
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 氏 

◎都城中央     なし 

ゲスト紹介     

オブザーバー   藤田 秀夫 様 

       

□会長の時間     小俵  武  

ロータリアンの皆さん こんにちは 
 先週のガバナー公式訪問・クラブフォーラムとお

疲れ様でした。 発表して頂きました、ロータリー

財団（吉田委員長）、インターアクト（盛田委員）、

そして、フェローシップ（山浦委員長）、大変有難

う御座いました。 
 フォーラム形式の公式訪問例会で少々緊張致し

ましたが、有意義でスムーズに終了出来ました。会

員皆様のご協力に感謝いたします。 
 本日の会長の時間は、先日行われました、地区ク

ラブ会長会の報告を致します。 
 先週土曜日、10 月 22 日ですが、地区のクラブ会

長会が当、中山荘でありました。その議題の中の一

部分ですが、紹介・報告します。 
 まず初めに、地区ガバナー事務所固定化の件は、

2009‐10 年度に提唱され、2010‐11 年度に 4 回

の準備委員会が開催され、調査、視察も加え固定化

を提案（10 月 22 日）会長会にて提案書を提出され

ました。皓来年 2 月の地区大会にて最終決議を行う

予定だそうです。次に、2012‐13、2013‐14 年度

ガバナー候補の選考について、8 月に決定したとい

うことでしたが、9 月 6 日文書にて取り下げ、それ

に伴い新候補を推薦依頼、鹿児島市内分区にて西ク

ラブ意見集約し、所定の手続きを得て指名委員会へ

文書が届けられ承認された（山下 皓三）氏という

ことである。ガバナー補佐は、都城北クラブより選

出予定です。 

次に東日本大震災義捐金返却分（12,238,544 円） 
使途について、現在申請中のクラブより色々と意見

が出ましたが、長峯ガバナーの意向としては、被災

地の人が一番欲しいのはお金であり、しかも一刻も

早く欲しいのが現状である、本当は全部被災地へ送

りたいが、今回の震災支援プロジェクトも６団体 
（クラブ）より計画が出ているので、そちらも少し

でも支援したいという考えでした。 
ガバナーの判断に一任するという方向であった。

 ＊ライラ（青少年指導者養成研修会） 
  日南中央 RC 担当 2012－4 月予定 
 ＊地区大会 2012－2 月 25 日、26 日 都城総合文

化ホールにて開催、渡辺知子一座「公開記念講

演」（感動をあなたに！！－生きるってすごい）

という題名で公演があるそうです。 
 ＊ガバナー賞について、今年度ガバナーの意向で

作られた賞です。 
  審査期間（7 月 1 日～12 月 31 日）上半期 
  地区大会で発表  4 部門で審査 

１、 女性会員獲得賞 
２、 地区大会登録賞 ？都城対象外 
３、 東北震災支援賞 
４、 特別賞 

＊国際ロータリー年次大会の件（アレンジさんよ

り） A・Ｂ・Ｃ３つのプランで計画中です。 
   沢山の方の参加をお願い致します。 
＊その他、整理出来次第報告致します。 
  会長の時間でした。「報恩の実践」感謝 
  

□幹事報告       鳥集 寿一 

○ 都城ロータリークラブ…… 
＊例会時間変更 10/28（金）18:00～ 観月会

○ 小林ロータリークラブ…… 
＊例会場変更 10/26（水）12:30～  
県道１号線ロータリーの森   

○ ガバナー事務所……   

＊ロータリーレート   １１月 ７８円 
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   ＊2012-13 年度 ガバナー候補 
（鹿児島県選出）について報告 

   山下 皓三 氏（鹿児島西ロータリークラブ） 
   ＊ＲＩ ロータリー財団管理委員長  

ビル・ボイド氏より「オンライン寄付認証額 
２倍特典について」案内メール 

    ＊地区大会のご案内 …… 2012.2.24（金） 
～26（日）の３日間 
都城市にて登録申込み締切 12.15（木）  

★詳細につきましては別途用紙でご案内します 
   ＊地区６０年史委員会…地区６０年史正誤表 

○（財）ロータリー米山記念奨学会…… 
米山記念奨学事業 新ポスターの案内 

○ 財団法人 麻薬・覚醒剤乱用防止センター 
……広報誌「ニュースレター」№８５号 

□クラブ報告事項 

○ 本日 10/26（水）１１月定例理事会  
11:30～ 中山荘 

○ 11/2（水）職場訪問 都城市郡医師会病院 ２Ｆ 
12:30 ～ 食事（中山荘弁当仕出し）・ 
その後例会。見学・解散 
駐車場すこやか苑の奥 ★地図等あり配布 

■地区関連 その他 

○ 11/4（金）ＲＬＩ委員会  
① 14:00～16:30 ガイダンス  鹿児島東急イン 
② 17:30～ 懇親会 7000 円 
○ 11/5（土）地区クラブ研修リーダー会議  

13:00～15:00 メインホテル ４Ｆ 

□出席報告 

会員数     ５３名 

出免数      6 名 

出席数     36 名 

出席率 76.59％ 

前々回修正出席率 10/14 89.36％ 

前回修正出席率 10/19 85.11％ 

届出有 永野 林 上田 脇丸 山浦 三坂

届出無 中村静美 鎌田博文 福永直人 

中村七郎 

ＭＵ有会員 

10/19 

クラブ 

フォーラム 

 

 

 

 

10/22 中央 

10/22 

クラブ会長会 

萩原 吉元 高橋 三坂 河中 

四季 馬渡秀光 長友 船木 徳重

棈松 吉田 中村静美 鎌田博文 

外山 吉原 中村七郎 高辺 永野

木佐貫 井福 大峯 前田 最勝寺

盛田 福本 中山 平川 山浦 林

天水 岩橋 草水 広瀬 上田 

小田 小俵 鳥集 

徳重 

 

小俵 

ＭＵ無会員 

10/14 

田中 福永忍 福永直人  

山下 柳 

要ＭＵ会員 

10/19 

池田 小坂 脇丸 福永忍 

山下 田中 柳 

□委員会報告 

 

 

□本日のプログラム 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ＳAA 報告        丸山 照明 

◎ニコニコ箱◎ 

 小俵  武･･･オブザーバー藤田さんありがと 

       うございます。来月からの入会を 

       お願い・お待ちしております。 

 小田 賢一･･･藤田社長様のオブザーバー出席 

       を歓迎しまして少々！！ 

 小坂泰一郎･･･７年皆勤賞ありがとうございま 

       す。これからもがんばります。 

◎米山記念奨学会◎ 

 井福 博文･･･天水委員長頑張って下さい。  
◎今後のプログラム 

１１／９  会員卓話（雑誌・会報） 
 10/26 計 
ﾆｺﾆｺＢＯＸ 3,000 123,400
ｺﾞｰﾙﾄﾞＢＯＸ 3,318 49,897
ﾛｰﾀﾘｰ 財団 0 178.600
米山奨学会 7,000 122,000
教育振興基金 0 95,000

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 

 林  俊行    ロータリー事務局  制作  

職業奉仕委員会：藤岡 成学 副委員長 

『職業奉仕委員会 例会のご案内』 

 


