコーポレートガバナンスの欠如でコンプ
ライアンスを守っていない。ネットで正確に意味を引いてみま
すと「コンプライアンス違反＝ガバナンス理論の喪失であるこ
と」が言えますとありました。企業はそれぞれコンプライアン
スに関する規定を設けているはずです。それを従業員に示し上
層部、下層部を問わずコンプライアンスに違反することは許さ
れない。コンプライアンスは企業内の法律である。コンプライ
アンスを尊守して行けば不正や違法なことは行わないはずで
す。私たち医療界ではノンコンプライアンス、略してノンコン
プラと言います。患者さんが医師の指示に従わない、治療方針
を守らない、又薬剤師の投薬時の服薬指導を守らない。この患
者様はコンプライアンスが悪いという表現を使います。
　ポール・ハリスは当時シカゴで、汚職など社会風潮の乱
れ、商業道徳の乱れの蔓延に触れた時「真の実業家」とはい
かにあるべきかと決然として立ち上がった。石炭業、鉱山技
師、洋服商の３人の友人と共に計４人でロータリークラブ結
成を実現した。ロータリーの出発、原点であると言われてい
ます。我々ロータリアンは「ロータリーの目的」を堅持し４
つのテストを守り、行動規範を順守することにより健全なる
会社経営、その結果、職業奉仕、社会奉仕に地域の発展活性
化に貢献寄与できると確信してまいりましょう。
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平成27年12月14日　第1794回例会

2015～2016年度  国際ロータリー会長　K.R.“ラビ”ラビンドラン
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四つのテスト　　言行はこれに照らしてから　❶ 真実かどうか　❷ みんなに公平か　❸ 好意と友情を深めるか　❹ みんなのためになるかどうか

前回例会出席率
80.00%

本日のプログラム 年次総会・2016－2017 役員選挙

寛容の精神で友情の絆寛容の精神で友情の絆

12月 疾病予防と治療月間

忘年家族会忘年家族会 X’masコンサートX’masコンサート



国歌斉唱：「君が代」
ロータリーソング：「奉仕の理想」
職業宣言唱和：１・２
ゲスト紹介：加治屋園子様・吉澤レイモンド武尊様・入来慶子様
食事
会長挨拶：会長　宇都　和治君
　椨　茂吉君→米山功労者感謝状授与・地区委嘱状伝達
誕生日お祝い（バースデーソング）
　中間　貴志君（1日） 逆瀬川　尚文君（8日） 本村　嘉啓君（12日）
　宇都　和治君（17日） 本坊　修君（18日） 上野　尚美君（19日）
会務報告：幹事　深野木　信君
１）本日の配布　①月信　12月号
２）本日定例理事会　例会後　於：開聞
３）グローバル補助金実施地区インド現地視察のご案内（地区より）
　 日時：平成28年２月５日～10日　５泊６日
　 訪問地域：南インド・タミルナドゥ州・マドゥライ市（RI第3000地区）
　 参加費：280,000円
　 ※参加希望の方は12/18日までに事務局へお知らせください。
４）RAC例会　12/9（水）　スポーツ例会（指名出席者なし）

５）RCC例会　12/12（日）　指名出席者→池畠・中原　各会員
６）1/8（金）新春合同例会　12：30～　於：サンロイヤルホテル
　 　（集合時間 11：45）
　 ※出欠まだの方、事務局までお知らせください。
７）次週12/14（月）　例会プログラム「年次総会」
　 例会終了後　学習会開催
出席報告：出席委員会
スマイルボックス：親睦委員会
卓話：Ｘmasコンサート
　　  紹介者　プログラム副委員長　丸山　修君
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第1793回例会
前々回（11月16日）の補正
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出席報告

次 回 例 会　平成27年12月21日（月）

会員数 出席数 出席率

会員卓話＝宇都　和治君・深野木　信君
「会長・幹事　上期を終えて」

12月7日のスマイル  小計 78,000円　2015～2016年度　累計 484,635円

族会をありがとうございます。
●吉田　健朗君／土曜日のクリスマス家族会は、ロータリー入会以来、
はじめてサンタの衣装を着ることなく自席で家族とゆっくり食事を楽
しませていただきました。吉村委員長はじめ親睦委員会の皆様におか
れましてはお疲れ様でした。ありがとうございました。
●長濱　まや君／先日の忘年家族会でアーバンポートホテルさんのお
せちを頂きました！年越しそばもついてました。年末はラクが出来そ
うです。ありがとうございます。会長・幹事のバレエもお見事でした。楽
しかったです。
●吉村　隆博君／昨日の忘年家族会には多数の会員、ご家族の方々に
ご参加いただき、ありがとうございました。また皆様のお心遣いの品も沢
山いただき、親睦委員会一同心より御礼申し上げます。不甲斐ない司会
進行でご迷惑をおかけしましたが、会長・幹事による生涯の思い出にな
りそうな余興のお陰で大いに盛り上がり、無事に大役を果たす事が出来
ました。親睦委員会のメンバーにお手伝いをいただいた小福田会員、参
加して下さった会員皆様のご協力に心から感謝してスマイル致します。
●林　秀之君／結婚祝いありがとうございます。すっかり忘れていま
した。今日家内に電話して「ありがとう」の一言を伝えます。
●中間　貴志君／お誕生祝いを頂きました。まことにありがとうござ
いました。１日に42歳になりました。後厄もあと一月を切りました。つ
つがなくすごし、またよい一年を迎えたいと思います。
●加島　繁君／ 12月２日、第17回MBCシニアゴルフが雨まじりの中、
無事終わりました。雨が降りそうということで155名の参加者の中、４
名の欠場でしたが不平もなく楽しくプレーをしていただいたと思いま
す。今年は、昨年よりも参加者が若干少なくなり、中央ロータリーの皆
様、参加資格は充分満たしておりますので、ぜひ来年はご検討下さいま
せ。来年１月３日正月番組として午前10時から１時間MBCにて放送い
たします。番組スポンサーになっていただいた丸元さん、竹添さんあり
がとうございました。番組内でもキリリとした宇都会長もプレーして
いますのでぜひご覧下さい。
●社会奉仕委員長　小福田　博志君／犬猫カレンダー無事完売致し
ましたので、NPO法人様にお渡しした代金の残金をスマイルします。
自らお買い上げ頂いた素晴らしい方々と、私の押売りにご賛同頂いた
心やさしき方々に感謝いたします。マイドアリ!!

●宇都　和治君／誕生日祝いありがとうございます。「人生70年古来
稀なり」、ついに古希を迎えました。喜んでいいのか一抹の淋しさも感
じます。論語に子曰わく（シ、ノタマワク）「七十にして心の欲する所に
従えどものりをこえず」新たな気持ちで心に従って生きていきます。
●丸元　貞夫君／一昨日12/5（土）の忘年家族会は、大変楽しい時を過
ごさせて頂きました。会長、幹事、親睦委員会の皆様の努力、気遣いに感
謝致します。大変御苦労様でした。
●本坊　修君／誕生祝い有難うございます。71才になります。
●森園　千廣君／本日の例会プログラムはクリスマスコンサートです。
プログラム委員長としても楽しみにしておりましたが、あいにく病院
の検査がはいってしまい出席できません。スマイルとともにお詫び申
し上げます。入来様を始め演奏者の皆様宜しくお願い致します。素晴ら
しいコンサートとなりますようお祈り申し上げます。
●本村　嘉啓君／誕生日のお祝い、ありがとうございます。59回目にな
ります。リーチ。
●神野　洋介君／この間の母の葬儀に関しましては、宇都会長をはじ
め中央ロータリーの皆様には大変お世話になり厚く感謝申し上げます。
先週の土曜日で２週目法要が終わりやっと落ちつきました。母は最近
までほぼ毎日山形屋に買い物に行っており懐かしく感じます。長く同
居していた為、居ないことに私も妻もなんとなく違和感があります。
●丸山　修君／先日の忘年家族会では、数々の景品が当たりびっくりで
す。特にiPadを提供して頂いた高岡会員には感謝申し上げます。これを
利用するにはITに全く縁のない私なのでよろしくご指導お願いします。
●平山　勢津子君／忘年家族会では本当に楽しく過ごすことができま
した。又、会長・幹事のサービス精神には、本当に感激し、頭のさがる思
いでした。改めて本当にありがとうと言いたいです。本当にありがとう
ございました。
●逆瀬川　尚文君／誕生日お祝いありがとうございます。64歳になり
ます。記憶力がどんどん衰えていっております。妻はじめ家族、そして
ロータリーの仲間の皆さんの顔だけは忘れないよう脳の健康にだけは
努めたいと思います。
●宮脇　謙舟君／先日の忘年家族会ではビンゴ、抽選で多くの景品を
頂きました。吉村委員長をはじめとしました親睦委員の皆様、楽しい家

議　題
１）12 ・１月例会プログラム及び行事

予定
　 ①12/19(土)　乳児院訪問について
　　 …午後２時現地集合
　　 RACから５名参加
２）会計報告
　 ①11月度試算表について…承認
３）職業奉仕賞候補者について
　 募集期間中に２名の推薦。
　 委員長検討により田代夏子氏（看護師、ケアマネージャー）を推薦
　 …承認
４）次期理事役員について
　 12月14日の年次総会で丸山副会長推薦候補者による役員選挙を
　 行う…承認
５）下期会費請求について…承認

　 ・ R財団分担金　6,000円追加　（９/7理事会承認）
　 ・ 10/16 ～ 18　地区大会費　参加各会員に請求
６）情報集会日程について…承認
　 平成28年２月１日（月）～ 10日(水)
７）40周年事業について
　 年内に赤崎氏より入稿予定。その後市役所と打ち合わせ。
８）その他
　 ①次回理事会について
　 　平成28年１月8日（金）13：30 ～
　 　於：サンロイヤルホテル1F　トリアン
　 ②RLI（宮崎市）参加者への旅費支給の件
　 　…高速代・ガソリン代の実費を支払う
　 ③緊急時の連絡手段について
　 　…会員に携帯メールの提示をお願いする
　 ④ラウンドテーブル会場変更
　 　１/25　ごはんの時間　　３/28，4/25，6/13　海南風
　 ⑤例会の終了時間が厳守できるようプログラム調整を行う

定例理事会議事録定例理事会議事録 会議名
場　所
日　時

出席者

欠席者

定例理事会
山形屋７F　開聞
平成27年12月7日（月）
例会後　～　
宇都和治・深野木信
丸山　修・吉田健朗
宮脇謙舟・小福田博
川畑英樹・前迫　実
重久善一・橋元　隆
田中和俊・森園千廣
池畠泰光


