
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

点鐘 

合唱    ～ それでこそロータリー ～ 

 

ビジター紹介       

 

◎都城            二見 康之 氏 

◎都城北          樋口 正義 氏 

◎都城中央        なし 

 

ゲスト紹介 

    国際ロータリー第２７３０地区 

        ガバナー  長峯 基 様 

 

 

 

□会長の時間     小俵  武  

ロータリアンの皆様 こんにちは 
 先週は、今年度最後の夜間親睦例会、お疲れ様で

した。楽しい親睦会になりました。有難う御座いま

した。 
 本日は、本年度 第 2730 地区 長峯 基ガバナー

にお出で頂いております。高いところからではあり

ますが、長峯ガバナーにはお忙しい中、当クラブへ

お出で頂き誠に有難うございます。 
 簡単には言い表せませんが、一年間お疲れ様で御

座いました。心より慰労と感謝の念を申し上げま

す。 ありがとうございました。 
 2011-12 年度、最後の会長の時間スピーチとなり

ました。当初は、口下手な私に一年間で何が話せ実

践出来るか、心配で、話のネタ（内容）を考えるの

に必死で一週間があっという間でした（昨日までそ

うでしたが）。もう最後となると、うれしさと、何

か話忘れている様な気がしないでもありません。 
 毎週の会長の時間の卓話、お聞き難かったと思い

ますが、一年間お付き合い頂き有難う御座いまし

た。 

会長の時間の中で何度と無く偉そうに申し上げま

したが、会長としての任務は、ロータリーのクラブ

の運営と奉仕理念を提唱するという重大な責任が

課せられます。また、諸先輩方が 36 年間築かれて

来られた西クラブの歴史を考えますと、何か心に潜

在的な力を感じました。我がロータリーの友情に免

じてお許し下さい。拝礼。 
 2011-12 年度 RI テーマを「心の中を見つめよう

博愛を広げるために」とカルヤン・バネルジー会長

はロータリアンの決意と内なる力を鼓舞されまし

た。「何かを成し遂げようと思うなら、ありとあら

ゆる知恵を絞らなければならない、それにはまず自

分自身の内側から始めるしかない」また、「平和を

望むなら、家庭に地域社会につくし、世界の変化を

望むなら、自分自身がこの変化の担い手とならなけ

ればならない」と言われていました。 
 自分に何が出来るかと考えましたが、たいしたこ

とが出来るわけでも御座いません、ただ、ロータリ

ーの目的を考えた時に、奉仕・倫理・親睦・世界平

和を鼓吹、育成することにある。正にその通りだと

考え、そして、クラブテーマを「報恩の実践」と致

しました。「ありがたみ」「めぐみ」「いつくしみ」

の心を持って、大自然の恩・生命施与の恩・師（先

輩、）の恩、現在まで教え導いて頂いた地域社会が

あって成り立っているものと考えました。一年間で

はありましたが、ロータリー・クラブを通して会員

の皆様、地域社会の皆様に微力ながら、貢献できた

のかなーと自己満足しています。？・・・ 
 一年間、お付き合い戴いて本当に有難う御座いま

した。これで本年度最後の会長の時間を終ります。

ご清聴ありがとうございました。 

「報恩の実践」  

「ありがたみ」 「めぐみ」 「いつくしみ」 
 

感謝 感謝 合掌 
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□幹事報告         鳥集 寿一 
○ 地区事務所…  

2012-13 出席・親睦・クラブ奉仕委員会 
へアンケート 

□クラブ報告事項 

○ 本日 6/27（火）本年度臨時理事会  
例会前 12:00～ 

○ 2012-13 年度 例会プログラム・委員会構成表 

配布 
 
 

出席報告 
会員数      50 名 

出免数       7 名 

出席数      37 名 

出席率 86.05％ 

前々回修正出席率 6/13 97.67％ 

前回修正出席率 6/20   93.02% 

届出有 馬渡 長友 藤岡 山下  

届出無 吉田 池田 

ＭＵ有会員 
６/２２    都城 

 

  

 

盛田 林 馬渡 中村（静） 

長友 

 

ＭＵ無会員 

６/１３ 

河野 

要ＭＵ会員 

６/２０ 

永野 盛田 船木 

 
 
 
 
  
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□委員会報告 

     ありませんでした。 

□本日のプログラム 

別紙に掲載しております。 

□ＳAA 報告      丸山 照明 

        
別紙に掲載しております。 

 
◎今後のプログラム 
 
7/11→7/６（金）  ガバナー公式訪問 

      ・４役懇親会  17:30～18:20 

      ・例会     18:30～19:30 

      ・クラブフォーラム（ＭＵ対象） 

              19:35～20:30 

      ・写真撮影   20:30～20:40 

７／１８   各委員会事業計画発表 ① 

７／２５   各委員会事業計画発表 ② 

 6/27 計 
ﾆｺﾆｺＢＯＸ 55,000 375,550
ｺﾞｰﾙﾄﾞＢＯＸ 3,173 126,740
ﾛｰﾀﾘｰ 財団 0 351,800
米山奨学会 0 280,000
教育振興基金 0 267,000

雑誌会報・インターネット・広報委員会 
  前田 吉基   岡崎  誠  

徳重 幸男  馬渡 一美       林  俊行    

ロータリー事務局  制作    

 都城西ＲＣの皆さん、多大なご協力 

をいただき誠にありがとうございました。

 満３６年の間、たくさんの方々に 

大変お世話になりました。 

  本日で退会致しますが、都城には 

おりますので、お会いした時にはよろしく

お願い致します。 



 

 

 

 

 

 

昨年 7 月都城西 RC 第 37 代会長に就任させて頂きましたときには、私に会長という大役が

務まるのか不安と責任の重大さでいっぱいでした。都城西ロータリーの 36 年間の歴史と諸先

輩方が築いてこられた伝統あるクラブの会長という重責が私ごとき浅学非才な者に務まるの

かと懸念もありました。      しかしながら、 会員の皆様、各委員会委員長初め委員

の皆様、そして理事役員の皆様のお蔭をもちまして何とか 1 年間務めることが出来ました。 

心より感謝申し上げます。 
 また、女房役の鳥集寿一幹事には頼りない会長で大変ご苦労をお掛け致しました。 繰り返

しになりますが、都城西クラブ会員皆様に感謝と心よりお礼申し上げます。ありがとうござい

ました。 拝礼 
 一年間を振り返りますと、7 月 27 日・陸上自衛隊都城駐屯地、連隊長（当クラブ名誉会員）

藤原修連隊長にお出で頂き、東日本大震災に伴う自衛隊の活動状況報告をして頂きました。（愛

する人、愛する日本の為に「事に臨んでは身の危険を顧みず任務に邁進する」のが陸上自衛隊

の存在の原点であり、国家、国民の最後の砦となり国を守ると熱弁を頂きました。 
8 月 3 日・今年度初めてのご婦人同伴の納涼例会で山浦親睦委員長初め委員の皆さんの計ら

いで、パフォーマンスショー等して楽しい一晩でした。久しぶりに重たい物（妻）を持ち上げ、

腰が折れそうでした・・・。 
8 月 6 日・当中山荘にてインターアクト年次大会が行われ、新世代・インターアクト委員会

の皆さんに（福本・小坂・盛田・山下 委員長、副委員長）（西高校より 2 年生、山元さん・

顧問、光行先生）参加、ご苦労を頂きました。 
 8 月 24 日・徳重増強委員長の下増強フォーラムで 14~5 名の方の推薦がありましたが、私

のフォロー不足で増員に至っておりません。誠に申し訳ありません。次年度頑張ります？ 
 9 月に入りまして、19 日から 25 日にかけ第 24 回都城西 RC 旗少年野球大会を開催、開会

式当日は、台風接近の為途中から雨になりましたが、日程を通して素晴らしい、元気な子供た

ちのプレーに感動いたしました。（都城少年野球連盟理事長、松尾理事長・高辺会員より後日

報告あり。10 月例会にて） 
 その前に、14 日例会・外部卓話で不動産鑑定士、長濱宏昭氏により、宮崎県の土地価格の

現状と将来についての講話もありました。 
 28 日例会では、富永記久男ガバナー補佐を迎え公式訪問の為のクラブ協議会を開催（フォ

ーラム）。 
 10 月 14 日には、韓国・東蔚山 RC より 27 名を迎え姉妹締結 30 周年記念式典例会をメイ

ンホテルにて、賑々しくも盛大に開催することが出来ました。また、14 日より 16 日まで 3 日

間連続でお付き合い頂きました皆様に感謝致しております。 また、長峯ガバナーより花束を

戴きました。ありがとうございました。（テダニ カムサ ハムニダ） 
 （その 3 日後）の 10 月 19 日・本日お出で頂いております、長峯 基ガバナーの公式訪問

と続き大変忙しい１～２週間でした。 
公式訪問は、ガバナーのご配慮を頂きフォーラム形式で開催、闊達な意見交換やご指導を頂

きました。また、長峯ガバナーのアドレスの中で、我々ロータリアンがそれぞれの職学・立場

を通じて「よいことをしょう」という言葉を心に思いながら、今年度クラブテーマに掲げた「報

恩の実践」と共通するものがあると考え奉仕活動に生かし実践してきました。（ちょっと偉そ

うに言ってみました。すみません。） 
  
 



 
 
 
11 月 2 日・永野職業奉仕委員長の計らいで、都城市郡医師会病院で職場訪問例会と見学をさ

せて頂き、高次医療の地域中核医療機関としてその中心的役割を担っていると感心致しました。 
12 月 21 日・親睦委員会担当、年末家族会では 160 名の参加を頂きクリスマス気分で盛り上

り、素晴らしい親睦、年末家族会が出来ました。親睦委員会の皆様に感謝致します。 
 後期に入りまして、1 月 17 日・都城北クラブ担当（次年度、西クラブ）で４RC 合同新年例

会が行われ、「防災とボランティアの日」ということで、４RC 心をひとつにして奉仕の実践を

継続・拡充していきましょうとまとまったようでした。 
 1 月、2 月、３月は、ロータリー理解推進月間・識字率向上月間で外部卓話（3 名の方）、クラブ 
フォーラム、歴代会長卓話とお世話になりました。 
 2 月 22 日・脇丸社会奉仕委員長担当で、蔵原通線シンボルロード（地区市民活動を永年行

われている）加治屋孝一氏に社会奉仕賞贈呈。 
 2 月 25、26 日・長峯ガバナー年度（2011-2012）地区大会が開催されました。地区委員、

地区幹事、その他担当委員の方々には事前準備から最後まで多大なご苦労をお掛けしました。

有難う御座いました。 
 3 月に入り、財団法人 都城地区 RC 教育振興基金、奨学生 3 名の方に卒業後の進路報告発

表をして頂きました。（都城 4 クラブだけでの教育基金） 
 3 月 14 日・職業奉仕、永野委員長紹介で、都城市公証人役場、荒井 克美氏（都城北 RC 会

員）年間 30 回以上の無料出張相談等、トラブルの未然防止等の功績を称え職業奉仕特別模範

賞を贈呈。（3 月 18 日の宮日新聞掲載されました。） 
 3 月 21 日・小坂委員長担当、都城西高校インターアクト生の活動報告及び卒部記念表彰（10 名） 
 3 月 28 日・観桜会では、17 名の奥様方が参加して頂き、つい調子に乗り生ギター伴奏で歌

ってしまいました。楽しい花見会になりました。（自分だけかな？） 
 4 月 21 日・宮崎県西部・南部分区の RYLA が日南市で開催、2 名の研修生（つやげん九州

様、小田さん・中山荘様、的場さん）と外山会員、高辺会員に参加して頂き 5 月の例会で報告

して頂きました。 
 その他、健康卓話、情報卓話、社会奉仕卓話、情報集会 2 回（入会 5 年未満の会員の勉強会）

など等勉強になることばかりでした。 
 5 月 16 日例会では、5 月 4 日～9 日までタイの首都バンコクで開催の国際ロータリー年次大

会に当クラブより 6 名と奥様 2 名参加、井福国際委員長初め、三坂先輩会員、大峯会長エレク

トに報告をして頂きました。今回の大会に参加されたロータリアンは、約 36,000 人で日本か

らは約 3000 人強の参加だったそうで、私も初めて参加しましたが、素晴らしい大会で感動・

感激しました。 
   その他、一年間の思い出を話せば尽きない位あります。 
 この様に一年を振り返りますと、色々な行事等がありハードスケジュールの一年だったと感

じますが、  私自身、 会長という大役をさせて頂き、大変有意義な一年でした。 これも

偏に会員皆様のお力添えとご助言を頂き成し遂げられたことと思います。 
会員の皆様、委員長を受けて頂きました皆様、委員の皆様、理事・役員の皆様、事務局の皆

様、本当に有難う御座いました。 心より感謝申し上げます。 
 最後になりましたが、この一年間 SAA で例会進行を務めて頂きました。丸山 照明 SAA,  
 一番近くで私を支えてくれました、鳥集 寿一幹事に深く感謝致します。 
 以上、言葉足りませんが、一年を振り返り、私の退任挨拶と致します。ご清聴有難う御座い

ました。 
          

「報恩の実践」感謝          合掌 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

この日を迎えられてほっとしています。西クラブの会員として最低限の責任・仕事を果たせた

ような気持ちです。 
振返ると誉められるような実績もありません。１年間の幹事報告では５名も退会者報告を致し

ました。ここ数年では私が最も多いと思います。退会された方にはそれぞれ事情もおありでし

ょうが、やはり幹事としては残念です。私を会員に推薦して下さった岡崎会員や出会いを下さ

った小田会員の面子を潰してしまったのではないかと不安に思っております。 
 
至らぬ幹事でありながら、この日を迎えられたのは、委員長の皆様方をはじめ、理事の皆様に

も恵まれたからです。それぞれの委員長に「じゃあお願いします」と言うだけで事は済ました。

理事会でも私が話しを遮らなければならないほどにアドバイスを沢山頂きました。先輩方にも

恵まれました。ロビーでどれほど貴重なアドバイスをもらったことか。本当に感謝の気持ちし

かありません。 
 
事務局の本山・飛松の両女史にも助けて頂きました。事務局も新体制でスタートしたばかりで

大変だったでしょうに、そのサポート、いやリードがなければどんなことになっていたことか

と思います。 
 
会長には誰よりも感謝しています。小俵会長だったからこそ、この日を迎えることが出来まし

た。女房役の幹事がこんなことを言うのはおかしいですが、先輩会員、先輩幹事の会長の助言

がなければ、私にはやり通せませんでした。対応策を迷って相談した時「それでいいんだ！」

「幹事なんだから自信をもってやればいい」と力強く言って下さったことが何度もありました。

そんな言葉があったからこそ、１年間幹事をやりとおすことができました。 
会長、理事・委員長の皆様、会員の皆様、事務局の皆様、本当に有難うございました。 
 
最後に、未だ幹事を経験されていない会員、特に若い会員に申し上げます。もし、幹事就任の

要請があったら、迷わず引き受けて下さい。幾度も「幹事は大変だな」などと声をかけられま

したが、そんなことはありません。皆が助けてくれます。足は引っ張らず、手を引っ張ってく

れます。幹事になったら仕事に支障が出るんじゃないかなんて心配する必要はありません。実

際、そんなに大変な仕事じゃないですよ。だから、恐れず、怯まず幹事をやって下さい。私も

小俵会長も事業は一人でやっています。忙しくても仕事の代打はいません。でも、こうしてこ

の日を迎えることができました。皆、西クラブが好きだから、皆協力してくれますよ。 
幹事をやったら、大好きな西クラブがもっと好きになります。 
 

以上、幹事退任の挨拶とさせて頂きます。 

 

 

 

 



□ＳＡＡ報告  

◎ニコニコ箱◎ 

     長峯  基･･･１年間ありがとうございました。 

                   大峯年度の御活躍を祈ります。 

     二見  康之（都城ＲＣ）･･･次年度も時々出席させていただきますので、 

                   宜しくお願い致します。 

     小俵  武･･･１年間、色々とお世話になりました。感謝を込めてこれからも 

                  『報恩の実践』宜しくお願いします。 

     鳥集 寿一･･･皆様のご協力に感謝申し上げます。 

外山 俊明･･･小俵会長・鳥集幹事 他理事・役員の皆様ご苦労様でした。 

     天水 金作･･･小俵年度の理事の皆様 １年間お疲れ様でした。 

     馬渡 一美･･･お世話になりました。 

     大峯  学･･･小俵年度お疲れ様でした。 

     岡崎  誠･･･小俵会長本当に良く頑張られました。鳥集幹事、役員理事の皆様 

                   ご苦労様でした。 

     岡崎  誠･･･長峯ガバナー１年間大変ご苦労様でした。素晴らしいご功績に 

                  心から敬意を表します。 

     柳    顕彰･･･お疲れ様でした。 

     木佐貫鐵蔵･･･１年間 会長・幹事ご苦労様でした。 

     吉原 信幸･･･小俵会長・鳥集幹事・丸山ＳＡＡ、無事帰港おめでとうございます。 

                  申し訳ございません。所用で早退します。 

     船木 修一･･･役員の皆様 １年間ご苦労様でした。 

 船木 修一･･･退院しました。 

     萩原  和洋･･･小俵会長・鳥集幹事様 １年間大変ご苦労様でした。 

     河中  功･･･会長始め理事の皆さん １年間ご苦労様でした。 

     鎌田 博文･･･会長・幹事さん １年間おつかれ様でした。 

     永野修一郎･･･会長・幹事 お疲れ様でした。 

     山浦 栄巳･･･小俵会長・鳥集幹事 他４役の皆様ご苦労様でした。 

     小坂泰一郎･･･長峯ガバナー・小俵会長・鳥集幹事 １年間御疲れ様です。 

     最勝寺俊昌･･･小俵年度 会長並びに役員の皆様１年間ご苦労様でした。 

                  先週の例会で老人への贈物有難うございました。 

     中山 忠彦･･･小俵会長・鳥集幹事 １年間ありがとうございました。 

     林    俊行･･･いつもありがとうございます。１年間ご苦労様でした。 

     井福 博文･･･小俵会長・鳥集幹事それに役員のみなさん １年間お疲れ様でした。 

     棈松 豊治･･･会長・幹事・理事・役員 皆様ご苦労様でした。 

     高橋 五男･･･小俵会長・鳥集幹事 １年間大変お疲れ様でした。 

     小田 賢一･･･小俵会長・鳥集幹事・丸山ＳＡＡ、１年間本当にお疲れ様でした！！ 

                  お世話になり、ありがとうございました！！     

     脇丸 孝和･･･会長・幹事 お疲れ様でした。 

     三坂 昭一･･･小俵会長・鳥集幹事 １年間御苦労様でした！！ 

     丸山 照明･･･ＳＡＡとして１年間なんとか努める事ができました。 

                  ご指導ありがとうございました。 

     福永  忍･･･小俵・鳥集年度役員の皆様 御苦労様でございました。 

                  深く感謝申し上げます。 

     河野 一治･･･会長 １年間御苦労様でした。 

 

◎ロータリー財団◎ 

   鎌田 継男･･･会長様、幹事様１年間大変お疲れ様でした。 

          私も今年１年間元気で出席出来まして有難うございました。 

 
 


