
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

点鐘 

 

合唱      君が代・奉仕の理想 

 

ゲスト紹介   なし 

 

ビジター紹介 

◎都城         なし 

◎都城北       樋口 正義 氏 

◎都城中央     なし 
 

□会長の時間          吉原 信幸

皆さんこんにちは！今月は新世代のための月間で

す。が少年野球大会の報告が来月になりますので来月

の米山月間と入れ替えに今月末に米山委員会の担当

となっております。さて先週からニュース等で色々暗

い話が多かったですが、先週末に全国高校軟式野球大

会が行われ準決勝の中京高校対崇徳高校中京の松井

君と崇徳の石岡君のし烈な投げ合いで延長５０回と

いう 長の試合が行われ中京野球部が投げ勝ちと言

うか打ち勝ったと言うか準決勝で勝ちそして決勝で

もその勢いで優勝しました。この試合の結果で高校生

にこんな無茶な事をさせて良いのかと色々批判もあ

りましたが、この場面に遭遇した高校生はこれからの

人生に何らかの形でこの事が役に立つ日が来ると思

います。決勝戦で中京の応援を崇徳もしてくれた事も

あり今朝の新聞で中京高校が、崇徳高校が広島県代表

と言う事で広島の土砂災害の寄付集めを学校内で行

われるそうです。今後もこの２校も深い絆になりそう

です。 

今日配布されたロータリーの友で６月のシドニー

世界でポリオ撲滅３K ウォーキングの写真を井福博

文ＳＡＡが投稿していただきました。その写真が今回

採用され掲載されていますので確認してみてくださ

い。井福会員ありがとうございました。 

私の大好きなテニスの話題です。昨日丁度昼の時間

にアメリカで行われています、全米オープンテニスで

フランスの世界ランキング６位のライオニッチと世界

ランキング９位の錦織圭が日本人２人目のベスト８を

かけ４時間１９分激闘の末９２年ぶりにベスト８をフ

ルセットの末物にしました。 

 

このライオニッチ選手の強みは 196ｃｍの長身か

ら打たれるサーブで時速２２７km の豪腕サーブが持

ち味でしたが前回錦織選手はオーストラリアで行われ

た全豪オープンで同じ４回戦でサーブにやられ今回は

このサーブをいかに返せるかだったそうですが見事に

やってくれました。これで世界ランキングもベスト８

入りは間違いないと思いますがそれにしても大会前怪

我で手術をして練習はほとんどせず挑んだ大会ですが

テニスファンの方なら飛び上がって喜ばれる事だと思

います。そして彼のメンタルの強さは見習いたいと思

います。ぜひまずベスト４目指して頑張って欲しいも

のです。 

 

先週月曜日青少年委員会の担当で高辺委員長と少年

野球連盟の方々と第２７回西クラブ旗少年野球大会の

打ち合わせがありました。その際インターアクトクラ

ブ担当の外山委員長からの提案でペットボトルの回収

を少年野球連盟の方々にお願いしました。当日開会式

の時にインターアクト生が会場に来てもらい回収し代

表の野球部員がインターアクト生に渡す事となりまし

た。 

そしてもうひとつ私からの提案をさせていただいた

のですが、私の今年度の努力目標に掲げていました、

ポリオエンドナウとロータリーデーとして後援会の皆

さんに協力頂いてこの私が着けているバッヂと交換で

寄付を頂いた方全員に差し上げる企画としました。そ

して野球部員役員の方ロータリーアンの皆さんであと

少しのポーズで写真を撮ってロータリーの友編集部へ

送りたいと思いますので皆さんもぜひご協力お願いし

ます。 

週報 第１８６０回  平成２６年９月３日 



後に今日は何の日ですが、１９７７年王貞治が７

５６号ホームランを打って世界 高記録を達成した

日で、国民栄誉賞第１号を受賞しました。そして今日

はホームラン記念日となりました。今日は私の大好き

なスポーツの話題でした。 

以上会長の時間でした。 

 

 

 

□幹事報告            徳重 幸男 
○都城ＲＡ…「アクトの日」清掃活動のご案内 

～ロータリークラブ・インターアクトクラブ合同～

9/7（日）神柱公園～都城駅  9:00 集合 

10:30 頃迄 ＊メークアップになります！ 

 

○田中ガバナー事務所… 

① 2730 ジャパンカレントロータリーＥクラブ 

認証伝達式・祝宴の開催のご案内 

10/5（日） 受付 14:00 開会 15:00

メインホテル   登録料 10000円  

②2014・8月広島豪雨災害への支援協力のお願い

③月信 ９月号 配布 

月信９月号 訂正とお詫び 

２２ページ  入退会報告   

 ④2017-18年度 ガバナー決定のお知らせ 

  宮崎北ＲＣ 押川 弘巳（ひろみ）氏 

⑤ 2730 ジャパンカレントロータリーＥクラブ 

協力金のお願い 

 昨年 ご協力頂いていないクラブについて  

再度のお願い 

 

○えびのＲＣ…第３６回宮崎県南部・西部分区 

青少年指導者養成プログラム（ライラ） 

報告書の送付 

 

○都城観光協会…焼き肉カーニバルチケットご購入 

ご協力のお願い 10/4（土）11:00～21:00

観音池公園自由広場 1700円 

        
■クラブ報告 

○新会員公示 追加分    前野 益孝氏 

 

○9/16（火） ３ＲＣ４ＲＣ４役会・８ＲＣ 

会長幹事会 

（Ｅクラブが西部分区に入る為７ＲＣ →８ＲＣ） 

ロイヤル３Ｆ 

 ３ＲＣ…17:30 ４ＲＣ…18:00  

８ＲＣ…19:00～  懇親会 19:30  

 

 

 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

出席報告 

会員数      ４６名 

出免数       ５名 

出席数      30 名 

出席率 73.17％ 

前々回修正出席率 8/20 87.80％ 

前回修正出席率 8/27   80.00％ 

届出有 外山 中原  河中 藤岡 和田  

星野 中村（七） 福本 中村（静）

 

届出無 柳 山下  

ＭＵ有会員 
 

8/27 

９月定例理事会 

 

 

8/29    都城 

 

 

吉原 徳重 中村（七）小俵 吉田

前田 平川 鳥集 高辺 船木  

天水  

 

藤岡 河野 坂井 萩原  山下   

ＭＵ無会員 

8/20 

池田 和田 柳 星野 盛田  

要ＭＵ会員 

8/27 

和田 脇丸 永野 藤岡 柳 盛田

中村（静） 星野  

 

□委員会報告 
  

     別紙に掲載しております。 

 

□本日のプログラム 

坂井 真由美 会員 卓話 
    別紙に掲載しております。 

 

□ＳAA 報告 別紙に掲載しております。 

 
 
◎今後のプログラム 
９／１０ 夜間例会 

９／１７ 会員卓話 

 

 9/3 計 
ﾆｺﾆｺＢＯＸ 14,000 63,000
ｺﾞｰﾙﾄﾞＢＯＸ 2,880 23,867
ﾛｰﾀﾘｰ 財団 10,200 183,600
米山奨学会 10,000 116,000
教育振興基金 10,000 154,000
４０周年準備金 7,000 29,000

雑誌会報・インターネット・広報委員会 
  小坂泰一郎 ・ 中山 忠彦 
河野 一治 ・ 星野 彰 ・ 坂井 真由美 

   
 



 

 

 

 

 

東 淑恵 氏  ㈱文昌堂 （職業分類：印刷業） 
 

＊＊ 吉原 信幸 会長より歓迎の言葉 ＊＊ 

東淑恵さんようこそ、都城西クラブへ女性会員四人目の入会です。

心より歓迎致します。東さんとは商工会議所青年部で丁度私が九州のブロ

ック大会の際大会誌を制作する際にお世話になった事があります。紹介者

の小坂会員と入会の誘いに伺い小坂会員の押しで入会を快くうけていただ

いてありがとうございます。 

ロータリーは同じ価値観を持った様々な職業の人々が集まっています。

毎週水曜日１２時半から１時半までロータリーの時間として例会に参加し

新しい友人と出会ってそして仲間との友情を深め、地域社会への奉仕をす

る事によって、自分自身へのスキルアップそして会社のリーダーになるた

めにきっと役立つと思います。ぜひ多くの例会に出席され我が都城西クラ

ブを楽しんで下さい。 

 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

□委員会報告 
 

   ★青少年奉仕 高辺 晃也 委員長 
   

「9/14 少年野球大会 出席依頼」  

 

 

 

 

★インターアクト 小坂泰一郎 委員 
    

    「9/7 ローターアクトの日清掃活動 

                 参加の依頼」 

  

 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 

吉田  努 会長エレクト 

  草水 正義 会員 

  天水 金作 会員 

  小俵  武 会員 

  井福 博文 会員 

  坂井真由美 会員     ★欠席～中村 七郎会員、藤岡 成学会員 
 

 

 



 

 

□本日のプログラム   ＊プログラム委員会 担当 
 

 

 

 

 

 

 

 ・５月に入会しました。食事も通らない程緊張しています。 

 ・天神町生まれ、八幡町育ち。 

 ・明道小・姫城中・都工 卒業後、久留米大学商学部に入学。 

 ・プログラムを組むシステムエンジニアが好きで、富士通に入社。熊本支店に配属。 

 ・都城市 87％が地下水を利用している → 動脈硬化を起こしやすい（つまりやすい） 

  ので、水道管洗浄を管工事組合の一員としてボランティアでしています。 

 

 

 

 

□ＳＡＡ報告 
 ●ニコニコ箱 

  吉原 信幸･･･東 淑恵さん 入会おめでとうございます。そして今月誕生日の皆様 

         おめでとうございます。   

  草水 正義･･･誕生祝い頂き有難う御座います。 

  天水 金作･･･誕生祝いを頂きありがとうございました。 

  吉田  努･･･５０回目の誕生日までもう少し。４０代を楽しみたいと思います。 

  小俵  武･･･誕生祝いを頂いて。ん才＋２才になりました。サンキュー。少々。 

  井福 博文･･･誕生日のお祝いをいただきました。 

  池田誠至朗･･･しつこいガンがつきまとっていますので、たまにしか出てこれません。 

         ヨロシク！  

  坂井真由美･･･新入会員卓話を聞いていただきまして ありがとうございました。 

         誕生日のお祝いありがとうございました。 

 

 ●ロータリー財団   天水 金作 

  

 ●米山記念奨学会   天水 金作 

 

 ●教育振興基金    天水 金作   鎌田 博文 

 

 ●４０周年準備金 

  徳重 幸男･･･東 淑恵さん 入会おめでとうございます。 

  井福 博文･･･ロータリーの友に、国際大会の記事を載せていただいて。 

  小坂泰一郎･･･東さん入会ありがとうございます。一緒にロータリーを楽しみましょう。 

  小坂泰一郎･･･坂井さん 素敵な卓話ありがとうございました。 

  小坂泰一郎･･･9/7 ローターアクトの日 若いアクト生と爽やかな時間を過ごしましょう。 

         多数の参加よろしくお願い致します。 

  前田 吉基･･･坂井会員 本日は卓話をお引き受け頂きありがとうございました。 

   

 

 

 


