
点鐘

合唱 それでこそロータリー

ビジター紹介

◎ 都 城 なし

◎ 都城北 樋口 正義

◎ 都城中央 なし 各氏

□会長の時間 井福 博文

先日の 23（金）、24（土）、25（日）日の三日間、

宮崎市のシーガイアで地区大会が開催されました。

23 日はゴルフ大会でした当クラブからは土持修会

員が参加されました。後ほど時間があればご報告が

あるものと思います。24 日は第一本会議と懇親会

が行なわれ、25 日は第二本会議と昼食会がありま

した。詳しくは後の本日のプログラムで出席された

会員から地区大会の報告があります。

地区の各クラブへのガバナー公式訪問があるの

と同じように、地区大会は RI 会長（現実には RI
会長が指名した代理人）が当地区を公式に訪問さ

れ、指導される場であると私は考えております。一

方で地区大会は地区内のロータリアンが一堂に会

し、お互いの友情や親睦を深め、情報を交換し、奉

仕の心を再確認する場でもあります。今回の地区大

会には当クラブからは 18 人の会員が参加されまし

たが、少し少なかったように思います、皆さんがよ

く知っておられるように、私は「ロータリーは楽し

くなくてはならない、楽しみましょう」といつも言

っております、それと同じように「地区大会は楽し

くなくてはならない、楽しみましょう」というのが

私の考えです。来年はもっと多くの会員が参加され

ることを期待いたしております。そして来年の地区

大会を楽しみましょう。

さて本年度の地区大会も終わりましたので、これ

からはロータリーの拡大増強へと力を注いでいか

なくてはなりません、拡大について、秦ガバナーは

曽於市に新しいロータリークラブを作りたいと考

えておられます。

山下俊介ガバナー補佐が主になって行動を計画

されことになると思いますが、西クラブの会員皆さ

んにも協力の要請が来るかもしれません、その時は

是非、皆様の協力をお願いいたします。

それから当クラブの会員増強ですが、今年度は純

増 5 名を目標にしております。私は会員数 60 名で

次年度へ引継ぎをしたいと強く思っておりますの

で、この目標を達成する為に、先ほどの理事会にお

いて、理事会メンバー全員と会員増強・分類・選考

委員会の委員全員とで「会員増強プロジェクトチー

ム」を結成することが決議されました。8 月に行な

われました会員増強フォーラムで新会員候補が数

人挙がっておりますので、近いうちに情報を整理し

皆さんに公示いたします。皆さんの同意が得られた

候補者を「会員増強プロジェクトチーム」で入会に

向けて勧誘していく考えです。会員増強にご理解を

いただき、会員皆さんのご協力を期待いたします。

□幹事報告 小坂泰一郎

○ 日南中央ＲＣ……例会変更 11/10（火） 
12:30-九州電力日南営業所 ＊職場訪問

○ 高鍋ＲＣ……１１月プログラム予定表

○ えびのＲＣ…幹事変更．事務局変更のお知らせ

例会変更 11/5（木）18:30-和楽 ＊家族集会

○ ガバナー事務所……米山ニュース

＊ハイライト米山 116 号． 
公式訪問のお礼状

○ 山下ガバナー補佐……ＧＳＥ協力のお礼状

○ 御坊南ＲＣ……会員名簿．週報

○ 全国ﾛｰﾀﾘｰ野球大会……甲子園球場使用料金

改定のお願い 
○ 鹿児島東南ＲＣ……創立４０周年誌

○ 都城観光協会……焼肉カーニバルお礼状

○ 宮崎県赤十字血液ｾﾝﾀｰ…

移動献血車による献血協力について

11/24（火）9:30-16:30 都城ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ
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○ 宮崎県協同募金会都城市支会……

平成２１年度赤い羽根共同募金運動への

ご協力について（お願い） 
○ 都城自衛隊…４７周年記念行事参加のお礼状

■クラブ報告事項

□出席報告

会員数 ５５名

出免数 ４名

出席数 ３８＋１名

出席率 75.00％

前々回修正出席率 10/14 94.33％

前回修正出席率 10/21 81.13％

届出有 草水 天水 萩原 鳥集 上田

高橋 山下 船木 串間 中村七

福永直 中村静 福永忍

ＭＵ有会員

10/23 都城

10/24 広報ＩＴ

10/24 地区大会

10/25 地区大会

10/27 北

井福 小坂 船木 中山

三坂 前田

井福 小坂 棈松 河中 木佐貫

草水 土持 天水 平川 前田

三坂 山浦 丸山

井福 小坂

草水

ＭＵ無会員

10/14 鬼束 串間 永野

要ＭＵ会員

10/21 大吉 鬼束 串間 永野 山下

福永直 中山 川口 脇丸

■ 委員会報告

１２年 吉原信幸

１１年 山浦栄巳

５年 小坂泰一郎

各氏

□ＳＡＡ報告

◎ ニコニコ箱

都城北・樋口 正義…先般の自衛隊訪問に飛び入り 
致しました。昭和２５年に新制高校

１年として入学した懐かしい思い

出でした

藤岡 成学…職場訪問例会はありがとうございま

した。徳重副委員長にお世話になり

ました

小田 賢一…誕生祝いを頂き大変有り難うござい

ました

前田 吉基…地区大会及び広報ＩＴ委員会会議に

出席させて頂きまして勉強になり

ました

鬼束 洋…誕生祝いを頂きまして有り難うござ

いました。所用により

山浦 栄巳…９月誕生と１０月１１回目皆勤賞に

感謝して有り難うございます

吉原 信幸…皆勤賞１２年頂きました。楽しい西ク

ラブでこれからもよろしくお願い

致します

小坂泰一郎…５年皆勤賞有り難うございました

小坂泰一郎…会員の皆様地区大会有り難うござい

ました

井福 博文…地区大会へのご参加有り難うござい

ました

盛田 祐一…誕生祝いを頂いて

◎ ロータリー財団

高辺 晃也…ロータリー財団へ

山浦 栄巳… 上記に同じ 

◎ 米山奨学会

山浦 栄巳… 上記に同じ 
丸山 照明…地区大会に参加させて頂き有り難う

ございました

◎今後のプログラム 予定

１１／４ Ｒ財団 担当

１１／１１ 雑誌会報 担当

１１／１８ Ｒ情報 担当

10／28 計

ﾆｺﾆｺＢＯＸ 11,000 166,000
ｺﾞｰﾙﾄﾞＢＯＸ 2,661 32,840
ﾛｰﾀﾘｰ財団 18,000 204,800
米山奨学会 12,000 172,000
教育振興基金 0 87,000

竹と風の学校 27,215
＊雑誌会報インターネット委員会

高辺晃也 前田吉基 馬渡秀光 川口恒吉

前野益孝 ロータリー事務局 制作



□本日のプログラム

木佐貫鐵蔵会長エレクト 平川 靖三副幹事 丸山 照明会員

木佐貫鐵蔵

２７３０地区大会は１０月２４日フェニックス・シーガイア・リゾートのワールドコンベンションセンター

サミット４Ｆで１３時から行われました。

宮崎県警察音楽隊のウェルカム・パーフォマンスの中、例年通り

ＲＩ会長代理入場・点鐘・地区内クラブ紹介・来賓祝辞・ｶﾞﾊﾞﾅ―挨拶・ＲＩ会長代理挨拶と進み 
第一本会議では地区の目標を

①．人の和とホスピタリテイ（親睦と奉仕、友愛の寛容）

②．地区の歴史と伝統(６０年史)

③．人材の活用

④．地区組織のスリム化と長期計画立案

⑤． ロータリアンの誇りの復活

を掲げられました。

休憩を挟み１５時３０分から記念講演がありました。

大正７年生まれの９１歳のロータリアン島津ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅ―が 
戦後日本のＲＣ活動と２７３０地区の歴史という題目で話されました。日本のロータリーは１９４９年に国

際ロータリーに復帰し、当時は２つの地区で京都で有った地区大会で宮崎クラブのスポンサーで、都城クラ

ブを作ろうと話が持ち上がり１９５４年(S２９年)に設立されたとのことでした。

当時はロータリーの定款や細則は英語版しかなく、勉強するにも語学力が必要で役職について先輩から指導

を受けながらクラブ運営をしていたそうです。

都城は「日向時間」で有名なところですが、ロータリーの例会は時間厳守で、ガバナー公式訪問は旧軍経験

者等が健在で軍隊の検閲のような雰囲気で厳粛な公式訪問だったように話されました。

島津ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅ―は現在もロータリー例会の出席は無欠席だそうです。

以上私の報告と致します。



平川 靖三

11月 24日、2730地区大会に行ってきました。木佐貫会長エレクトから記念式典・大会についての報告が

ありましたので、わたしはその後の懇親会（記念晩餐会）について報告します。

会場は式典と同じくシ－ガイアのサミットホ－ルで、みなさまもご承知のとおりの広い会場に、約400人

のロ－タリアンが集っての楽しい晩餐会でした。

西クラブからは会長と幹事、会長エレクトとわたし、そして丸山会員の5人が出席しました。さすがに丸

山さんは中山荘の支配人であり、懇親会に出席し勉強しようという職業意識の高さに感じ入りました。

晩餐会の司会進行はFM宮崎のパ－ソナリティ・とみながちかさんがつとめてくれました。乾杯の後、フル

－トとハ－プの演奏、フィンランドからの来訪GSEによる歌と踊り、奄美のロ－タリアンによる「島唄」な

どのアトラクションを交えて晩餐会は格調高く、またにぎにぎしく進行し、恒例の「手に手つないで」の大

合唱で終了しました。

また、当クラブが世話していたネパ－ルからの留学生ドンガナ・ビマさんも同じテ－ブルとなり、親しく

会話を楽しむことができました。なんでも、息子さんが風邪のためハズバンドは看病しているとのことで、

いつも夫婦同伴のビマさんですが、今回はおひとりでの参加となったようです。懇親会開幕までの待ち時間

に、彼女からネパ－ルの文化や国情などについて話を聞くことができましたので、その一端を簡単に紹介し

ておきます。 ネパ－ルはもともと王国でしたが、民衆の生活を犠牲にし、自分たちだけがぜいたくな暮ら

しをしたり、内輪もめで骨肉の争いも起こったりし、ついには内戦となり王様は国外に退去しました。現在

は民主的な国家としてスタ－トしたばかりですが、10年に及ぶ内戦の傷はまだ根深く残っています。ビマさ

んはヒマラヤを屋根とする標高の高い地域で生まれましたが、子どものころ父親の死去などがあり、平野部

に降りてきました。夫は標高の高い地域の出身であり、そこは、現在でも車が通る道がなく、歩いて行くし

かありません。ネパ－ルでは、日本とおなじく、かつては夫婦が一緒に外で行動するという文化はありませ

んでしたが、最近では夫婦一緒に行動する文化に変わってきたそうです。ビマさん夫婦が日本にきてからの

こと、ある日、夫からきょうはパ－ティへ行くことになったと聞き、いそいそと準備をしていたところ、き

ょうは自分（夫）だけの出席だと聞かされ、ワンワン泣きました。ネパ－ルでは結婚している人への招待は

夫婦同伴があたりまえです。また、夫が先生を自宅に招待したとき、てっきりご夫婦で来るだろうとおもい、

二人分の準備をしましたが来たのは先生ひとりだけ、ということもあったそうです。

ネパ－ルはヒンズ－教の国ですが、釈迦の生誕地でもあり、ヒンズ－と仏教は融合していて、日本におい

て神社と寺院が共存していることと例えられるのかもしれません。カ－スト制度があるので差別は存在しま

すが、ビマさんはカ－ストのない平等な社会を望んでいるそうです。また、民族衣装のときは眉間にほくろ

状のマ－クを付けますが、きょうはス－ツを着ているので付けずに来ました。

ビマさんは、来年の3月に宮崎大学での学業が終了しますので、ネパ－ルにかえることになりそうです。

そして、ネパ－ルに帰ったらロ－タリ－クラブに入りますという決意を聞くことができました。宮崎とネパ

－ルを結びつける仕事もしたいということで、将来はネパ－ルからGSEを組織し、2730地区に来訪したいと

のこと。たいへんうれしいことです。実現を祈ります。

丸山 照明

ロータリーに入会して初めての地区大会参加でした。特に私はロータリアンとしての見方と、ホテルマ

ンとしての大会運営の内容について、職業柄どうしても目がいってしまいました。全国１位の宮崎県警察音

楽隊のウェルカムパフォーマンス・ロビーでのドリンクサービス・ネームプレートにパーティのテーブル№

の記入する事等、式典での司会者との打ち合わせの重要性を感じました。会場正面のステージの飾り付け、

演題移動間のＢＧＭなど、大変勉強になりました。何もかもを、我がホテルと置き換えて考えておりました。

もちろん、地区大会での講演、また、ドンガナ・ビマさんとも、ネパールの事もお話出来て、本当に参加

して良かったと、今後とも出来る限り、参加出来るよう努力したいと思います。


