
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

●点鐘 
 

 

●合唱  奉仕の理想 
 

 

●ゲスト  

井福 GE 事務所 事務局員 隈元 千穂さん 
 

 

●ビジター   

□会⾧の時間        外山 俊明 

皆さん今日は。 

ほとんどの会員の皆さんが今年初めてお会いし

ます。改めて、今年もよろしくお願いします。 

２０２０年―２１年度も半分を終え、さらに気

持ちを引き締めて、残り半分を頑張ろうと年頭

に誓った矢先、コロナウィルスの感染が爆発的

に拡大し、宮崎県においても独自の緊急事態宣

言が発令され、外出や会食等自粛要請がなさ

れ、ロータリーも例会が開けない状況になりま

した。また会員の皆様も事業等相当の制限がな

され、大変な思いをされたことと思います。ホ

テル、飲食業、それに関連する業種の皆さんは

特に大変なことだったと思います。まだ完全に

終息したわけではありませんので、気を緩めず

日々の対策を続けてください。本日例会より変

則的な形で例会を行ってまいります。どうして

も食事の時間にマスクを外し、その時の会話が

感染のリスクを高めることを考慮し、先に例会

を進行し、終了後お弁当を配る形を取りたいと

思います。また終了後も中山荘への負担も考慮

し、特別な場合を除き、中山荘でのお弁当の飲

食はご遠慮していただきたいと思います。ロー

タリーでの感染拡大防止のための苦肉の策とご

理解頂きお願い申し上げます。ご存知の方もお

られると思いますが、台湾で行われる国際大会

がウェブでの開催となりました。コロナが収束

したら参加したいと思っておられた会員もいら

っしゃったと思いますが、残念でした。初めて

の試みですので、どのような形になるのか分か

りませんが、会場に行くこともなく、日数的な

制限もなくなっていますので、出来たら参加し

てみたいと思います。参加の方法等については

まだ調べておりませんので、詳しくは説明でき

ませんが、調べて、時間をとって皆さんにお知

らせしたいと思います。 

 さていよいよ井福ガバナーが始動いたしま

す。先週からガバナーエレクト研修会、いわゆ

る GETS が開催されております。本来ならばア

メリカのウインストンに世界中のガバナーエレ

クトが集結して一週間みっちり研修を受けられ

るはずでしたが、これもコロナの影響でウェブ

会議での研修となったようです。西クラブとし

て初めて排出するガバナーですので、どのよう

な研修がなされたのか興味深いところです。こ

の後時間が取れましたら、ご報告いただきたい

と思います。 

 コロナに関してはまだまだ油断はできませ

ん、皆さん気を緩めず、不要不急の外出を控

え、手洗いうがい、マスクの着用を徹底してく

ださい。もう少しの辛抱だと思います。辛いで

すが我慢しましょう。 

会⾧の時間でした。 

 

第２１１３回 令和３年２月１０日 



□幹 事 報 告        高辺 晃也 

●都城 RC …   

2/12（金）祝日週 休会 

2/19（金）例会時間変更 11:00～11:45 

お弁当配付後散会  

  2/26（金）祝日週の為 休会   

●都城北 RC …  

2/16（火）通常例会＆オンラインで参加可能   

  2/23（火）祝日   

●都城中央 RC … 

2/11（木）祝日 

  2/18（木）お弁当配付  

2/24（木）祝日週 休会 

●風呂井ガバナー事務所… 

① ガバナー月信 １・2月号 

② ロータリーレート 2 月 １０４円 

③ 台北国際大会 バーチャルでの開催 

④ RI 日本事務局 在宅勤務延長 2/1～2/26 

    資料室 → 業務推進・IT 室 に変更 

⑤ 国際ロータリー第 2730 地区新型コロナウイルス 対応 

地区行事の開催の基本的な考え方について 

３要件（①換気の悪い密閉空間、②多数が集まる密集

場所、③間近での会話が発生する密接場所＝三密）が

揃う環境をさけて、地区行事 開催。 

しかし、状況次第で開催の可否並びに延期の判断等を

その都度行っていく。 

⑥ 各クラブに「危機管理委員会」設置のお願い  

→ クラブ戦略計画委員会で兼務でも構わない 

●井福 博文 GE 事務所… 

①次期ガバナー補佐及び次期部門長会議のご案内 

令和 3年 2月 20 日（土）14:00 受付 

  14：45～17：25 中山荘「ダイアモンドホール」  

② 2021－2022 年度 

地区チーム研修セミナー開催について（ご案内） 

令和 3年 3月 6日（土） 9:30～16:30（受付 9時） 

メインホテル登録料  3,000 円 

各 RC にて出席者人数分をまとめてお振込み下さい 

〇ロータリーの友 １・2 月号 

〇オクトン 次年度 2021-22 年度テーマ幕の案内  

「奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために」 

 

□クラブ報告  

 

●来週 2/17（水）通常例会 12:30～13:10 

   

 

お弁当とお茶 

持ち帰り 

 

 

 

 

 

 

 

 

□出 席 報 告 
会員数       45 名 

出免数        5 名 

出席数      32 名 

出席率       80.00％ 

前々回修正出席率 1/27   コロナ休会 

前回修正出席率 2/3   コロナ休会 

届出有 大西 小田 井福  

届出無 柳 惠島 穴井 福永 川畑  

ＭＵ会員 
1/20 2 月定例理事

会 

 

1/30 クラブ会⾧ 

     ZOOM 会議 

2/5 都城 RC 

2/10GETSZOOⅯ会議 

 

外山 高辺 前田 横山 盛田  

小坂 平川 中原 𠮷原  
 

外山  

 

萩原 

井福 

要ＭＵ会員（2/3） コロナ 休会 

ＭＵ無会員（1/27） コロナ 休会 

■委員会報告      

 

 

 

 

 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
◎今後のプログラム予定 
2/17（水） 委員会フォーラム・中間決算報告 
2/24（水） 祝日週のため休会  
3/3 (水)  会員卓話 
 

 2/10 累 計 

ニコニコ BOX 24,000 166,800 

ゴールド BOX 2,537 46,385 

ロータリー財団 0 222,600 

米山奨学会 10,000 170,000 

教育振興基金 0 207,000 

ポリオプラス 0 28,120 

青少年育成資金 0 5,000 

 
 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  

 

都城市共同募金委員会 

上田 推進委員 

＊赤い羽根共同募金＊ 

26,912 円 でした 

皆様のご協力  

ありがとうございました！ 



  

   ………………………………………………………… 

 

リ   イウ 

李  昱 氏 

（職業分類：飲食業） 

◆1 月 

三坂 昭一 会員  東    淑恵 会員  

◆2 月 

吉元 鉄夫 会員  萩原  和洋 会員 

内田建太郎 会員 

 

写真には載っていませんが 

穴井 慎一  会員 

も 1 月が誕生月です 

 

◆12 月皆勤 

24 ヵ年  髙橋 五男 会員  

16 ヵ年  高辺 晃也 会員 

14 ヵ年  上田やよい 会員 
 

◆1 月皆勤 

34 ヵ年  ⾧友 喜信 会員 

 

………………………………………………………… 



■本日のプログラム 

 

 

 

 

 

 

井福年度ガバナー事務所 

事務局員 隈元千穂さん 

□ＳＡＡ報告 

 ●ニコニコ箱● 

外山 俊明…新年あけましておめでとうございます。今年も宜しくお願いします。 

      久しぶりに皆さんのお顔が見れて嬉しいです。 

高辺 晃也…会員の皆様 今年も宜しくお願いします。 

河中  功…皆さん ご心配かけました。少しは歩けるようになりました。 

      出席できる喜びを感じて  少々 

小坂泰一郎…河中さん お元気になられて出席され大変うれしいです。 

船木 修一…河中さん 再会できて嬉しいです。孫も生まれました。二重に嬉しいです。 

三坂 昭一…誕生祝を頂いて（74 歳です）後 10 年がんばります！！ 

萩原  和洋…本年 72 歳ロータリー歴 36 年です。これからも宜しくお願い致します。 

内田建太郎…誕生日祝 ありがとうございました。 

⾧友 喜信…34 年皆勤賞を頂いて 

髙橋 五男…24 ヵ年皆勤バッヂ頂きました。河中会員の紹介で入会しました。 

高辺 晃也…皆勤賞を頂きまして ありがとうございます。 

𠮷原 信幸…井福ガバナーエレクト事務所の隈元事務局よろしくお願いします。 

      今回の井福年度の協議会の時間を頂きありがとうございました。 

      皆様のご協力よろしくお願いします。 

外山 俊明…李さんの入会を歓迎します。 

小坂泰一郎…李さんご入会おめでとうございます。頑張って下さい。 

高辺 晃也…李イウさんご入会おめでとうございます。 

東    淑恵…李さんご入会おめでとうございます。一緒に楽しみましょう。 

馬渡 浩志…12 月のロータリーゴルフコンペで優勝でした。ありがとうございます。 

●米山記念奨学会● 

上田やよい…委員⾧、頑張って下さい。 

次年度 井福ガバナー事務所 運営進捗報告 

2021-22 年度のメイン日程の報告と協力要請 
１． 次期ガバナー補佐研修会 

日  程：２０２０年１２月５日（土） 

開催場所：中山荘  １４時５０分～１７時１０分 

２． 次期ガバナー補佐および部門長会議 

日  程：２０２１年２月２０日（土） 

開催場所：中山荘 

３． 地区チーム研修セミナー 

日  程：２０２１年３月６日（土） 

開催場所：メインホテル 

４． 会長エレクト研修セミナー（PETS） 

日  程：２０２１年４月３日（土）～４月４日（日） 

開催場所：中山荘 

５．地区研修協議会 

日  程：２０２１年４月２５日（日） 

開催場所：南九州大学 

６． 地区大会 

日  程：２０２１年１１月５日（金）～１１月７日（日） 

開催場所：MJ 文化ホール（メイン会場）他 

５日：ゴルフ大会 ６日：本会 

 


