
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

●点鐘 
 

 

●合唱  奉仕の理想 
 

 

●ゲスト 宮崎県西部グループ 2020～2021 年度 

       ガバナー補佐 

       田村香代子 様 

       （都城中央 RC） 

●ビジター  なし 

□会⾧の時間        外山 俊明 

   

  

 

 

 

 

 

皆さん今日は。 

 先週は、コロナ感染者が拡大する中、姉妹ク

ラブの調印に和歌山の御坊に行ってまいりまし

た。内容については、この後のプログラムで報

告させていただきます。コロナ感染のリスクは

あったのですが、出来る限りの対策は取ったつ

もりです、今のところ発熱もなく、症状も出て

おりませんので、大丈夫だと思います。あと１

週間は様子を見ないとだめですけどね。いらな

いお土産はばらまきたくはないです。しばらく

は私たち３人には近づかない方がいいかもしれ

ませんね。 

徳重姉妹クラブ担当委員の心遣いで、先方にケ

ンコー食品の焼肉のたれを送っていただいてお

りました、大変喜ばれておりました。そのお返

しと言うことで御坊南ロータリークラブから、

たくさんのミカンを頂きました。袋に小分けし

ておりますので、皆さんお帰りの時にお持ち帰

りください。後、私たちの旅費に対して、補助

を頂きましたので、お土産として梅干を買って

きました。和歌山は美味しいミカンと梅干の生

産が盛んなところです、是非皆さんに食べて頂

こうと思います。今日は、私の顔が少しにやけ

ていると思いませんか、御坊に行けた嬉しさも

あるのですが、先週末からやっと冬らしくなっ

てきました。朝には霜も降りるようになり、だ

いぶ寒さを感じております。そうなると急に灯

油の注文が増えて忙しくなりました。コロナの

影響で、飲食店や旅行業などは大きな打撃を受

けておりますが。私たち燃料屋は暖冬になると

痛手を受けます。皆さんは燃料代がかからない

方が良いでしょうけど、わしたちも助けてくだ

さい。 

 今期の冬はコロナの影響で、巣ごもりで自宅

にいることが多いでしょうからどんどん灯油を

焚いて、私たちをにやけさせてください。もっ

ともっと寒くなってくれないかな。 

 会⾧の時間でした。 

第２１０９回 令和２年 12 月２日 



□幹 事 報 告        高辺 晃也 

□報告 

 

●風呂井ガバナー事務所…  

①第 8期 2730RLI-DL 研修セミナー 

候補者推薦のお願いとセミナー開催のご案内 

☆日  時：２０２０(令和２)年１２月１９日(土) 

９：３０～１５：００ 

☆場  所：学校法人田村学園 都城調理師高等専修学校 

☆内  容：ＤＬ職務の理解と実習  

☆登録料：無料 

☆昼食代：1,000 円 …当日、受付にて徴収致します 

②ロータリーレート 12 月１０５円 *現行 104 円 

③ガバナー月信 12 月号 

④第 2回地区運営委員会 開催・喜島ガバナー年度                           

     慰労会及び井福博文ｶﾞﾊﾞﾅｰｴﾚｸﾄ壮行会 

        お知らせ 

令和 2年 12 月 5 日（土） 16：00-17：45   

第 2 回地区運営委員会（当初予定どおり実施） 

     18：00～の慰労・壮行会→中止 

●井福ガバナーエレクト事務所… 

① 井福 G 年度 次期ガバナー補佐研修会・懇親会       

       開催の案内 

 開催日時 ： 2020 年 12 月 5日（土）  

会 議  開会 14：50  閉会 17：10 

懇親会  開会 18：00  閉会 20：00 予定 

中山荘  会費 ：￥5000 当日徴収いたします 

議題 ： 今後の行事予定・次期 G 補佐研修会・次

期ガバナー役割  

参加予定者 ： 次期ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐・ｶﾞﾊﾞﾅｰｴﾚｸﾄ 

次期地区研修リーダー・次期地区財務委員長・次期

地区幹事・次期筆頭副幹事・次期担当副幹事 

●ロータリーの友 12 月号 

●日本事務局 ロータリーの友事務所… 
新型コロナウイルス感染症に関する友事務所対応

の件 

1）『友』配布に関して 

  編集・製作工程の関係機関と協力し、極力第 1

例会日にクラブへお届けできるように製作してい

きます。万一遅れる場合は別途ご案内します。 

2）友事務所運営について 

基本的に友事務所職員は時差出勤と在宅勤務併用

で業務。 

 

□クラブ報告  

●12/9（水） ４RC４役会    18：00 

                中山荘 

●12/15（火） 1 月定例理事会  18:30～         

                 都城焼肉党 

 

□出 席 報 告 
 

会員数       44 名 

出免数        4 名 

出席数      30 名 

出席率       75.0％ 

前々回修正出席率 11/18   82.5％ 

前回修正出席率 11/25   祝日週のため休会 

届出有 河中 川畑 藤岡 馬渡 穴井  

小田   

届出無 柳 福永(直) 脇丸 宮原  

ＭＵ会員 

11/18  

第 1 回情報集会 

 

11/20 都城 RＣ 

 

馬渡 三坂 吉田 外山 高辺 

大西 惠島 木下 小田  

 

萩原      

要ＭＵ会員 

（11/25） 

 

祝日週のため休会 

ＭＵ無会員 

（11/18） 

穴井 河中 川畑 藤岡 柳   

福永(直) 吉原    

 

□本日のプログラム 

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 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 
◎今後のプログラム予定 
12/9  上期事業報告 
12/16  年次総会 
12/23   夜間例会 
 

 12/2 累 計 

ニコニコ BOX 8,500 126,800 

ゴールド BOX 2,489 36,967 

ロータリー財団 0 201,600 

米山奨学会 0 160,000 

教育振興基金 0 207,000 

ポリオプラス 0 28,120 

 
 雑誌会報・インターネット・広報委員会  

委 員 ⾧：平川 靖三 
委員⾧補佐：吉原 信幸 

担   当：東 淑恵  

  



 
 

 
 

 

 
 

□本日のプログラム 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

  

徳重 幸男 会員  木下マリセル 会員  

大西 和博 会員  吉原 信幸  会員 

 

写真には載っていませんが 

大峯  学  会員   小田 浩司  会員 

も 12 月が誕生月です 

前田 吉基 会⾧エレクト        横山真希子 幹事エレクト  

 

御坊南 RC への姉妹クラブ締結・訪問の報告 

姉妹クラブ締結同意書 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           

 

□ＳＡＡ報告 
 

宮崎県西部グループ  

2020～2021 年度 ガバナー補佐 

田村 香代子 様 あいさつ 

・ロータリーデーについて  

・台北国際大会登録 ガバナーナイトについて 

・地区諸会議出席後、クラブにて報告のお願い 

・その他  

●ニコニコ箱● 

吉田  努…和歌山よりのお土産ありがとうございます。 

中原八重子…お土産ありがとうございます。 

      そして和歌山に行かれた三人の方お疲れ様でした。 

吉原 信幸…誕生日祝いを頂きました。お母さん 生んでくれてありがとう！ 

東    淑恵…みかんをありがとうございます。 

木下マリセル…THANK YOU FOR BIRTHDAY FLOWER 

大西 和博…誕生日祝い有難うございます。早や 61 歳です。 

田村香代子…まもなく折り返し 皆様のご協力をお願いします。 

姉妹クラブ締結調印式 
向かって左から三列目…坂本雅信 寺井政義 濵口顕人 楠本勝彦 丸山晋右 谷口卓司  

二列目…坂井和夫（ＳＡＡ） 古谷恭子 石橋理代 笹野千賀子 溝西 薫 田淵光彦 

一列目…喜多英隆 田ノ本章平（幹事） 前田達也（会長）外山会長 前田会長ｴﾚｸﾄ 横山幹事ｴﾚｸﾄ 

                                          敬称略 

…………………………………………………………………

………… 


