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点鐘

合唱 それでこそロータリー

ビジター紹介

◎都 城 江夏 拓三 岡崎 誠一 澤井 悦造

◎都城北 な し

◎都城中央 な し 各 氏

□会長の時間 鎌田 博文

皆さん今日は、この夏もクールビズが流行のよう

です。ここ数年、洋品店や百貨店には流行りの品が

並んでおり、環境省も応援しているとか。健康で持

続可能なライフスタイル、心と体、地球に優しいラ

イフスタイルをロハスと呼ぶのだそうですが、この

ロハスは職場で働く人達の日常生活も次第に変え

始めています。特に今年は政治、経済、経営で大激

変がある年と思われます。なるほど「こいが 21 世

紀らしい生活じゃろなぁ、仕事じゃろなぁ」と皆が

納得できるようなものがこれから沢山世の中に出

てくるのではないでしょうか。今はちょうどロハス

がインターネットで言えば十年前の草創期と同じ

ような状況にあります。今が一番楽しい時でもあり

ます。この楽しい時に充分親しみ、身に付け仲間を

広げていくことが大切です。そもそも何事でも新し

いことを始めてそれが軌道に乗るまでには時間が

かかるのです。ですから尻に火がつく前に、まだ遠

くに煙が見えるか見えないかぐらいのときから本

気で行動してやっと間に合うかどうかなのです。そ

して何か始める時には必ず仲間が必要になります。

混乱のさなかでみんなと一緒に右往左往すること

なく、視線を遠くにむけて進んで行くことが大切で

あります。

さて本日は、木脇義貴ガバナー補佐をお迎えして

のクラブ協議会です。今回のクラブ協議会の目的は

各委員会の事業計画と活動を討議する為のもので

す。役員、理事、委員長さんだけでなく全会員の出

席を要請しました。所属する委員会の内容を把握

し、また確認するためでもあります。

特に会員暦の浅い方には各委員会の情報を知るこ

とはとても有意義なことです。

木脇義貴ガバナー補佐におかれましては連日の

協議会でお疲れのことと存じますが、お導きのほど

宜しくお願いいたします。

□幹事報告 山浦 栄巳

○ 都城北ＲＣ…例会変更 7/25（火） 
17:45-都城ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ ＊公式訪問の為 

○ 都城ＲＣ……例会変更 7/28（金）→7/25（火）

12:30-ﾒｲﾝﾎﾃﾙ ＊公式訪問の為 
○ 小林中央ＲＣ…例会変更 7/25（火）→7/20（木）

○ 都城中央ＲＣ…例会変更 7/27（木）→ 
7/26 （水） 18:30-

都都城大丸 7 階 ＊公式訪問の為 
○ 宮崎西ＲＣ……例会変更 8/4（金）→8/2（水）

17:30-ｻﾝﾎﾃﾙﾌｪﾆｯｸｽ ＊公式訪問の為 
○ RＩ日本事務局…ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ.ﾎﾟｰﾙﾊﾘｽﾌｪﾛｰ．ﾋﾟﾝ 

（広瀬 忠雄）

○ 直前ガバナー…月信最終号

○ 地区広報……ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ速報№241 
○ 地区ﾛｰﾀﾘｰ情報…ﾛｰﾀﾘｰ情報研究会

（宮崎県）開催のご案内

9/2（土）13:30-16:00 農協会館 Azm ﾎｰﾙ

○ 東京優芳園……広告入り花の種子のご提案

○ 泉ヶ丘定時制…教育振興会

会費の納入について（お願い） 
○ 文昌堂………暑中お見舞い

□ クラブの報告事項

☆ 次週 冨永ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問例会

例会時間変更 7/26（水）

例会 12:30-13:30 
記念写真 13:30-
ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ 13:45-15:15 

☆ 決算理事会 7/21（金） 18:30-中山荘

２００６～２００７ 国際ロータリーのテーマ
ＲＩ会長 ウィリアム・Ｂ・ボイド氏

率 先 し よ う



☆ ｶﾞﾊﾞﾅｰとの合同懇親会

7/25（火）20:30-都城ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ

☆ ８月定例理事会 7/26（水） 18:30-中山荘

☆ 地区会員増強セミナー 7/22（土）13:00-ＪＡ．

ｱｽﾞﾑﾎｰﾙ ＊草水会員出席

☆ 納涼例会のご案内（夫人同伴）

8/2（水）18:30-中山荘

＊出欠をご提出下さい。

□出席報告

会員数 ６２名

出免数 ３名 
出席数 51 名

出席率 94.91％
前々回修正出席率 7/5 94.91％
前回修正出席率 7/12 89.83％

届出有 木佐貫 久木野 串間 高辺

天水 三坂 河東 岩下

ＭＵ有会員

７/18 北

7/14 都城

7/17 閉会式

なし

なし

鎌田博 木佐貫 草水 鮫島

志摩 瀬口 天水 土持 外山

平川 馬渡 山浦 吉田努

吉田勉

ＭＵ無会員

7/5 
 
前田利 川口 中村静

要ＭＵ会員

7/12 
 
河東 鳥集 串間 盛田

中村七 中村静

□委員会報告

◎新世代 外山委員長

※ 少年野球大会のお礼

◎親睦 小坂 委員長

□ 本日のプログラム

□ＳＡＡ報告 前田 勇

◎ ニコニコ箱

都城北・木脇 義貴…盛大なクラブ協議会を開いて頂き

ありがとうございます

鎌田 博文…木脇ガバナー補佐ようこそおいで下さいま

した。ありがとうございます

前田 勇…ようこそ木脇ガバナー補佐！

藤岡 成学…鎌田・山浦年度を祝して

大峯 学…インターアクトクラブ・都城西高の先生方

との交流会に参加して

◎米山奨学会

最勝寺俊昌…米山奨学会へ

鎌田 博文… 同じ 
◎今後のプログラムの予定

７／２６ 冨永ガバナー公式訪問

11:00～12:15 会長 幹事 ４役懇談会

12:30～13:30 例会 ｶﾞﾊﾞﾅｰアドレス

13:30～13:45 記念写真撮影

13:45～15:15 ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ

８／２ 納涼例会

８／９ ＩＡ年次大会報告

８／１６ 特別休会

7／19 計

ﾆｺﾆｺＢＯＸ 8,000 64,000 
ｺﾞｰﾙﾄﾞＢＯＸ 3,765 11,483 
ﾛｰﾀﾘｰ 財団 0 88,000 
米山奨学会 20,000 93,000
教育振興基金 0 13,000 

雑誌会報委員会

鮫島 孝慶 吉原 信幸 岩橋 辰也 前田 利秀

瀬口 増男 ロータリー事務局 制作

インターネット委員会

馬渡 秀光 吉田 努 串間 保寛


