
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

●点鐘 

 

●合唱  奉仕の理想・君が代 

 

●ゲスト 及び ビジター   なし 

 

□会長の時間        前田 吉基 

皆さんこんにちは、２０２１-２０２２年度 都城西

ロータリークラブ 第４７代会長を仰せつかりまし

た 前田吉基でございます。西クラブ創立と同じ１

９７６年生まれ４４歳です。平成２１年３月４日、

中村七郎会長・吉原信幸幹事年度に入会いたしまし

た。私の推薦人は小俵武元会長、牟田町で飲んでい

るとき隣り合わせたのをきっかけに、「ロータリー

に昼ご飯を食べにおいで！」と言われ、当時の私は

気が進まなかったのですが、「顔を潰すわけにもい

かないよなあ…」と西クラブにお邪魔したのが始ま

りでした。以来１２年あまり、入会当初こそ心細か

ったですが、皆さまが暖かく接してくださり、親睦

を重ねご指導をいただくうちに、ロータリーを楽し

みと充実感を覚えながら本日を迎えるに至りまし

た。 さて、本年度は西クラブにとって初めてのこ

とがあります。第２７３０地区ガバナーとして井福

博文会員が就任されたことです。昨日の奄美中央ロ

ータリークラブを皮切りに、本日もガバナー公式訪

問として、奄美瀬戸内ロータリークラブへ吉原地区

幹事と共に行ってらっしゃいます。最終訪問クラブ

は１２月１日、私たち西クラブです。 

 そして、来年５月２０日(金)～５月２２日(日)に

は、地区大会が開催されます。西クラブが主催者と

してタクトを振らなければなりません。新型コロナ

ウィルスの感染状況にもよりますが、来年であれば

ワクチンの接種率もかなり見通しが立っており、地

区大会の通常開催、東蔚山ＲＣ・御坊南ＲＣの来訪

も可能になるかもしれません。いずれにせよこれか

ら本格的に細部を詰めていく段階に入ってまいり

ます。小坂地区大会実行委員長のもとに一致結束し

て、ひとつひとつ目の前にある課題をクリアしてい

きましょう。大会を成功裏に終えた後には、楽しく

て充実感いっぱいの慰労会が開催できるのかな？

と心待ちにしております。皆さまのご理解とご協力

をお願い申し上げます。 

 後ほど、会長就任挨拶にてクラブ運営基本方針な

ど申し上げます。私などは、事業規模も小さく特に

実績や取り柄もない訳ですが、様々な縁が重なりま

して、ガバナー年度という数十年に一度しか訪れな

いタイミングで会長就任の運びとなりました。また

初の４０代会長だということで、何かと至らない面

が出てくるかと思いますが、ある部分は開き直って

思い切り取り組んで参ります。 

 横山幹事をはじめ理事役員・事務局の方々と意思

疎通・連携を図り、会員の皆さまのご協力を頂きな

がら、より楽しくより魅力的な西クラブを目指しま

す。 本日、７月７日(水)は、七夕。 

今年度、皆さまの事業・健康ともに良好で、コロナ

禍が一日も早く終息することを願い、初めての会長

の時間といたします。 

 

第２１２７回 令和 3 年 7 月 7 日 



□幹事報告      横山真希子  

□報告                        

□地区 他クラブ 他団体 報告 
●風呂井直前ガバナー事務所… 

①ガバナー退任挨拶、ならびに ガバナー事務局 

閉鎖のお知らせ 

●井福 博文ガバナー事務所… 

①ガバナー事務所への移行について 

  都城市上町 8-9 メインホテル４F            

  勤 務時 間  9：00 ～ 17：00 

 （土・日・祝祭日を除く）  

  事 務局 員   大王佐和子 ・ 隈元千保 

②7 月のロータリーレート 111 円 
     
③ガバナー月信 7 月号 
 
●ロータリーの友 7 月号 RI 会長メッセージ 
 
□クラブ報告  
●今年度の 組織図・プログラム  

後日事業計画書配付 

● 7 月は通常に戻して開催。 

● 7/14（水）8月定例理事会 例会前 11:30 

● 7/15（木）前年度監査 13:30 

          ロータリー事務局 

● 7/28（水） 前年度 決算理事会 例会後 

 

□出 席 報 告 

 

 
 

 

□委員会報告      なし 

 
 
 
 
□本日のプログラム  
 
 

会長幹事 就任挨拶 
 

       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。 
 
 
 

    
 
 
◎今後のプラグラム予定 
 
 
7/21（水）祝日週の休会 
7/28（水）会員卓話・前年度決算報告  

 
 
 

 

 雑 誌 会 報 ・ イ ン タ ー ネ ッ ト ・ 広 報 委 員 会 

 

委 員 長：川畑 忠行 

委員長補佐：福永 直人 

担   当：盛田 祐一 

       木下マリセル 

      小田 浩司 
 
 
 

会員数 44 名 

出席免除者数 5 名 

出席数 31 名 

出席率 79.48％ 

前々回修正出席率 6/23 82.50％ 

前回修正出席率 6/30  82.50％ 

届出有 井福 平川 藤岡 宮原 𠮷原 

脇丸  

届出無 柳  

MU 会員 

7/6 奄美中央公式訪

問 

7/7 奄美瀬戸内 〃 

 

井福 𠮷原  

井福 𠮷原  

要 MU 会員(6/30) 大峯 山下 脇丸 盛田 柳 森

山 福永 

MU 無会員(6/23) 平川 盛田 森山 脇丸 穴井 

宮原 小田  

 7/7 累 計 

ニコニコ BOX 28,000 28,000 

ゴールド BOX 2,995 2,995 

ロータリー財団 ＄400        $400 

米山奨学会 35,000 35,000 

教育振興基金 40,000 40,000 

ポリオプラス 0 0 

青少年育成資金 8,900 8,900 



 
 
 
  

 
【会長幹事バッジ 引き継ぎ・直前会長幹事へ感謝状贈呈】  

…………………………………………………………… 
【出向者 委嘱状交付】 

前田 吉基：ガバナー事務局筆頭副幹事 

吉田  努：地区財務委員会委員長・地区戦略計画委員会・地区運営基金委員会 

小坂泰一郎：地区大会実行委員会委員長・ガバナー事務局副幹事・ロータリー学友委員会 

インターアクト委員会 

外山 俊明：地区大会実行委員会副委員長・ガバナー事務局副幹事 

東    淑恵：ガバナー月信委員会委員長・ガバナー事務局副幹事 

川畑 忠行：事務局副幹事 

徳重 幸男：ｶﾞﾊﾞﾅｰ月信委員会副委員長 



 

  

…………………………………………………………… 

髙橋 五男：地区社会奉仕委員会・（公財）都城地区教育振興基金理事 

萩原  和洋：地区米山奨学選考委員会 

内田建太郎：地区危機管理委員会・（公財）都城地区教育振興基金理事 

三坂 昭一：３ＲＣ事務局運営委員 

河中  功：（公財）都城地区教育振興基金監事 

川畑 忠行：ガバナー事務局副幹事 

山村 正一：（公財）都城地区教育振興基金理事 

 

松 豊治 会員 

     外山 俊明 会長 

     馬渡 浩志 会員 

           ・脇丸会員 

 



■本日のプログラム 

    

会長幹事 就任挨拶 

第４７代 前田 吉基 会長 

 

 

  

ＲＩ会長テーマ  

「奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために」（Serve to Change Lives） 

 

RI 会長シェカール・メータ氏は、「ロータリーで多くの奉仕プロジェクトに係り、奉仕に目覚めたことで、私

は単なるロータリークラブの会員から、ロータリアンになった」と自身の経験を語られ、「奉仕にはロータリ

アンのＤＮＡがあり、誰かの人生だけでなく、自分の人生も豊かにする力がある。」と説かれております。そ

して夢や課題・焦点として、次のとおり活動等を掲げられました。 

『ロータリー会員数１３０万』 

過去１７年以上、ロータリーの会員数は横這い、これを来年の７月１日までに１３０万人に増やすこと、そ

の答えとして、みんなが新会員一人を入会させる「Each one、Bring one」運動を提唱されております。 

『女子のエンパワメント』 

ロータリーの中核的価値観のひとつは「多様性」です。未だ世界では女子が不利な立場に置かれることが多

く、私たちが女子のエンパワメントに取り組み、抱える問題を取り除いたり和らげることが重要です。 

『ロータリー奉仕デー』 

会長主催「ロータリー奉仕デー」に、ロータリアンは元より一般市民、ローターアクターやインターアクタ

ーにも参加してもらい、ロータリーの活動を世界や地域へ紹介してまいりましょう。 

※ロータリーＤＥＩ(多様性・公平さ・開放性) 

※エンパワメント(個人や集団の持っている潜在能力を引き出し、湧き出させること) 

 

第２７３０地区スローガン 

「ロータリの原点に立ち 誇りと自信を持って行動(奉仕)しよう」 

 

 本年度は、都城西ロータリークラブより、井福博文氏を第２７３０地区ガバナーとして輩出するという誇

り高い年度を迎えました。ガバナーは常日頃より次の二つの標語を大切にしておられます。 

『超我の奉仕』 『最もよく奉仕する者、最も多く報いられる』 

「これほど端的にロータリーとロータリアンの精神を言い表している言葉はない」と評され、ロータリーの

原点を大切にし、焦点を当てることを示されました。 

ホストとして地区大会を開催する初めての年度でもあり、ロータリーの原点である「親睦」「職業互恵」を基

に仲間を支援し、クラブの強化・結束を実践いたします。 



 

  

クラブテーマ 

「誇りと自信を胸に 多様性・開放性を高めよう」 

 

 都城西ロータリークラブ創立１９７６年３月以来、幾多の先輩方により歴史・伝統が築き受け継がれまし

た。そしてそこにはロータリーの原点があると考えます。 

 しかし、昨今のコロナ禍により、私たち都城西ロータリークラブも甚大な影響を受けております。従来の

活動が出来ていない状況でどうするのか．．．変化・進化するべきと考えます。新しい活動を模索し挑戦する

ことにより、クラブに楽しさ・躍動感がもたらされるのではないでしょうか、そしてそれはきっとクラブの

魅力に繋がります。 

 これまで受け継がれてきたロータリーの原点に誇りと自信を持ち、多様で開かれた魅力あるクラブを目

指して参ります。 

『５０周年に向け 会員５０名以上の達成』 

今年度に地区大会を擁し、やがて５０周年を迎える西クラブであるからこそ、このコロナ禍において攻めの

会員増強を図る必要があると考えます。そのために全会員に対し明確に目標を示し、機会と予算の拡充をい

たします。新会員獲得のため、年に３回にわたり会員増強フォーラムを開催し、計画的に会員選考と入会ア

プローチを繰り返します。 

また、ＲＩ会長が掲げる、みんなが新会員一人を入会させる「Each one Bring one」運動を、過去の入会成

功事例と共に共有し、クラブに浸透するよう努めます。 

 

『女子のエンパワメント(多様性・開放性)の追及』 

性の多様性という意味では、LGBT(Q)その他、色々とあるようですが・・・ 

女性や幅広い分野で活躍される方を会員に迎え入れることで、「親睦」「職業互恵」に厚みと多様性が増しま

す。クラブ活動が活気ある魅力的なものになり、誇りと自信をもった力強い会員増強活動が出来ると考えま

す。 

 

 また、会長の時間の試みとして、月に１回お一方。お誕生月スピーチを２～３分ほど取り入れたいと考え

ております。ずいぶん前になりますが、吉田副会長が「前田君！会長の時間は、会長がどんな風に時間を使

っても良いんだよ！」とおしゃっていたことがございまして、それがずっと頭に残ってました。毎月、お話

を伺いたい方に、事前にお声掛けいたしますので、どうか快くお引き受けください！よろしくお願いいたし

ます。 

 

 本日、船は出航しましたが１年間の旅を終えてまた港に戻って来ねばなりません。 

皆さま御一人御一人が大切な乗組員であり、様々な歯車でもあります。航海となれば困難なことが待ち受け

てる事もあるかと思いますが、楽しく充実したいい旅だったと思って頂けるよう、精一杯舵を切って参りま



 

 

 

第４７代  横山真希子 幹事 

 

 

 

  

皆さんこんにちは、 

この度、都城西ロータリークラブ幹事を務めさせていただくことになりました横山真希子です。 

いよいよ前田会長のもとで幹事の任務が始まります。何分にも経験不足で不安がいっぱいですが、皆様

のご指導を頂戴しながら、歴史ある西ロータリークラブの存在を汚さぬよう、会員お一人お一人に寄り

添い一生懸命努めたく思います。 

 新型コロナウィルスの影響を受け、何かと難しい局面はございますが、外山直前会長が残された「楽し

いロータリークラブ」を胸に刻み頑張ります。 

私としましては、前田会長が目指される会員数５０名達成に力を入れたいと思います。 

会員の皆様と歴史ある都城西ロータリークラブを盛り上げていくため、この一年、微力ではございます

が精一杯努めて参りますので、皆様のご指導ご協力の程、宜しくお願い申し上げます。 

 
■ＳＡＡ報告 

…………………………………………………………… 

●ニコニコ箱● 
  松 豊治･･･会長幹事ご苦労さんです。頑張って下さい。 

  松 豊治･･･84 歳になりました。みなさんよろしくお願いします。 

天水 金作･･･新年度スタートを祝して。 

  木佐貫鐵蔵･･･前田会長・横山幹事 1年間宜しくお願いします。 

  馬渡 浩志･･･前田会長、横山幹事 1年間宜しくお願いします。 

  上田やよい･･･前田、横山年度 頑張って行きましょう。 

  船木 修一･･･外山高辺年度の出発です。頑張って下さい。 

  小坂泰一郎･･･前田会長 横山幹事 1 年間がんばって下さい。 

  李 イウ ･･･前田会長、横山幹事今年宜しくお願いします。 

  木下マリセル･･･前田会長、横山幹事 今年よろしくお願いします。THANK YOU !! 

  穴井 慎一･･･就任おめでとうございます。よろしくお願いします。 

  外山 俊明･･･感謝状とバッジ誕生祝いを頂きました。 

  大西 和博･･･前田会長、横山幹事これからの 1 年間宜しくお願いします。 

         少しずつ日常が戻る事を祈ります。 
  船木 修一･･･前田新会長横山幹事さん 1年間よろしくお願いします。 

  河中  功･･･前田会長、各役員さんのご健闘を祝って。 

  長友 喜信･･･前田会長 横山幹事忙しい年度と思いますがよろしくお願いします。 

  三坂 昭一･･･前田年度の門出をお祝いして。 

  東    淑恵･･･前田会長・横山幹事 1年間よろしくお願いします。 



  

  徳重 幸男･･･前田会長、横山幹事 1年間よろしくお願いします。 

  髙橋 五男･･･前田会長、横山幹事 1年間宜しくお願いします。 

萩原  和洋･･･前田会長様、横山幹事様コロナ禍がまだまだ続きますが体に気を付けて 

       頑張って下さい！！ 

  外山 俊明･･･前田、横山年度スタートを祝して 

  内田建太郎･･･ニコニコへ 

  横山真希子･･･皆様一年間どうぞ宜しくお願い致します。 

  小田 浩司･･･前田会長 横山幹事 井福ガバナー 新年度宜しくお願いします。 

 

●ロータリー財団● 
  前田 吉基･･･一年間、精いっぱい取り組んで参ります。理事・役員・会員の皆様 

         よろしくお願いします。 

  吉田  努･･･井福、𠮷原年度もスタートしました。よろしくお願いします。 

  中原八重子･･･前田会長、横山幹事 今日から年度のスタートですね！ 

         一緒に頑張っていきましょう。 

  大峯  学･･･ロータリー財団へ 

 

●米山記念奨学会● 
  前田 吉基･･･米山記念奨学会へ 

  大峯  学･･･米山記念奨学会へ 

  中原八重子･･･米山記念奨学会へ 

  吉田  努･･･前田、横山年度スタートを祝して。 

 

 

●教育振興基金● 
  前田 吉基･･･教育振興基金へ 

  大峯  学･･･教育振興基金へ 

  吉田  努･･･誕生祝いの品はその季節のポン酢をお出しします。 

  中原八重子･･･教育振興基金へ 

  山村 正一･･･前田年度がスタートしましたね。前田会長、横山幹事がんばって下さい。 

 

●青少年育成資金● 
  前田 吉基･･･青少年育成資金へ 

 

 

●恒久基金● 
  長友 喜信･･･井福ガバナー𠮷原幹事 2730 地区 西ｸﾗﾌﾞの為よろしくお願いします。 

 
 

 

 


