
 
 

点鐘 
合唱      我等の生業 
ビジター紹介      
◎ 都 城   島津 久厚 江夏 拓三 木脇 義紹 

◎ 都城北   木脇 義貴   
◎ 都城中央  なし                各氏 
都城市国際交流員 （中国）   艾 豊（がいほう）様 

□会長の時間        小田 賢一 

みなさん、こんにちは。 

  今週の１２・１３日(月・火)の２日間、和歌山県

御坊市に行きまして、御坊南ＲＣとの姉妹クラブ締

結更新調停式をおこなって参りました。 

  詳しくは後程、鎌田博文友愛委員長よりご報告が

あります。 

 今年の５月に御坊南ＲＣより３名の方が見えて

から、今回の姉妹クラブ締結更新調停式まで鎌田委

員長には大変ご苦労をおかけ致しました。 

 またご参加くださった会員の皆様、奥様方、事務

局の丸山さん、１泊２日の強行スケジュールで、本

当にお疲れ様でした。 

今回の訪問で感じたことは、「袖振り合うも多生

の縁」という古いことわざがあるように、人と人と

のつながりほど不思議なものはない、出合いは宝

だ、と思いました。 

  もし私がＲＣに入らなかったならば・・・、外の

仕事をしていたならば・・・、御坊市に行くことは

なかったかも知れません。浅田会長始め、御坊南Ｒ

Ｃの方々とこの世で永遠に会うことはなかったで

しょう・・・。 

  考えてみれば人間は運命というような何か大き

なものの中で、縁の糸であやつられているような気

がします。こうしたことを思うと、人と人とのつな

がりというものは、個人の意志や考えで簡単に切れ

るものではなく、もっともっと次元の高いものに左

右されているような気がします。 
であればこそ、この世における人間関係や縁を大

事にし、ありがたいものと考えていきたいと思いま

した。 

  昭和５８年から始まった姉妹クラブの交流を、西

ＲＣの先輩方が開いてくださった友好の道を、今回

の更新調停式を節目にして、さらに価値あるものに 
して行きたいものです。 
 本日は国際交流員の艾豊(がいほう)さんが、卓話に

おいで下さっています。 

我々が知っているようで知らない隣国中国、来年北京

オリンピックが開かれますが、さまざまなお話を楽し

みにしております。 

会長の時間でした。   

 

□幹事報告          小俵  武 
○ 日南ＲＣ……例会場変更  11/21（水）12:30-  

場所 王子製紙日南工場  
○ ガバナー事務所…… 

＊ べネファクター名簿の送付につい 
＊ ＊米山記念奨学会ニュース 

「ハイライトよねやま」 
＊麻薬・覚醒剤乱用防止冊子 

○ ＲＩ本部……＊公式名簿 2008-2009 年度版に 
記載するＲＣの役員名報告書 

     ＊ｲﾝﾀｰｱｸﾄ次期役員情報知りよう書式   

○ 都城観光協会……2007 焼肉カーニバルのお礼 
○ 都城商工会議所……平成２０年 

 新年賀詞交歓会のご案内 
  1/4（金）12:30-ﾒｲﾝﾎﾃﾙ  会費 2.000 円 
○ 宮崎ＲＣ…… 

創立５５周年記念祝賀会開催のご案内 
   20.2/26（火）19:00-10:00 宮崎観光ﾎﾃﾙ 
○ 宮崎県国際交流協会…South．Wind 68 
 
□クラブ報告事項 

＊ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ雑誌会報委員会  11/22（木） 
19:00-中山荘  会費 2.000 円 

＊ 歴代会長会（次年度理事氏名委員会） 
11/28（水）18:30-中山荘 

週 報 第１５５０回  平成１９年 １１月１４日

    会長 小田 賢一 
    幹事 小俵  武 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

□出席報告 

会員数     63 名 

出免数      ４名 

出席数     ４８名 

出席率 81.36％ 

前々回修正出席率 10/31 98.31％ 

前回修正出席率 11/7 91.53％ 

 

届出有 草水  天水 川元 久木野 

岸良 園田 福本 串間 久保

鬼束 中村静 

ＭＵ有会員 

11/9   都城 

11/13  北 

11/13  御坊南 

 

なし 

なし 

小田 小俵 吉元 長友 小坂

鎌田博 高橋 土持  天水  

中村七 中山 平川 三坂  

山浦 吉田努 瀬口 上田 

ＭＵ無会員 

10/31 

 

脇丸  

要ＭＵ会員 

11/７ 

  

福本 中村七 盛田 中村静 

鬼束  

□ 委員会報告    

 

 

 

 

 

３５年 吉元 鉄夫 １年 甲斐 克彦 各氏 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
中山 忠彦  志摩 誓啓   藤岡 成学 
福本  晃  岡崎  誠  上田やよい 

                  各氏 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
□ＳＡＡ報告          鳥集 寿一 
◎ ニコニコ箱 
都城北・木脇 義貴…久し振りにＭＵさせて頂きました 
小田 賢一…艾豊さんの卓話ありがとうございました 

御坊南ＲＣの姉妹クラブ締結更新調停式に参

加させて頂きました。無事任務が果たせてホ

ッとしています 
鎌田 博文…御坊南ＲＣとの姉妹更新に２１名もの参加を

頂きました。お疲れ様でした。ありがとうご

ざいました 
岡崎  誠…結婚記念祝いを頂き感謝します。早いもので 

４５年を迎えます。孫も８人になりました。

１番上の孫は２０歳になります。今、孫の成

長が楽しみです 
上田やよい…初めて結婚祝いを頂きまして、ありがとうご

ざいました。これからも元気に頑張って生き

て行きたいと思います 
志摩 誓啓…結婚祝いを頂いて 
藤岡 成学…    同じ 
丸山久美子…御坊南ＲＣとの姉妹締結更新式に同行させて

頂きありがとうございました 
◎ ロータリー財団 
◎ 教育振興基金 
◎ 今後のプログラム 
１１／２８  会員卓話…インターネット委員会 
１２／５   上半期事業報告① 
１２／１２  上半期事業報告②・年次総会 
１２／１９  年末家族会 
１２／２６  特休 
１／２    特休 
１／９    歴代会長卓話 
１／１６→１５  ４ＲＣ合同新年例会（担当北ＲＣ） 
 
 

11／14 計 

ﾆｺﾆｺＢＯＸ 11,000 200,560
ｺﾞｰﾙﾄﾞ BOX 3,050 58,63

8
ﾛｰﾀﾘｰ財団 46,400 213,000
米山奨学会 10,000 344,00

0 
教育振興基金 0 168,00

0
＊竹と風の学校    42,591 

雑誌会報委員会 
志摩 誓啓 吉田  勉 鮫島 孝慶 馬渡 秀光 
甲斐 克彦       ロータリー事務局 制作 

※ 友愛 鎌田 博文委員長 
御坊南ＲＣ訪問報告 ２１名参加 
お土産まで頂きました 

※ 国際奉仕 棈松委員長 
国際大会（ﾛｽｱﾝｾﾞﾙｽ）のお知らせ 



  
 
 

 □ 本日のプログラム    

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

          都城市国際交流員  艾 豊（がいほう）氏 

◆国際交流員の活動  

 ・広報紙への原稿作成                 ・市民及び小学校等への外国文化紹介活動 
 ・MRT ラジオ他メディアでの広報出演        ・市民への外国語指導 
 ・外国からの訪問者及びイベント等での通訳    ・刊行物等の翻訳 
 ・国際交流事業の企画・運営・助言          ・在住外国人の相談対応 
 ・都城国際交流協会の国際交流事業の協力 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
中国と故郷（重慶）の紹介 
中国で第４番目の直轄都市、重慶。人口３３００万人、九州と同じくらい

の広さ。中国には５６の民族のうち、漢民族は９０％、約１２億人 
で、他は少数民族。 
万里の長城・中国の食べ物・おもしろい習慣・来年の北京オリンピック 
なと゛、写真を見ながら紹介。 


