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ビジター紹介

◎ 都 城 都城北 都城中央 なし

□会長の時間 井福 博文

工藤隆樹さん当ロータリークラブへの入会おめ

でとうございます。会員全員で心から歓迎いたし

ます。久しぶりに 20 代の若いロータリアンが誕

生しました。ロータリーの礎は「親睦」です、今

日まで多くの会員を惹きつけ続けてきた理由も、

この「親睦」にあります。会員皆さんとの親睦と

友情を深め、そしてクラブのプロジェクトに参加

しながら超我の奉仕へとその志を高めていって下

さい。

ロータリークラブの会員となることの恩典はた

くさんあります。ロータリー創立当初の目的は、

クラブ会員同士が定期的に顔を合わせ、事業や職

業上の知り合いの輪を広げることでした。地元地

域の事業主、経営管理職、自治体のリーダー、専

門職業に携わる人々は地域社会で意思決定を行

い、地域貢献の方針に影響を与えます。世界で最

も古い奉仕クラブの会員であるロータリアンは、

こうした人々を代表することによって地域社会へ

の貢献を形成しているのです。

ロータリアンには地元社会と国際社会の双方で、

人道的な奉仕活動に携わる多くの機会があります。

特に国際社会への奉仕活動では保健問題、飢餓、貧

困、識字能力の向上、環境問題などに取り組んでい

ます。これを地域社会に還元することで、我々会員

は深い充実感を味わうことができます。

さて、今月 1 月はロータリー理解月間です、ロー

タリーの精神を理解し、行動をし、そしてその活動

をロータリー以外の人々にも知らしめる努力をす

る強調月間です。ロータリーの綱領は本日皆様のお

手元に配布されております「ガバナー月信」の 1 ペ

ージ左上をご覧ください、そこに載っております

し、ロータリーの活動情報は毎月購読されている

「ロータリーの友」に掲載されていますので、い

まさら私が話すまでもないと思います。従って今

日はロータリーの原点に帰って考えてみましょ

う、以前にもお話したことですが、我々ロータリ

アンには 3 つの義務があります。1.会費を払うこ

と、2.例会に出席すること、3.「ロータリーの友」

を購読することです。しかしながら私は例会に出

席するという義務は反面で例会に出席できるとい

う権利であると考えています。ロータリークラブ

の例会には誰でも出席することができるわけでは

ありません、ロータリアンか、もしくは招かれた

一部のゲストだけしか出席することはできませ

ん。例会は学びの場であり、親睦を深める場であ

るわけですから、この権利を大いに行使して例会

に毎回出席したいものです。

ところで、昨年末 12 月 16 日に家族会が開催さ

れてから今日までおよそ 1ヶ月例会がなかったわ

けですね、私にとっては「会長の時間」から開放

されたゆっくりした時間でしたが、その間皆さん

ご存知のように 1 月 12 日に中南米ハイチで大地

震が起こっております。死者は 10 万人以上、被

災者は 300 万人ともいわれております、おそらく

RI からガバナーを経由して被災者への財政的救

援の要請が来るものと思います。私は会員皆さん

で街頭での募金活動を提案いたしたいと思ってお

ります。次回理事会にて審議していただいてご承

認が得られれば、会員皆様に改めてお願いをいた

したいと考えておりますので、ご理解の上ご協力

をよろしくお願いいたします。このことをお願い

して会長の時間といたします。

■幹事報告 小坂泰一郎

○ ガバナー事務所……

２月ﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄのお知らせ１㌦９０円（現行９０円）

2008-2009 ﾎﾟﾘｵ寄付 1000 ㌦以上のｸﾗﾌﾞの感謝状

○ ｶﾞﾊﾞﾅｰｴﾚｸﾄ事務所…2010-2011 ｸﾗﾌﾞ状況報

告提出のお願い 
○ ＲＩ………ｲﾝﾀｰｱｸﾄの新しい DVD ご案内
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○ 米山記念奨学会……

功労クラブ表彰．下期普通寄付のお願い 
○ 東蔚山ＲＣ……３月に訪問について

3/19.20.21（金～日） 
○ 高山ＲＣ…合併に伴うｸﾗﾌﾞ名称変更お知らせ

2010.1 月より

（旧）高山ＲＣ→（新）きもつきＲＣ

○ 都城北ＲＣ……ＩＭ「奉仕発表」動員のお願い 
○ ﾛｰﾀﾘｰ文庫運営委員 前岡ＰＧ……

日本ＲＣ認証順位一覧

○ （財）教育振興基金…

任期満了に伴う理事監事推薦のお願い 

■クラブ報告事項

＊ ２月定例理事会 1/27（水）11:00 中山荘

□出席報告

会員数 ５6 名

出免数 ４名

出席数 ４０＋１名

出席率 77.36％

前々回修正出席率 1/6 特休

前回修正出席率 1/14 96.36％

届出有 草水 中山 藤岡 船木 吉元

鎌田継 山下 中村七 鎌田博

串間 鬼束 川口

ＭＵ有会員

1/1４ 中央

1/15 都城

1/19 北

中村静

永野 上田

なし

ＭＵ無会員

1/6 特休

要ＭＵ会員

1/14 福永直 船木

□ＳＡＡ報告

◎ ニコニコ箱

井福 博文…工藤さんの入会を祝して。

後半もよろしくお願い致します

小坂泰一郎…前野益孝会員たくさんの素敵なスナ

ップ写真ありがとうございました

小坂泰一郎…福永 忍委員長卓話有り難うござい

ます

小坂泰一郎…盛田出席委員長12/16は１００％出席

おめでとうごさいます

小坂泰一郎…工藤隆樹さん入会おめでとうござい

ます。中国語教えて下さいね。

最勝寺俊彦…年賀状ありがとうございましたお礼

申し上げます

土持 修…誕生祝いを頂きありがとうございま

した

木佐貫鐵蔵…家族会の写真を頂いて

山浦 栄巳…工藤さんの入会を祝して楽しみまし

ょう

棈松 豊治…スナップ写真を頂きましたので

外山 俊明…工藤さん入会おめでとうございます

それと家族会の写真を頂いて

盛田 祐一…１００％！先ずは１回皆様ありがと

うございました

鳥集 寿一…皆勤賞を頂いて

大吉 利紀…誕生日の花を有り難うございました

三坂 昭一…７０才の誕生日をむかえました。有り

難うございます。今後共よろしく

上田やよい…３年皆勤賞頂きまして有り難うござ

います。これからもよろしくお願い致

します

天水 金作…２１年皆勤賞頂き有り難うございま

した

高橋 五男…皆勤バッジを頂き有り難うございま

した。今後とも頑張って参ります。又

写真を頂きました

◎今後のプログラム 予定

１／２７ ＣＬＰ担当・中間決算報告

２／３ 国際奉仕担当

２／１０ ロータリー情報・広報担当

1／20 計

ﾆｺﾆｺＢＯＸ 22,000 249,398
ｺﾞｰﾙﾄﾞＢＯＸ 3,730 53,365
ﾛｰﾀﾘｰ財団 0 250,780
米山奨学会 0 197,000
教育振興基金 0 102,000

竹と風の学校 42,070
＊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



■ 委員会報告

２１年 天水 金作 １３年 高橋 五男 三坂 昭一・土持 修・大吉 利紀

８年 大峯 学 ４年 鳥集 寿一 各氏

３年 上田やよい 各氏

■ 本日のプログラム

福永忍委員長卓話
来月で８０才になります。

病気とは、神が与えた宝物。

だから、病気と墓場まで共存しあう気

持ちでいれば、必ず、病気とは、良く

なるはずです。

私は、今日まで、メスを入れることな

く、今も、自分の歯です。

入会式

工藤 隆樹氏

クリンエコ（株） 代表取締役


