
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

点鐘 
合唱        君が代 奉仕の理想 
ビジター紹介     
◎都 城     間  和彦 木脇 義紹 出村  博 
◎都城北    なし 
◎都城中央   なし      各 氏        

□会長の時間     中村 七郎 
 皆さん、こんにちは。 

まず最初に、小田前会長、小俵前幹事、そして小田前 

会長を支えられた理事会の皆様、素晴らしい司会で会

を盛り上げられた鳥集前ＳＡＡ、前年度までの大役、誠

にご苦労様でした。 

心より感謝とお礼を申し上げます。 

 今回都城西ロータリークラブ第３４代会長の大役を拝

命致しました。私は幼少の折、安楽川でおぼれて爾来

左の耳がほとんど聞こえません。従いまして、低い声 

で左側から話されると、受け答えがスムースでないこ 

とが多々あるかと思いますが、お許し下さい。 

私の声が大きいと、たまにご叱声頂きますが、上記の 

理由で御座いますのでご容赦願います。 

 都城西ロータリークラブも他のクラブ同様、会員数が

減少致しています。会長就任挨拶のなかでお話しまし 

た通り本年度は、緊縮均衡予算を組まざるを得ません

でした。しかし萎縮予算ではありませんので、各委員 

会で新規事業を計画される案件がありましたら、遠慮 

なくお申し出下さい。理事会に諮りましてご要望に添え

る努力を致します。 

 

 7 月計画に西ロータリー旗少年野球大会があります。

7 月 13 日（日）からスタートしますが、新年度第一番の

事業になりますので、会員皆様の積極的なご参加をお

願い致します。吉田新世代委員長何かとご苦労をお掛け

けしますが、宜しくお願い致します。 

 

 7 月 27 日が閉会の予定ですがそちらの方も併せて 

ご参加いただくと有難いと存じます。 

 この一年間、三坂ガバナー補佐、井福副会長、吉原 信

幹事、小坂副幹事、理事会の皆様、会員の皆様のこ゜ 

指導、ご協力を得ながら、精一杯、会長職を努めて、 

参りますので宜しくお願い申し上げます。 

□幹事報告          吉原 信幸 
○ 直前ｶﾞﾊﾞﾅｰ…ﾐﾔﾝﾏｰ大型ｻｲｸﾛﾝ中国四川省大地

震義援金報告 合計 2,501,288 
 ﾐﾔﾝﾏｰ 1,250,644円 中国四川省 1,250,644円

＊ 日本の国連高等弁務官事務所の 
公式支援窓口を通じて送金 

○ ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所…宮崎県ﾕﾈｽｺ協会の 
連絡先について（連絡） 

  岩手．宮城内陸地震の義捐金について（お願い）

RI 為替ﾚｰﾄ７月号 １㌦ 106 円（現行 102 円）

月信７月号 
○ ＲＩ本部…2008 半期報告 2008 公式名簿 
○ 米山記念奨学会…2008 普通寄付のお願い 
○ 都城泉ヶ丘定時制…第 45 回体育大会のご案内

7/11（金）18:20-20:30 本校ｸﾞﾗﾝﾄﾞ 
   教育振興会会費の納入についてお願い 
○ ㈱ 栄光舎……「手続要覧 2007」 

一部乱丁した不良品についてお詫び 
○ ﾛｰﾀﾘｰの友７月号 
□クラブ報告事項 

＊ 2008-2009 年間ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 配布 
＊ 少年野球大会  7/13（日）8:15  

集合 都城公設市場 

1580 20 7 2



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

□出席報告 

会員数     ５９名 

出免数      ３名 

出席数    ４７＋２名 

出席率 84.48％ 

前々回修正出席率 6/20 88.24％ 

前回修正出席率 6/25 87.72％ 

 
届出有 棈松 岡崎 鮫島 山下 大吉  河村 

福永直 前野 

ＭＵ有会員 

6/25  理事会 

 

 

6/26  中央 

6/27  都城 

7/1   北 

 

中村七 吉原 井福 小坂 土持  

長友 久保 串間 外山 福本  

上田 平川  

藤岡 棈松 山浦 岸良 中山  

なし 

なし 

ＭＵ無会員 

6/20 

 

鬼束 川口 永野 福永直 盛田  

大吉 

要ＭＵ会員 

6/25 

 

串間 永野 脇丸 岩下 盛田  

福永直 前野  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

□ ＳＡＡ報告        土持  修  

◎ニコニコ箱 
都城・木脇 義紹…久し振りのＭＵですが、運良く我

が親友の中村 七郎君の会長就任にめぐ

り会いました。頑張ってください 
ホテル・中山荘…中村会長今年度も宜しくお願いいた

します 
萩原 和洋…小田会長・小俵幹事１年間お疲れ様でし

た。そして、中村新会長・吉原新幹事１

年間お疲れ様でした 
小田 賢一…中村会長・吉原幹事・土持ＳＡＡ１年間 

健康管理に気を付けて頑張って下さい。 
前会長バッジありがとうございました 

小俵  武…１年間大役ありがとうございました 
      中村七郎・吉原年度船出を祝して、 

頑張って下さい 
川元  巌…小田会長小俵幹事鳥集ＳＡＡご苦労様 
岩下  晃…前年度会長・幹事ご苦労様でした 
      新年度会長・幹事１年間宜しくお願い致 

します 
外山 俊明…中村・吉原年度のスタートを祝して。  

理事として１年間宜しくお願いいたします  
鎌田 博文…中村・吉原年度の船出を祝して 
天水 金作…      同じ 
鳥集 寿一…      同じ 
久保 義春…      同じ 
河中  功…      同じ 
福永  忍…中村・吉原年度の船出を祝して 
川元  巌…      同じ 
最勝寺俊昌…中村会長年度ご活躍を期待します 
草水 正義…      同じ 
長友 喜信…      同じ 
広瀬 忠雄…      同じ 
      頑張ってください 
串間 保寛…会長・幹事、副会長頑張ってください 
高橋 五男…      同じ 
馬渡 秀光…中村会長年度ご活躍を祈念して 
中村 七郎…第３４代都城西ＲＣ会長になりました 

１年間ご協力宜しくお願いいたします 
吉原 信幸…今年度・幹事職が、無事終えますように 

宜しくお願いいたします 
◎ ロータリー財団 
串間 保寛…ロータリー財団へ 
◎ 教育振興基金 
串間 保寛…教育振興基金へ 
◎ 米山奨学会 
串間 保寛…米山奨学会へ 
◎今後のプログラムの予定 
７／１６   各委員会事業報告② 
７／２３   会員卓話…ＩＮ委員会 
７／３０   前年度会計報告・少年野球大会報告  

８／６    納涼例会 
８／１３   お盆のため祝日休会 
８／２０   ＩＡ年次大会報告  
 7／1 計 
ﾆｺﾆｺＢＯＸ 32,000 32,000
ｺﾞｰﾙﾄﾞＢＯＸ 3,263 3,263
ﾛｰﾀﾘｰ 財団 10,600   10,600
米山奨学会 3,000 3,000
教育振興基金 3,000     3,000

竹と風の学校    2,136
雑誌会報委員会 

木佐貫鐵蔵 鬼束 洋 前野 益孝 福永 直人  

ロータリー事務局  制作 
       インターネット委員会 
平川 靖三 馬渡 秀光  串間 保寛 藤岡 成学 



□ 本日のプログラム 

    

 
 
会長就任挨拶     

                     会長 中村七郎   

            クラブ運営基本方針     

  
 

２００８－２００９年度  ＲＩ会長 李東建  

   ＲＩテーマ 「夢をかたちに」 

   
           
 過去のロータリー国際会長の強調事項から派生したいくつかに焦点をあててみると、①水、②識字率向上、

③保健と飢餓救済、などがここ数年にわたってきたロータリー奉仕の分野である。理由は個々のクラブ又は

他のクラブと共同でプロジェクト推進に 適であるから。      
世界では毎年避けられるはずの原因で、５歳以下の子供が３万人命を落としている。医薬品やワクチンや

蚊帳などの基本的な物資がないため、肺炎、はしか、マラリアなど治療可能な病気で死んでいる。ロータリ

ーは過去何年にもわたって国際奉仕の強調事項を引き継いでいきますが、前記①から③の各分野において、

子供たちに光をあて凄まじい死亡率を低下させる活動に力を注ぎ、世界の子供たちに「夢をかたちに」して

いくことをＲＩテーマとする。         
環境を整え、保健医療のサービスを受けられるようにすれば、子供達は健康を得るチャンスを手にできる訳

である。２００８-０９年度、一人でも多くの子供が学校へ通えるよう助けることで、「夢をかたち」にする。

命をも奪う赤貧の連鎖を断ち切る方法は、教育をおいて他にはない。    
     
 
 
 

 
２００８－０９年度 ２７３０地区 安満良明ガバナー 

    
   地 区 運 営 方 針    
 
 

         
強調事項         
① クラブの活性化  四大奉仕を踏まえ夢のあるクラブ細則を作成する  
② クラブ奉仕  会員増強。情報委員会は新入会員に担当委員を付ける   
③ 職業奉仕      互いの職業を尊重し責任と誇りを持って法師する   
④ 社会奉仕      ロータリアンの全ての言行が社会奉仕そのものである  
    インターアクト、ローターアクト、ライラなど  
⑤ 国際奉仕      社会奉仕の延長が国際奉仕である    
⑥ ロータリー財団  国際奉仕を支えるのがこの財団である    
⑦ 米山記念奨学会  日本の大学で学ぶ留学生への奨学金である     
       一人１万円以上が目標      
⑧ 国際大会への参加  ２００９年１１月１５・１６日英国バーミンガム国際大会参加推奨

      
 
 
 
 



 
 

 
２００８－０９年度 都城西ロータリークラブテーマ  

 一人はみんなのために みんなは一人のために 

       
一人  社会並びにロータリーのなかにおける個人 
みんな  社会並びにロータリーのなかにおける全員 
ために  利他の精神、協調と懇親、職業奉仕、社会奉仕 

 自分さえ良ければという社会風潮のなか、人はけっして一人では生きていけない。  
 日本古来の「和」の精神、支えあってより良い社会構築のため利他の精神を掲げる。 
            
努力目標 ① 出席率の向上  無届欠席をなくすると同時に他クラブ出席はあらかじめ連絡

をする ② 会員増強  クラブ活性化のためにも必要である    
 ③ 情報委員会  例会前の時間を利用しての勉強会   
 ④ 新世代委員会  少年野球大会応援以外に新たな文教の会をつくる 
 ⑤ ＣＬＰ  クラブの簡素化の実践並びに活性化    
 ⑥ ロタリー財団  １人１００＄プラス３千円の努力    
  米山奨学      １人１万円      
  教育振興基金  １人１万円      
 ⑦ 週報  誕生月にクラブ会員名簿からの会員紹介とコメントを掲載 
 ⑧ 国際大会  ２００９年英国バーミンガム国際大会への参加  
            
２００８年７月～０９年６月まで１年間都城西ロタリークラブの会長をお引き受けすることになりました。

吉原幹事共々精一杯努力いたす所存でございます。至らぬ点多々あるかと存じますが宜しくお願い致します 
年間テーマに「一人はみんなのために、みんなは一人のために」を掲げさせていただきました。  
このテーマはラグビー用語で愛好家なら、殆どの方がご存知の世界的に有名な言葉です。  
 ロータリーの表看板である「職業奉仕」はまさにこのテーマに要約されていると思っています。  
人という文字は互いが支えあっている形です。私たちロータリアンもその職業を通じ社会貢献しています。 
ロータリーの場を通じ互いに切磋琢磨する姿が理想的な個人を作り、更にその個人が社会をより良く織り成

していくのではないのでしょうか。         
 現今日本のロータリアンは減少の一途を辿っていますが不景気のなかやむ得ぬことと思います。 
ただ我が西クラブはテーマを活かし、みんなで会員増強に努め一層の発展を図りたいものです。少しでもよ

り多くの人々と知己になり、支えあっていきたいと思います。     
 前年比４名の会員減少でスタート致します。必然緊縮均衡予算を組まざるをえません。ＣＬＰを実行しつ

つ簡素な体制作りを通じクラグの活性化を実行したいと存じます。     
そのため時として今までのクラブ運営と違うことがあり、皆様に不愉快な思いを懸けることがあるかもしれ

ませんが、明日の西ロータリ発展のためご協力をお願い致します。   
 本年度、鎌田会員にロータリー情報委員長をお願いしました。3 年未満の会員の皆様にクラブ例会の少し

前にお集まり願い、勉強会を少しずつ実施していただこうと提案いたしました。3 年未満の会員の方はご協

力下さい。日を改めて夜集会したり、定例日以外に態々お集まりいただくより僅かな時間の有効利用が負担

担が少ないと思います。          
 週報も少し形を改め、会員の誕生月にロータリー手帳に掲載されている皆様の職業紹介をさせてもらいま

す。木佐貫雑誌会報委員長からコメントの要請があると存じますが、快く協力いただき会員のより一層の親

睦を図りたく存じます。          
 吉田新世代委員長が新企画を考慮されていますので、人材育成の意味からも西クラブが、応援していく場

を拡げていこうと考えています。緊縮予算で萎縮するといけませんので、夜間例会を少し増やし会員相互の

親睦を一層深めたいと考えています。        
さまざまなお願いと希望をお願い致しますが      

   「一人はみんなのために、みんなは一人のために」を    
実践するためにどうか宜しくお願い申し上げます。      
    
            
 
 



 
 
 

 
 
 
 

幹事就任挨拶  
 
 

                 吉原 信幸 
 
 

この度、第 34 代幹事に就任させて頂く事になりました吉原信幸です。 
平成 9 年 10 月に入会して今年で 11 年目となりました。 
 
岡崎会員より、紹介を受けて入会しましたが、岡崎鶏卵さんの常務の外薗さんと同級生で仕事で車の

引取りを岡崎さんの所へ行ってるうちに目を付けられたのか、外薗さんに私の名前を聞いてアレをロー

タリーに入れんな、いかんと言う事で初めて食事に連れて行かれたのがレストラン和光でした。次の週

は入会式で、何がなんだか解らない内に、ロータリーに入会していたのが始まりです。 
 
今思えばロータリーに入ってて良かったなーと思っています。なぜならば、岡崎会員が入会時口癖の

様に言われたのが‘人を知らんないかん知る事が人脈やっど‘と言われ今はロータリーを通じて入会し

たのが、倫理法人会や、商工会議所の青年部などに参加して色々な出会いをさせていただいております。 
 
入会してから 初に委員長をさせて頂いたのが親睦委員長でした。丁度 2 年目を過ぎる頃で、今は亡

き加治屋寧人さんが会長の時にさせていただきましたが、こんな私でいいんですかと 初断ったのです

が、加治屋さんが大丈夫やがと言ってくださって受ける事になりました。でも、委員長をさせて頂いた

時に、会員の皆さんとの距離が近くなったように思います。何でも一生懸命にやれば皆さんから可愛が

ってもらえるんだと、以後出席委員長、インターアクト、雑誌会報などを依頼された時には快く受けさ

せていただきました。 
 
この、幹事を昨年、引き受けたのは、丁度 10 年目に差し掛かる年でもありまして、区切りもよく、

ロータリーにはノーは無いと思い家内に相談した所、やってみたらと、後押ししてくれましたので、受

けさせていただきましたが、昨年度は副幹事としては、地区大会や色々な行事に参加出来ず皆様方に大

変ご迷惑をおかけしました。 
今年度は東ウルサン RC 訪問や、新年合同例会、新世代会議等の担当となっておりますが各委員長の皆

さんには特に大変でしょうがよろしくお願いいたします。 
 
今年一年、中村七郎会長のクラブテーマに則って会長の女房役として必死に補佐して時には優しく、

時には厳しくやらせていただこうと思っております。 
 
後に、ロータリーとはなんぞやと問いただしながら、この一年間を会員の皆さんと楽しく送れるよ

う頑張る所存でございます。まだまだ未熟な私ではありますが、至らぬところがありましたらロータリ

ーの寛容の精神でご指導いただきますようお願い申し上げます。 
 
  


