
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

点鐘 
合唱        奉仕の理想 
ビジター紹介       
◎ 都 城        佐々木鴻昭 
              杉  安雄 
◎ 都城北       樋口 正義       各氏 
◎ 都城中央      なし    

 

□会長の時間      小俵  武

ロータリアンの皆様こんにちは！ 

 
 まず始めに、未曾有の災害、東北関東大震災に被災

されました方々に、哀悼の意を表したいと思います。

4ヶ月近くになりますが、まだまだ悲惨な状況で心が

痛みます、心からご冥福とお見舞いを申し上げます。

話は変わりますが、木佐貫直前会長、平川直前幹事、

そして木佐貫年度を支えられた役員理事（澄ましたア

ドリブの船木SAA）の皆様、木佐貫直前会長の「温故

知新」のテーマの元 42,195Km 無事完走されましたこ

と、誠におめでとうございます。 

前会長の得意な韓国語を借りまして、 イルニョン

カン スゴハショスムニダ（1年間お疲れ様でした） 

カムサハムニダ（感謝します。）西クラブ会員を代表

して心から感謝とお礼を申し上げます。 

私は、会長エレクト（クラブ奉仕委員長）としてあ

まり役にはたちませんでしたが、その間ロータリーの

ノウハウを色々と勉強させて頂きました。また、後半

になり、事の重大さをひしひしと感じてきました。ま

だまだ勉強不足で学習中ですが今日この日が来てし

まいました。 

 2011年 3月 5日、6日にPETSを終了し、６月30日

で会長エレクトを卒業しまして本日より、先輩ロータ

リアンが築かれた３６年の歴史ある都城西ロータリ

ー・クラブの第３７代会長を拝命致しました小俵武で

ございます。宜しくお願いいたします。 

木佐貫会員と平川会員が財部の自宅へ来られ、柔ら

かい熱のこもった説得と、私事ではありますが、来年

還暦を迎えますので、50歳代の節目と思い深くも考え

ず引き受けてしまいました。 

引き受けてその後、後悔先に立たずで、口下手で個

人経営（自分独りで動いている）の私にロータリーの

会長という大役が出来るのか、務まるのかと悩みまし

た。しかし、受けた以上、リスクやプッレッシャーは

企業にもロータリー活動にも付き物です。 

心変われば、環境も変わるといいます。苦手なこと

から目を逸らさず望まなければ道は開けませんと、自

分自身に言い聞かせ1年間務めたいと思います。 

浅学非才な私ではありますが、愚公移山の精神で

頑張りたいと思います。 

萩原副会長、木佐貫直前会長、鳥集幹事、大峯会長

エレクト、他役員理事の皆様、そして全会員の皆様の

ご指導とご鞭撻ご協力の程お願い致します。 

 初めての会長の時間でした。  感謝！ （合掌）

 
 

□幹事報告          鳥集 寿一 

○ 日南ＲＣ……例会時間変更 7/27（水） 
12:30～ ＊夜間例会が通常例会に変更 

○ 米山記念奨学会……2011 年度  
上期普通寄附金のお願い

○ 都城中央ロータリークラブ……竹と風の学校を 
支援する都城有志の会申込み書

○ 都城市人権啓発推進協議会…… 
平成２３年度都城市人権啓発推進協議会 
全体会の開催について 

（会長 幹事へ 出欠表有り） 
○ 陸上自衛隊 都城駐屯地…… 

第２７回たかお夏まつりへご案内 
    平成２３年７月３０日（土）18 時～21 時  

駐屯地グランド（会長 幹事へ 出欠表有り）

○ 都城芸術文化協会……千葉大学合唱団都城特別 
講演演奏会に伴うホームスティのお願い

           （会長 幹事へ 出欠表有り）
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□クラブ報告事項 

○ 2011-12 プログラム 配布 
○ 委員会構成表 7/1 現在 
○ 次週 7/13（水） 富永ガバナー補佐 就任挨拶 
 

□出席報告 

会員数     ５３名 

出免数      6 名 

出席数     40 名 

出席率 85.11％ 

前々回修正出席率 6/22 91.66％ 

前回修正出席率 6/29 91.66％ 

 
届出有 永野 柳 脇丸 福本 田中  

藤岡 中村静美 

ＭＵ有会員 

6/30 中央ＲＣ 

7/1 都城ＲＣ 

7/5  北ＲＣ 

 

藤岡 池田 萩原 中村静美 

なし 

なし 

ＭＵ無会員 

6/22 平川 鎌田博文 田中 馬渡秀光 

要ＭＵ会員 

6/29 

 

河野 田中 盛田 福永直人 

 
 
 
 
 

□委員会報告  

      ありませんでした。 

□ＳAA 報告         丸山 照明 

◎ニコニコ箱 

 小俵  武･･･ロータリー財団の残りとして。 

 鳥集 寿一･･･ロータリー財団の残りとして。 

 岡崎  誠･･･小俵会長・鳥集幹事・役員・会員 

       の皆様のご活躍を心からご祈念申し 

       上げます。 

 三坂 昭一･･･小俵年度の門出を祝して！！ 

 萩原 和洋･･･小俵会長・鳥集幹事共に 

               頑張りましょう。 

 最勝寺俊昌･･･小俵年度、会長・幹事１年間 

                頑張って下さい。 

 中村 七郎･･･小俵年度のスタートをお祝い 

                   致します。 

 河中  功･･･小俵・鳥集年度の発展を願って。 

 広瀬 忠雄･･･小俵年度、船出に際し 

         今年のご活躍を祈念して。 

高橋 五男･･･小俵会長・鳥集幹事・丸山 SAA 

       １年間頑張って下さい。 

 長友 喜信･･･小俵・鳥集丸の出航を祝して！  

 天水 金作･･･小俵年度の門出を祝して。 

 福永  忍･･･小俵年度スタートを祝して。 

 鎌田 博文･･･新しい出航を祝って。 

船木 修一･･･小俵会長・鳥集幹事・丸山 SAA 

       １年間頑張って下さい。 

 木佐貫鐵蔵･･･６月３０日ＰＭ１２時無事大役 

       を終わらせて頂きました。 

皆様大変お世話になりました。 

ありがとうございました。 

小俵会長、タスキを渡しました。 

ガンバッテ下さい。 

 小田 賢一･･･小俵会長・鳥集幹事・丸山 SAA 

       １年間頑張って下さい。 

 吉原 信幸･･･小俵会長・鳥集幹事・丸山 SAA 

       の船出を祝して！ 

 馬渡 秀光･･･小俵会長・鳥集幹事の門出を 

                 記念して。 

 土持  修･･･２０１１年度小俵会長・鳥集幹事 

       ならびに大峯会長エレクト・高橋 

       副幹事の活躍を期待しています。 

       前出席委員会より、西クラブ会員 

       全員の協力で前年度１００％出席 

       率を２回達成出来ました。感謝。 

 山浦 栄巳･･･小俵・鳥集・SAA の丸山丸の 

       門出を祝して。 

 小坂泰一郎･･･小俵会長・鳥集幹事・丸山 SAA 

       １年間頑張って下さい。 

 

★ロータリー財団・米山奨学会・教育振興基金は 

別紙にて掲載しております。 

 
 
◎今後のプログラム 
 
７／２０   各委員会事業計画発表 ②  
７／２７   前年度決算報告  
８／３    納涼例会  
８／１０  ＩＡ年次大会報告（８／６開催）  
 
 7/6 計 
ﾆｺﾆｺＢＯＸ 31,600 31,600
ｺﾞｰﾙﾄﾞＢＯＸ 3,395 3,395
ﾛｰﾀﾘｰ 財団 41,000 41,000
米山奨学会 15,000 15,000
教育振興基金 10,000 10,000
竹と風の学校 0 0

雑誌会報・インターネット・広報委員会 
馬渡 秀光  前田 吉基  田中 茂穂 
岡崎  誠  徳重 幸男  馬渡 一美 

     ロータリー事務局  制作    

高橋プログラム・ 

出席委員長 



丸山ＳＡＡより 

   中山荘からのあいさつ 

吉原教育振興基金委員長より 

   『食膳の言葉』 

大峯会長エレクトより 

     乾杯！！ 

木佐貫会長・平川幹事 

本当に 

お疲れ様でした！ 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

□ＳAA 報告    ～～続き～～                    丸山 照明 

◎ロータリー財団◎ 

 小俵  武･･･第３７代会長をおおせつかりました。１年間皆様のご指導宜しくお願い致します。少々。 

 鳥集 寿一･･･会員の皆様、１年間よろしくお願い申し上げます。 

       吉田委員長 宜しくお願いします。 

 吉田  努･･･今年度の門出を祝して。 

 中山 忠彦･･･小俵年度の前途を祝して。 

 外山 俊明･･･今日気付きました。財団副委員長でした。財団をよろしく。 

 

◎米山記念奨学会◎ 

 小俵  武･･･天水委員長１年間宜しくお願いします。 

 鳥集 寿一･･･天水委員長よろしくお願いします。 

◎教育振興基金◎ 

 小俵  武･･･皆様のご協力と吉原委員長宜しくお願いします。 

 鳥集 寿一･･･吉原委員長よろしくお願いします。 

 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

改めまして。ロータリアンのみなさん 「こんにちは」 

初めに簡単に自己紹介を致します。何故ならロータリーに入会して 21 年にな

りますが、新入会員卓話をした記憶がなく、また、会長就任挨拶という事で非常

に緊張しています。 

まず私の緊張を解す為と自己PRと思って聞いて下さい。 

 昭和 27年熊本県の玉名郡出身で 6人兄弟の 3男坊です小、中と地元で、器械

体操等をしていました。熊本の工業高校電気科を卒業し兵庫県伊丹市の三菱電機

（半導体工場）に入社、品質管理課で半導体測定器のメンテナンスと製作等に携

わり、外注工場に据付指導等をしていましたが、配置転換でクリーンルーム（無

菌室）配属となり、黄色い照明が嫌で、8 年務めた三菱電機を退社し名古屋に 1

年、2年後に妻の里、都城に帰ってサービス会社や電気店に勤務その後、単独で

家電製品メンテナンス業を創めていた所、縁あって電気店出店の話が来まして昭

和 56年 29 歳で財部で電気店を開業、現在 30年になりました。子供は娘二人で

長女に孫三人です。孫と会うのが楽しみな今日この頃です。 

本題に入りますが、平成 2年 4月、外山会員の義父（故）田之上会員の紹介、

財部の大石義美先輩（元名誉会員）の推薦で、入会させて頂きました。その後先

輩方の励ましやご指導のおかげで、現在までロータリアンとして 20 年続けてこ

れました。 

会長の時間でも少し述べましたが、本日ここに都城西ロータリー・クラブ

2011-2012 年度、第３７代会長という重責を拝命致しました。もう後戻りは出来

ません。 

 ロータリーの理念は、職業を通じての親睦と奉仕、素晴らしいロータリアンと

の出会いと交流、倫理的な純粋で健全な奉仕を理想とし、学び実践行動していけ

る良い意味での生活（くらし）道です。 

 今年度 RI 会長、カルヤン・バネルジー（1942 年カルカッタ生まれ）インド、

グジャラート州の方だそうです。1972年バピRCに入会、1975年に同クラブの会

長、1980 年には地区ガバナーを務められたそうです。その他数えきれないぐら

いの委員、役員をされ現在に至ります。 

 2011-12 年度テーマには「自分が変われば世界が変わる」まず自分自身を見つ

め直すこと、「心の中を見つめよう、博愛を広げるために」を実践していただき 

 



 

 

 

たいと掲げられています。 又、ロータリーの奉仕においても３つの強調事項に

力を注いでいきたいと述べられています。  第一に、「家族」家族の絆、家族

から始まり地域社会-世界が良くなる。  第 2に、「継続」私たちが得意とする

ことは何かをしり、継続して手を差し伸べていくこと。 

  第 3に、「変化」世界の平和を望むなら、改善できること、変えるべきこと、

こうした事実を勇気を持って見据え、見極め、調和し自分自身が行動していかな

ければならない。 

 「深く自己を省みることによって、人類が皆、同じ夢、同じ希望、同じ問題を

分かち合っていることを理解していただきたいのです。」と強調されています。 

 このことを受け、今年度クラブテーマを「報恩の実践」と掲げました。 

私たちは、自分一人の力で生きていくことは出来ません。食べる物、着る物、住

む家を考えても、いかに大勢の人々のお蔭を受けているかが分かります。 

 ｢恩｣という字は心と因の組み合わせで、心の上にのしかかって何かの印象を残

すこと、恵みを与えて、ありがたい印象を心に記したこと、 それは「ありがた

み」「めぐみ」「いつくしみ」といった意味と、ありました。 

現在まで教え導いて戴いたご恩です。事業経営もロータリーの職業奉仕そのもの

が報恩の具体的な実践ではないでしょうか。 

「今日から地域社会（ロータリー）へのご恩返し」という気持ちで仕事にロータ

リーに取り組みましょう。 

言葉足りませんが、会長就任挨拶と致します。ご清聴ありがとうございました。 

             「報恩の実践」 －博愛の心で実践しましょう。－ 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

幹事就任に際し、頭を丸めて参りました。一所懸命頑張らなければならないと

いう決意が半分、半分はお詫びです。この先１年間では不手際もあることと思い

ます。また、様々な局面で失敗を恐れ、また会員の皆様からの批判を恐れて思い

切った決断ができないのではないかという自分に対する不安があったので、先に

頭を丸めてお詫びしておけば、精一杯自分の仕事もできるのではないかと考えた

ためです。 
 



 
 
幹事就任挨拶として、本年度予算について若干の説明を致します。予算作成に

際し、従来と変更した点が３つあります。 
一つは特別会費を収入として予定しておりません。お金が足りなくなったら会 

員の皆様から年度末に特別会費を頂く、これはあるべき姿ではないと考えたから

です。 
二つ目は会員数の増加なしとして収入を計りました。もちろん、会員が増加し

ないことなどあってはならないことですが、現実は減少傾向にあることは皆様ご 
存知の通りです。会員の増加を見込めば予算上の収入は増えますが、もし増えな

かったらどうなるでしょう。不確実なことを前提として予算を編成するのではな

く、厳しい環境下においても内部留保を取り崩すことなく本年度を乗り越え、少

しでも当クラブの財政状態をよくしたいと考えたからです。 
三つ目は支出に関することです。一部の委員会を除いて、要求された委員会予

算を増額しております。具体的には各委員会が委員会費を１人あたり２，０００

円で要求されておりましたがこれを３，５００円とし、委員会を開催するにあた

り委員の手出しは不要となるように手当致しました。理由は委員会活動の更なる

活発化を目指したためです。昨年度において実際に委員会を開催した委員会は僅

かでした。これでは委員会が活発になるわけがありません。是非とも、全ての委

員会が委員会を開催して下さい。そして、全ての会員が所属する委員会の問題や

課題を共有して頂きたいのです。また、全ての委員会が会員の増強、退会防止に

取り組んで頂きたいとの願いを込めております。一人が退会するだけで予算が小

規模な委員会であれば、２、３の委員会の予算がなくなります。一人が退会する

だけでクラブ財政、クラブ全体に与える心理的影響は非常に大きいのです。一人

の退会は劇薬なのです。一方で一人が入会すれば漢方薬的にはクラブ財政に良い

効果をもたらしますが、迎え入れる我々既存会員の心理に与える効果は即効です。

本年度末のクラブ協議会で未執行予算凍結・返上なんてしなくて結構です。予算

は使い切って下さい。 
最後にもう一つ申し上げたいことがあります。それは数年に１回姉妹クラブが

来訪された際の接遇についてです。姉妹クラブが来訪された際は相当額の予算を

費やしておもてなしをしております。この額はクラブの年間予算の１０％を超え

る額です。潤沢な内部留保もあり会員数も多い、少なくとも増加傾向にあれば問

題にはならないでしょうが、当クラブ財政の現実に鑑みれば、見直すべき時期が

来ていると考えます。企業であれば売上の１０％、家計であれば所得の１０％を

使って接待することがあるでしょうか。 
見直すとはイコール廃止する、ということではありません。試験問題を解いた

後、これでよいかもう一度答案用紙を見ますね。その意味での見直しです。私自

身、具体的な解決策など持ち合わせてはおりませんが、将来を見据えて改めて考

えてみる時期に来ていると思います。 
こんなことを言うもんだから、頭を丸めて参りました。皆様、１年間よろしく

お願い申し上げます。 
 
 
 


