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合唱  それでこそロータリー 

 

ビジター  都城北～ 樋口 正義氏 

 

□会長の時間        吉田 努 

みなさんこんにちは。 

いよいよ最終例会です。あっという間だったの

かようやくという感じなのか自分でもはっきり

しませんが、もう少ししたいという気持ちはあま

りありません。やり遂げた感が強いような気がし

ています。 

昨日は宮崎の飲食チェーンに商談に行ってき

ました。 

最近私は味噌醤油の販売というよりは発酵食

品屋として営業をしています。秋のメニューに女

性向けの発酵食品を使ったメニューを出したい

ということで呼ばれたわけですが、会議に出席さ

れた方々の健康、安全への意識の高さにびっくり

しました。 

食という感じは人を良くすると書きます。気仙

沼に畠山さんと言うカキの養殖業をされている

方がいらっしゃいます。ずいぶん昔に訪ねて行っ

たときにたまたまお腹を壊していました。採りた

ての生ガキをどうぞと言われ「お腹を壊している

ので」と断ると、「カキはお腹の薬だよ、治るから

食べてごらん」と言われ思い切って食べたところ

本当にその日の夕方にはすっきり治りました。 

そんなことがあってから自分も食に携わる人間

としてその事をいつも頭に於いて行動をするよ

うになりました。 

安いから、特売用の商品だからなどの理由で使

用基準を厳しく定められた有害な添加物を使用

し、方やこだわりの商品だからといってこの商品 

 

は安全です。などと言って同じメーカーがそれぞ

れの商品を作る、本音と建て前、商売だからと現

場は言いますがこれを指示しているのは社長な

のです。二面性を持った社長……。ロータリーで

は考えられませんね。 

私の会社で作る味噌醤油、麹を使った調味料、

すべての商品同じスタンスで物づくりを行いま

す。どんな安い商品でも、高い商品でも、業務用

の商品でも同じスタンスです。 

添加物は使わない、できるだけ九州産（見に行

ける産地）の原料を使用する。これがうちの会社

のスタンスです。醤油以外の商品は100％無添加

九州産原料を使用しています。醤油もそのように

変わりつつあります。都城市内の多くのホテルで

朝食や夕食のお味噌汁に弊社の味噌を使ってい

ただいていますが、県内どこの高級ホテルで九州

産原料を使用した無添加の味噌を使っているで

しょうか？まず使っているところはないと思い

ます。理由は取り扱いが難しい、高い、作ってい

るメーカーが非常に少ないということです。 

発酵食品を通してすべてのお客様ご自身に、そし

てお客様とかかわりを持たれるすべての人に安

全と安心をお届けする。これが私どもの使命で

す。そして存在の意義です。 

最後の会長の時間でしたので私の仕事への思

いを綴らせていただきました。ご清聴ありがとう

ございました。 

最後の会長の時間といたします。 
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□幹事報告        前田 吉基 
●都城中央ＲＣ…創立３０周年記念誌 配布 

 

●野中ガバナー事務所… 

①第３期RLI-2730パートⅢ 日程変更のお知らせ  

  2016年7月31日(日)  9:50～17:00   

登録開始 9:20～   場所 宮崎日本大学高等学校   

②2016～2017年度 第１回 地区社会奉仕 

セミナー ご案内 

７月１７日（日） １３：００～１５：００ 

メインホテル４Ｆ きりしま 登録 ￥２，０００ 

③ロータリーレート ７月 １０６円  

 ＊現行１１０円  

④パストガバナーの卓話依頼方法のお知らせ 

 

●都城市人啓発推進協議会･･･ 

平成２８年度都城市人権啓発水スン協議会全大会 

の開催について 

７月２７日（水）13:30～15:30 

 都城市中央公民館 大会議室 

 

 

□出席報告 

会員数      4２名 

出免数       3名 

出席数      33名 

出席率     82.50％ 

前々回修正出席率 6/15 100％ 

前回修正出席率 6/22 92.50％ 

届出有 福本 馬渡 永野 井福 鎌田 

  

届出無 中村  柳  

ＭＵ有会員 

 

 

なし 

 

  

ＭＵ無会員 

（6/１５） 

なし 

要ＭＵ会員  

（6/２２） 

鳥集 永野 福本  

 

 

 

□委員会報告       

 

 

 平川 靖三 会員 

４０周年記録誌について 

 

 

 

□ＳＡＡ報告 
●ニコニコ箱● 

吉田  努･･･一年間ご協力ありがとうございました。 

       皆さん 愛しています♡ 

前田 吉基･･･西クラブ会員の皆様、携わる全ての方々 

       １年間本当にありがとうございました。 

棈松 豊治･･･吉田会長 前田幹事 ご苦労さんです。 

脇丸 孝和･･･会長 幹事 お疲れ様でした。 

外山 俊明･･･吉田会長 前田幹事 ご苦労様でした。 

東    淑恵･･･吉田会長 前田幹事お疲れ様でした。 

萩原  和洋･･･吉田会長 前田幹事 ご苦労様でした。 

       素晴らしい年度でした。 

高辺 晃也･･･吉田会長 前田幹事一年間お疲れ様でした 

盛田 祐一･･･会長 幹事 一年間お疲れ様でした。 

長友 喜信･･･吉田会長 前田幹事１年間ご苦労様でした 

船木 修一･･･会長 幹事 役員の皆様お疲れ様でした。 

小坂泰一郎･･･吉田会長 前田幹事のはれやかな顔。 

       一年間ありがとうございました。 

吉原 信幸･･･吉田会長・前田幹事 そして各CLP委員 

     長 理事会のメンバー１年間御苦労様でした 

福永  忍･･･吉田前田年度 御苦労様でした。 

       深く感謝申し上げます。 

小田 賢一･･･吉田会長 前田幹事 平川SAAはじめ 

       各理事 役員の皆様、1年間誠にお疲れ様 

       でした!! 

藤岡 成学･･･吉田会長 前田幹事 お疲れ様でした。 

三坂 昭一･･･吉田会長 前田幹事１年間御苦労様で 

       した!!次年度も頑張って！ 

河中  功･･･吉田・前田さん ご苦労様でした。 

上田やよい･･･吉田会長 前田幹事ご苦労様でした。 

       ありがとうございました。 

小俵  武･･･会長幹事、役員理事の皆さん一年間 

       お疲れ様でした。少  々

鳥集 寿一･･･吉田会長 前田幹事 お疲れ様でした。 

       100％出席やった～！ 

天水 金作･･･吉田会長 前田幹事１年間ご苦労様でした 

髙橋 五男･･･吉田会長 前田幹事一年間お疲れ様でした 

中原八重子･･･会長 幹事 SAA一年間お疲れ様でした！ 

 

 
◎今後のプログラム 

7/13  各委員会協議会 

7/20  各委員会事業計画発表 

7/27  納涼例会 

 

 6/29 計 

ﾆｺﾆｺＢＯＸ 48,000 325,950 

ｺﾞｰﾙﾄﾞＢＯＸ 3,799 88,866 

ﾛｰﾀﾘｰ財団 0 465,400 

米山奨学会 0 291,000 

教育振興基金 0 249,000 

雑誌会報・インターネット・広報委員会 
徳重 幸男・東    淑恵 
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   □本日のプログラム 

 会長 幹事 退任挨拶 
 

吉田 努 会長 

 
皆さんこんにちは。いよいよ本年度最終例会となりました。 

一年間を振り返ってみますと、12 月会長エレクトを拝命してすぐに

CLPに取り組みました。CLP実行委員会を立ち上げ毎晩のように手弁当で、組織の変更それに伴う会

則の変更を話し合い作り上げていったことをまず思い出します。出来上がったものを今見直しますとま

だまだ変更すべき点のある未完成のもののような気がします。今後またそのようなチャンスが訪れまし

たなら取り組ませていただきたいと思います。 

 

7月 

さて 7 月 1 日より本年度の幕が開き、その記念すべき日に瀬川会員の入会式が出来たことをとてもう

れしく思いました。 

7月15日決算理事会が開催され衝撃の繰越金を聞かされました。その晩に第一回の増強委員会も開か

れました。 

22 日納涼親睦会が開かれ緊縮予算の中、必要に迫られ徳重バンドが華々しくデビューしております。 

 

8月 

ネパール大地震の義援金を集めるために西高インターアクト部がイオンで募金活動を行いました。 

時期のエースになるであろう馬渡さんの入会式を行いました。その予想通り、次年度はフェローシップ

担当としてエリート路線をまっしぐらであります。今は亡き池田さんが素晴らしい会員を送り込んで頂

いたと感謝しております。 

8～9日御池青少年自然の家にてインターアクト年次大会が開かれました。思い起こせばその時に工業

高校の顧問である黒木先生が視察にお見えでした。大変感激されておりなんとか学校側を説得しせつり

つにこぎつけますから！という頼もしい言葉は嘘ではありませんでした。 

 

9月 

2 日に木場ガバナー補佐をお迎えしてのクラブ協議会。そして 9 日に公式訪問を受けました。このと

きは沢山の奥様方にも参加いただきました。 

その後のフォーラムにも多くの方に参加いただき有意義な時間を過ごせました。 

21日には恒例の野球大会を開催することが出来ました。残念ながら今年は子供たちとの対戦こそでき

ませんでしたが楽しいひと時を過ごすことが出来ました。 

 

10月 

17日より延岡市にて地区大会が開催されました。たくさんの御馳走が用意されておりまさにおもてな

しの延岡大会でありました。舞台にクラブ旗をもって登壇しました。なかなか気持ちのいいものでした。

また RI 会長代理の代理で中村靖治パストガバナーがお見えになりました。1 月には当クラブを訪問さ

れ卓話を頂きました。講演は櫻井よしこさんでした。 

 

11月 

20～22日のスケジュールで御坊南クラブの40周年例会に参加してまいりました。 

大変な歓待を受けた上に増上寺、高野山の観光など企画して頂き、本当に楽しい時間を過ごすことが出

来ました。久しく会っていなかった友に再会したようなそんな時間でした。 

26日には次年度指名委員会が開催され、小坂会長エレクトが当選されました。 

 

12月 

16 日に年末家族会が開かれました。130 名を超えるご家族の皆様にもご参加いただきました。この

日、西クラブのメンバーで構成する徳重バンドが専属の女性ボーカリスト 3 名を携え納涼例会以来久

しぶりの登場となりました。拍手喝采！大変喜んでいただきました。 

 



 

 

小坂会長エレクとより次年度役員の発表がありました。緊急のお知らせですが一旦本年度を持ちまして

徳重バンドは解散します。が、小坂新会長に継続の希望があれば再結成の準備はあります。ギャラ次第

というところでしょうか。 

 

1月 

12日に合同新年例会が北クラブ担当で開かれました。教育振興基金への大口寄付者が表彰されました。

23名ものメンバーが当クラブより表彰を受け寄付に対する認識の高さを他クラブに対して認知させる

ことが出来たと思います。 

合同新年例会次年度は当クラブが担当となります。 

20日には中村靖治パストガバナーをお迎えし、初めとなります中央クラブとの合同例会を開催しまし

た。同じ会場で例会を開くクラブ同士ですからたまにはいいかもしれません。 

 

2月 

ライラが開催されました。セキュリティサービスより3名の若人に参加いただきました。 

例会場でのライラ報告も素晴らしい発表をして頂き参加して頂いてよかったと改めて感じた次第でし

た。 

JCを無事に卒業した福永会員が約束通り戻ってきました。残念ながら私の留守中でした。 

新入会員といっても経験者でありますから即戦力として期待しています。 

40周年を次月に控え実行委員会が慌ただしくなってきました。 

それこそ毎日のように実行委員会、部門別委員会が開かれ協議が重ねられました。 

そんな中会長は 2 週連続で例会を休むなどやる気があるのかと思われそうな行動で皆さんにご心配を

かけました。もしかしたらそれが鐘がないというアクシデントを呼んだのかもしれません。 

 

3月 

さて本年度のメインイベントといってもいいと思います。11 日～13 日にかけて 40 周年記念例会、

祝賀会、姉妹クラブ交流会を開催いたしました。 

万事うまく事が運び、参加して頂きました皆さまの笑顔こそがどんな言葉より嬉しいものでありました。

皆様の協力なしでは成し遂げることのできないものでした。 

姉妹クラブの御坊南クラブと姉妹締結延長調印式を行っております。 

遠路よりはるばるご参加いただきました姉妹クラブの皆さんに、国際大会そして東蔚山40周年例会で

お会いすることをお約束しお見送りいたしました。 

 

4月 

熊本大地震が発生し甚大な被害が出ました。すぐに地区内で義援金の呼びかけがあり、700 万円以上

のお金が集まりました。当クラブからも42万円を送金しました。また会員から個人的な寄付もたくさ

ん寄せられました。 

さらにはインターアクトクラブによる募金活動も行われ工業高校インターアクト部が初参加となりま

した。 

16日には小林で IMが開催されました。余震の中の開催、まさに命がけでの参加でした。 

 

5月 

次年度地区研修協議会が指宿市で開催されました。いよいよ次年度に向けて最後の準備が始まりました。

ここで次年度も理事か～と改めて認識。緩んでいた褌を締めなおしたところです。 

27日よりソウル国際大会へ参加してまいりました。独特の雰囲気と世界中から仲間が集まるフレンド

リーな雰囲気が大変素晴らしかったです。また前日には御坊南RCの田淵会長をはじめとする会員の皆

さんと久しぶりに飲むことが出来ました。 

 

6月 

石井記念有愛社有隣園へ避難乳母車の寄贈をしました。2台寄贈する予定であり残りの１台は工業高校

インターアクト部が作成し１０月に寄贈することになっています。 

100％出席例会を企画し森山会員に尽力を頂き見事に達成できました。皆様のご協力に感謝いたしま

す。 

 

 

 



 

 

最終夜間例会では大宅さんの入会式を行うことが出来ました。 

最初と最後に入会式をおこなうことが出来大変うれしく思っています。 

次年度の準備が大詰めを迎えております。それと同時に本年度の締め作業も急ピッチで行わなければな

りません。 

 

本年度外部卓話 

地区ロータリー財団部門長  喜島 健一郎 氏 

米山奨学生 邢 林 君 

都城市少野球連盟理事長 松尾  裕司 様 中郷野球スポーツ監督 原口 正康 様 

石井記念有隣園 友愛社  園長 宮城 博範 様 

都城市立 白雲小中学校 校長 近藤 満 様 

埼玉 吉川 RC パストガバナー 中村 靖治 様 

教育振興基金奨学生  

都城西高等学校  徳永 都夢 さん  都城農業高等学校  野瀬 春菜 さん  

財部高等学校   永里 航さん 

宮崎家庭裁判所都城支部 庶務課長兼主任書記官  新名 憲之 様 

都城市総合政策課   野見山 修一 様 

第４３普通科連隊長 兼 都城駐屯地   安田 百年 様 

 

西クラブ長期戦略活動指針「青少年育成」 

青少年育成基金の設立 100万円 （40周年記念事業） 

都城工業高校インターアクト部設立（40周年記念事業） 

街頭募金活動インターアクト部 （8月、4月） 

少年野球大会開催 

石井記念有隣園 友愛社  園長 宮城 博範様 外部卓話 

石井記念有隣園 友愛社 避難乳母車寄贈 

都城市立 白雲小中学校 校長 近藤 満 様 外部卓話 

 

寄付の状況 

ロータリー財団   目標金額4200㌦ 実績4200㌦ 達成率100％ 

米山奨学金     目標金額504000円 実績306000円 達成率60.71％ 

都城教育振興基金  目標金額200000円 実績334000円 達成率167％ 

 

クラブ状況 

 

新入会員4名 退会者2名 43名 

出席率 7月～5月現在 85.34％ ≪地区平均85.30％） 

皆勤者  25名 

 

この一年間の様々な行事に対し、皆様から大変な協力を頂きましたことは言うまでもありません。特に

理事会のメンバーには無理難題を数多く申し上げました。本当に快く受け入れて頂きました。 

CLP協議会委員の皆さま、井福実行委員長をはじめとする40周年実行委員会の皆さま 

理事役員の皆さま本当にありがとうございました。 

そして全ての会員の皆様に心よりお礼を申し上げます。そして事務局のお二人にもわがままばかりでご

めんねとやさしい言葉をかけてあげたいと思います。 

 

そして最後に、つたない会長の元、素晴らしい女房ぶりを発揮してくれました前田吉基幹事に一生忘れ

ることのない義理が出来たことを感じながら会長バッジを置きたいと思います。 

 

私の人生の中で本当に大きな意味を持つ１年になったと確信しています。 

西クラブが今後ますます発展しますことを祈念し、微力ながらその発展に寄与することを心に誓い会長

退任の挨拶といたします。 

 

 

                          



  

前田 吉基 幹事 
 
皆さんこんにちは 

２０１５年７月１日に吉田会長年度の第一例会を迎えて以来、いよいよ

退任挨拶をするこの日が訪れました。嬉しさや寂しさ、安堵感や反省の念

など…複雑な心境に至っております。きっと皆様方が積み上げてこられた

都城西ロータリークラブの歴史が私にそう思わせるのでしょう。 

今年度は、４０周年記念式典・祝賀会を迎え、ＣＬＰ（クラブ・リーダ

ーシップ・プラン）導入元年となりました。クラブの結束と変革が必要不

可欠な中、皆様におかれましては多大なご理解とご協力を頂きました、心より厚く御礼申し上げます。 

クラブテーマ「さあ、初めよう！」の旗印のもとに船出となった訳ですが、その準備段階も含めいくつ

か困難もあったように思います。とりわけＣＬＰ導入に伴う組織の再編制においては、クラブ運営管理

委員会・会員増強委員会・奉仕プロジェクト委員会・支援プログラム委員会のもとに各担当部門が統合

されましたので、委員長の舵取りは大変なものであったと存じますし、委員の皆様も戸惑われた場面が

あったことでしょう…これは４０周年記念式典・祝賀会においても同様です。しかしいずれにおいても

西クラブ持ち前の結束力で乗り越えることができました。 

私は、ロータリークラブに入会して７年と少しが経過いたしましたが、この西クラブでなければ、今

この時点で在籍していること、ましてや周年事業を迎える本年度において、皆様の前で幹事退任挨拶を

する等ということは有り得なかったと確信しています。 

このような重要な年度になぜ私が…と思うことは正直ございましたが、新しいステージに引き上げよう

と声を掛けて下さった吉田会長を始め、ご承認いただいた歴代会長の皆様、大変貴重な経験をさせて頂

いたと心より感謝しております。にもかかわらず吉田会長の強力なリーダーシップと突破力に甘えてば

かりで、ほとんどお支え出来てなかったなぁと反省しております。全例会に出席し報告が出来たことは

良かったでしょうか… 

思い起こせばたくさんの場面や思いが頭の中を駆け巡ります。 

毎週の例会にて入れ替わる司会進行の方々の少し緊張した面持ち、クラブ協議会での各委員会の熱気、

ガバナー公式訪問時の会長の横顔、野球大会で躍動する子供たちの姿、地区大会や協議会での車中の出

来上がり風景、西クラブバンドの練習風景や本番での高揚感、多数の方にお越しいただいた見識の広が

る外部卓話、姉妹クラブ同士が仲良くするお姿、４０周年記念式典での点鐘の行方と音色、工業高校イ

ンターアクトクラブの認証状伝達式、御坊南ＲＣとの姉妹クラブ再締結調印式、初参加のソウル国際大

会とパスポート騒動、避難乳母車に乗った子供の笑顔、最終夜間例会で語らう皆さんの表情など… 

挙げればキリがございませんが、その全てが私の財産となりました、ロータリーに所属してればこその

経験です。 

最後になりますが、会長をはじめ理事役員の皆様、重責を担われお疲れ様でした、そしてありがとう

ございます。事務局の本山さん、飛松さん、普段よりきめ細やかなサポートと笑顔を頂いたおかげで何

とか幕を下ろすことができます、ありがとうございました。 

何より会員の皆様の懐の深さに助けられました、時おりの厳しさはありながらも、急なお願いなども快

くお引き受け下さりありがとうございます。 

またご家族の理解なくしてロータリークラブの奉仕活動は成り立たないものです、理解を超えて奉仕へ

の協力や実践をなさるご家族もたくさんいらっしゃいます、本当にありがたく、素晴らしい事だと思い

ます。 

もうすぐ月が明ければ小坂会長、藤岡幹事の年度が船出いたします。きっとまた新しい風をこの西ク

ラブにもたらして下さることでしょう。私も、支援プログラム委員会の委員長として微力ながら貢献で

きればと思います。 

それでは西クラブの益々の発展を祈念すると共に、皆様とご家族のご健勝と御多幸を祈念いたしまして、

私の幹事退任挨拶とさせていただきます。一年間、本当にありがとうございました。 

 

 

吉田会長 前田幹事  

１年間お疲れ様でした！！ 
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