
点鐘

合唱 我らの生業

ビジター紹介

◎ 都 城 外山 勝 長峯 基

◎ 都城北 なし

◎ 都城中央 なし 各氏

□会長の時間 井福 博文

皆さん今日は！ 
先週の土曜日は我がクラブと都城西高校のイン

ターアクトクラブの生徒さんとで、午後 2 時から 5
時まで早鈴のイオン都城店でハイチ大地震の救援

基金の募金活動を行いました、ロータリーの広報に

なったものと思います。私も「おらび」過ぎて声が

嗄れてしまいました。我がクラブからは会員および

会員のご家族合わせて 25 名、インターアクトの生

徒さん 17 名と、たくさんの参加と協力をいただき

ました。みなさんありがとうございました、そして

ご苦労様でした。お蔭様で募金も、3 時間という短

い時間ではありましたが、街頭の善意ある方々から

106,633 円と予想以上の募金をいただきました。心

から感謝をいたします。5,000 円の看板作成経費を

差し引いた 101,633 円をハイチに送金いたします。

送金の方法、経由等はインターアクト生と協議して

から、クラブの理事会で決めていただこうと考えて

おります。

この募金活動を通じて感じたことが 2 つありま

したので会員皆さんに紹介しておきます。ひとつ

は、我々が思うにいかにも、だらしない「腰パン」

というファッションをした若い男性に、心の中では

「どうせ駄目だろう」という気持ちが少しはあった

ものの「ハイチ大地震の救援募金にご協力下さい」

と呼び掛けてみました、そしたら、なんとその若い

男性は気持ちよく財布からお金を取り出して募金

をしてくれました。人を見かけで判断したらいけな

いとつくづく思いしらされました、そして「どうせ

駄目だろう」と思った自分が恥ずかしくなりまし

た。

もう一つは、50 代位の紳士から「どこが主催し

てやっているのか？」と聞かれ、都城西ロータリ

ークラブと都城西高校のインターアクトであるこ

とを告げると、なんと一万円札を募金箱に入れて

くれました。募金を貰ったほうもびっくりし、少

しざわつきました。ロータリークラブの信用、そ

して西高校の信用なのではないかと私は理解をい

たしております。そのようにして、善意あるたく

さんの人たちから、たくさんの募金をいただきま

した。募金をしてくださった全員の方達に、私は

「あなたの善意は必ずお届けします」と声をかけ、

約束をさせていただきました。都城圏域の人たち

の善意がハイチ復興のために少しでも力になれれ

ばいいなと願って送金をしたします。

■幹事報告 小坂泰一郎

○ 都城北ＲＣ…例会変更 2/16（火）→2/14（日）

＊ＩＭのため

ＩＭについて……ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ．

駐車場→市内ｸﾗﾌﾞは都城駅横の第二駐車場をご利

用下さい。神柱宮の駐車場は利用できません。

○ 小林中央ＲＣ……例会変更 3/2（火）→3/4
（木）18:00- 月見草（えびの）

＊３ＲＣ合同例会のため

○ ＲＩ本部……2008-2009 ﾛｰﾀﾘｰ財団年次報告

ロータリーワールド

○ ガバナー……ﾎﾟｰﾙﾊﾘｽﾌｪﾛｰﾊﾞｯｼﾞと

認証状（串間 保寛．高橋 五男）

＊ 2009-2010 ﾎﾟｰﾙﾊﾘｽﾌｪﾛｰのﾒﾀﾞﾙは

有料になります。（15 ㌦）

○ ｶﾞﾊﾞﾅｰｴﾚｸﾄ事務所…会長ｴﾚｸﾄｾﾐﾅｰ開催の案内

3/13.14（土日）ｼﾞｴｲﾄﾞｶﾞｰﾃﾞﾝﾊﾟﾚｽ

○ 地区米山……米山奨学会歓迎会ご案内

3/7（日）16:00 鹿児島東急ｲﾝ

○ ロータリーの友… 
2010-2011 ﾛｰﾀﾘｰ手帳のご案内
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○ 牧元さんの薩摩川内ＲＣ…創立 30 周年記念式

典ご案内 ＊送迎バスについて

○ 教育振興基金……確定申告用証明書と領収証

■クラブ報告事項

＊ ﾛｰﾀﾘｰ手帳の申込み一覧表を回覧致します。

申込み○印 不要な方は×でお願いいたします。

＊新会員公示

＊ 2/14（日） ＩＭです。10:30-15:30
都城市総合文化ﾎｰﾙ

＊ ３月定例理事会 2/17（水）11:00-ｴﾄﾜｰﾙ

□出席報告

会員数 ５５名

出免数 ４名

出席数 ４２＋３名

出席率 84.62％

前々回修正出席率 1/27 88.89％

前回修正出席率 2/3 92.59％

届出有 岩下 土持 串間 木佐貫 山浦

脇丸 中村静 吉田

ＭＵ有会員

2/3 情報集会

２/５ 都城

2/９ 北

三坂 河中 萩原 鎌田博 最勝寺

井福 小坂 木佐貫 平川 鬼束

山下 大吉 船木 前田 丸山 工藤

なし

なし

ＭＵ無会員

1/27 脇丸 四季 串間 前野 福永直

盛田

要ＭＵ会員

2/3 脇丸 鬼束 川口 中村静

□ＳＡＡ報告

◎ ニコニコ箱

都城・長峯 基…久し振りにＭＵさせて頂きあり

がとうございます

高橋 五男…ポールハリスフェローをいただきま

した。ありがとうございました

萩原 和洋…思いがけない誕生祝いを頂いて

吉元 鉄夫…誕生祝いを頂きありがとうございま

した

福永 忍…誕生祝いありがとうございます。ひと

さまのお陰で生かされています。感謝

長友 喜信…２３年皆勤賞を頂いて

福永 忍…今日はめでたい日で重ねてのお祝い

ありがとうございます

井福 博文…カンボジア「竹と風の学校」への物資

支援の募金の協力をお願い致します

三坂 昭一…Ｒ情報集会を無事に終えてありがと

うございました

小坂泰一郎…2/6 ハイチ募金たくさんの会員家族の

方に参加して頂きどうもありがとう

ございます

小坂泰一郎…高橋会員、ＰＨＦバッジおめでとうご

ざいます。これからも頑張って下さい

小坂泰一郎…大吉・船木・工藤・前田各会員、素晴

らしい卓話有り難うございます

◎ ロータリー財団

福本 晃…各委員長さんの熱い視線に耐えられ

なくて

◎ 米山奨学会

福本 晃… 同じ 
◎ 教育振興基金

福本 晃… 同じ 
◎今後のプログラム 予定

２／１７ ＩＭ報告

２／２４ 社会奉仕賞

※３月は東ウルサンＲＣ訪日の為、プログラムが変

更になっております。ご了承下さい。

３／３ 特別休会

３／１０ 教育振興基金担当

３／１７ 職業奉仕賞

３／２４ → ２６に変更。東ウルサン歓迎観桜会

３／３１ インターアクト担当

2／10 計

ﾆｺﾆｺＢＯＸ 16,000 283,398
ｺﾞｰﾙﾄﾞＢＯＸ 2,331 65,482
ﾛｰﾀﾘｰ財団 9,000 264,780
米山奨学会 10,000 209,000
教育振興基金 10,000 117,000

竹と風の学校 49,362
＊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

■ 本日のプログラム

大吉 利紀会員

ロータリークラブでは、対人関係を

大事にして、積極的に対応出来るよ

うにしていきたいです。

船木 修一会員

ロータリークラブを通じて

国際貢献出来て良かったです。 

工藤 隆樹会員

まだ、入って間もないですけど多く

の人にロータリークラブを伝えたい

と思います。

前田 吉基会員

ロータリー情報マニュアルを活用され

た情報集会でとてもわかりやすかった

です。今後とも頑張っていきたいです。

誕生祝

吉元 鉄夫・福永 忍・萩原 和洋

川口 恒吉・各氏

皆勤賞

２４年 福永 忍

２３年 長友 喜信 各氏



御協力ありがとうございました m(_ _)m 


