
点鐘

合唱 我らの生業

ビジター紹介

◎ 都 城 藤岡 裕巳 堀之内芳久

◎ 都城北 園田 道雄

◎ 都城中央 三坂幸一郎

各氏

□会長の時間 井福 博文

中山国際奉仕委員長より、国際大会への参加の

呼びかけを再度するよう要請がありましたので改

めてご案内いたします。国際大会参加登録の第一

回締切日がいよいよ来週の火曜日(15 日)と迫って

まいりました、国際大会では国籍や人種、宗教を

こえてロータリアンが集い、ロータリーの多様性

や国際性を体験できるとともに、世界中に友人を

作る機会があふれています。是非多くの会員およ

び会員家族の登録をお願いいたします。

国際大会に参加したら… まずは登録を済ま

せてください。自分の登録およびチケット確認書と

写真入りの身分証明書をお持ちの上、通常、コンベ

ンション・センターにて大会資料を受け取ることに

なります。登録封筒には、名札（バッジ）、購入さ

れたRI行事チケット、引換券、開会本会議チケッ

ト、プログラム冊子、交通案内が含まれています。

プログラム冊子および交通案内は、大切な大会資料

となります。大会会場では、必ず以下を行ってくだ

さい。

＊登録封筒に入っている記念品袋引き換え券と交

換にホスト組織委員会記念品袋（HOC gift bag）
を受け取る。 ＊地元で楽しめるアトラクションに

ついて、情報ブースで参考資料を集める。＊次年

度の国際大会ブースを訪れ、事前登録を行う。 ＊
インターネット・カフェ、地元の余興、掲示板、

美味な地元の料理などを含め、友愛の家を利用す

る。 ＊多くの職業別および趣味別親睦活動や、ロ

ータリー行動グループについてさらに学ぶために

世界ネットワーク活動グループ・ブースを訪れる。

＊他のクラブや地区がどのように奉仕活動を行っ

ているかについて学ぶために、クラブおよび地区

プロジェクトの展示を見る。皆さまのクラブでも

実践できるプロジェクトがあるかもしれません。

□幹事報告 小坂泰一郎

○ 日南ＲＣ…例会変更 12/9（水）18:30- 
ホテル丸万

○ 小林ＲＣ…例会変更 12/16（水）18:30- 
ｶﾞｰﾃﾞﾝﾍﾞﾙｽﾞ小林

○ 日南中央ＲＣ…例会変更 12/22（火）18:30 
ﾎﾃﾙｼｰｽﾞﾝ日南

○ 小林中央ＲＣ…例会変更 12/22（火） 
＊忘年会 場所時間は未定

○ 特別休会 12/29（火）…小林中央ＲＣ

○ 特別休会 12/30（水）…小林ＲＣ

○ 都城中央ＲＣ…４ＲＣ合同新年例会のご案内

22.1/14（木）18:00-中山荘

○ Ｇ事務所…ｶﾞﾊﾞﾅｰﾉﾐﾆｰ推薦要請について

○ 地区ﾌｪﾛｰｼｯﾌﾟ小委員会……フェローシップ

研修会のご案内 22.2/7（日） 
13:30-15:30 佐土原商工会

○ 日本ゴルフ

親睦

ゴルフ全国大会ご案内

22.3/15（月） 
琉球ｺﾞﾙﾌ倶楽部
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■クラブ報告事項

� 次週 年末家族会の案内 12/16（水）

18:30 中山荘

� 本日 １月定例理事会 18:30-中山荘

� ４ＲＣ合同新年例会 22.1/14（木）18:00-
中山荘 出欠をご提出下さい。

□出席報告

会員数 ５５名

出免数 ４名

出席数 ４０＋２名

出席率 79.25％

前々回修正出席率 11/25 84.90％

前回修正出席率 12/2 85.18％

届出有 今井 外山 萩原 四季 脇丸

吉原 串間 鳥集 盛田 中村静

福永直

ＭＵ有会員

11/2５ 理事会

12/4 都城

井福 小坂 木佐貫 平川 鎌田継

棈松 高橋 土持 藤岡 外山

中山 鬼束

なし 12/北…なし

ＭＵ無会員

11/25 永野 盛田 中村七 四季 岩下

福永直 前野

要ＭＵ会員

12/2 大吉 福本 山下 岩下 串間

中村七 中村静 前野

■ 委員会報告

１７年 鎌田博文・５年 高辺晃也 各氏

□ＳＡＡ報告

◎ ニコニコ箱

平川 靖三…新理事予定者の皆様よろしくお願い

致します

徳重 幸男…誕生会の花を頂き有り難うございま

した

木佐貫鐵蔵…来年度理事を承認していただき有り

難うございました

鎌田 博文…皆勤賞有り難うございました

高辺 晃也…皆勤賞を頂き有り難うございました

大峯 学…誕生日祝い有り難うございました

井福 博文…各委員会の委員長さん有り難うござ

いました

小坂泰一郎…各委員長さん、上半期有り難うござい

ました。後半年よろしくお願い致します

◎今後のプログラム 予定

１２／２３ 祝日

１２／３０ 特別休会②

Ｈ２２．１／６ 特別休会③

１／１３→１４に変更 ４ＲＣ合同新年例会

都城中央ＲＣ担当

１／２０ 会員卓話

12／9 計

ﾆｺﾆｺＢＯＸ 9,000 222,518
ｺﾞｰﾙﾄﾞＢＯＸ 3,672 50,233
ﾛｰﾀﾘｰ財団 0 249,800
米山奨学会 0 197,000
教育振興基金 0 102,000

竹と風の学校 40,628
＊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

西高ＩＡＣ活動

年末たすけあい共同募金

12/5（土）早鈴：ジャスコにて

ご協力ありがとうございました♪



□ 本日のプログラム

クラブ奉仕 木佐貫鐵蔵 親 睦 鬼束 洋 友 愛 中村 七郎

職業奉仕 藤岡 成学 社会奉仕 土持 修 教育振興基金 永野修一郎

国際奉仕 中山 忠彦 ﾛｰﾀﾘｰ財団 山浦 栄巳 米山奨学会 長友 喜信

会 計 棈松 豊治 ＳＡＡ 高橋 五男 各委員長

2010-2011 理事会メンバー 発表

木佐貫鐵蔵 平川 靖三 河中 功 小田 賢一 船木 修一 徳重 幸男

山浦 栄巳 吉原 信幸 大峯 学 小俵 武 鳥集 寿一 各氏

よろしくお願い致します


