
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

●点鐘 

 

●合唱  手に手つないで 

 

●ゲスト 及び ビジター   なし 

□会長の時間     前田 吉基 

皆さまこんにちは、3回目の会長の時間となりま

した。つい先ほど、外山会長年度の決算理事会が招

集され、最後の議案が無事に承認されました。肩の

荷が落りてさぞかしホッとなされたことでしょう

…外山直前会長、一年間本当にお疲れ様でした。ま

た、本日は大変嬉しいことに、井福ガバナー、吉原

地区幹事に例会出席いただいております。公式訪問

の日程が忙しく詰まっておりますので、合間を縫う

ようにしかご出席いただけない状況です。明日は、

鹿児島県 頴娃ＲＣ(夜)ですね、長丁場の訪問スケ

ジュールですので、なるべくご自愛いただきますよ

うお願い申し上げます。私は１０月４日(月)に野中

玄雄パストガバナーが所属される延岡東ＲＣへ、公

式訪問アテンドとしてお供させて頂ければと思い

ますので、その折は井福ガバナーよろしくお願いい

たします。私にとっては、吉田会長年度に幹事を務

めさせて頂いたときのガバナーということで、色々

とご指導を頂いた事を思い出します。西クラブの皆

様におかれましても、公式訪問アテンド先に、縁の

ある人や場所があったりすることも有るかと思い

ます。この機会を活用し他のクラブの例会に参加す

ることで新たな出会いや発見があるやもしれませ

ん、今一度、公式訪問日程をご確認いただき、アテ

ンドにご協力頂きますよう宜しくお願い申し上げ

ます。 

さて、いよいよオリンピックが開幕しました。コ

ロナ禍ということもあり無観客開催なのは視覚的

にも寂しいものがありますが、歓声や鳴り物が少な

い分、アスリートが躍動する現場の音や息づかい等

もよく聞こえてきて、また違った競技の楽しみ方が

できますね。それにしても、柔道６０ｋｇ級で高藤

直寿選手が、今大会日本人第１号の金メダル獲得し

たのを皮切りに、日本勢がメダルラッシュです。さ

らに様々な競技でも大活躍しており素直に嬉しい

気持ちになります。新競技のスケートボード・スト

リートでは男女ダブルで金メダル、堀込雄斗選手が

２２歳、西矢椛選手に至っては１３歳１０ヶ月とい

うことで、日本人史上最年少でのメダル獲得となり

ました。大舞台の重要な局面でベストトリックを決

めるその技術の高さと度胸に、1メートルのパット

をショートさせてしまうような私は、ただただ感服

せざるを得ません。会長の時間を重ねて少しでもハ

ートを強くして参ります。そして、今月は教育振興

基金強化月間でございます。後ほどの、本日のプロ

グラムにて、ハートの強い髙橋五男 都城地区教育

振興基金理事より卓話を頂戴することになってお

りますので、皆さま楽しみになされてください。都

城地区の支援を必要とする学生に、私たちが手を差

し伸べ、明るい未来に進んでいける一助となれるよ

う、より一層のご理解ご協力の程よろしくお願い申

し上げます。以上、会長の時間でした。 

第２１２９回 令和 3 年 7 月２８日 



幹事報告       横山真希子  
 
□報告                        
□地区 他クラブ 他団体 報告 
●井福 博文ガバナー事務所… 
ロータリー奉仕デー「海岸美化プロジェクト」 
「海岸清掃とハイブリット式コロキウム」企画の案内 
１．名 称 ロータリー奉仕デー 

「海岸美化プロジェクト」 
プロジェクト１ 「海岸清掃」 
プロジェクト２ 「南九州の環境を考える」 

をテーマに基調講演とパネルディスカッション 
２．日 時 プロジェクト１令和 3 年 9 月 12 日（日）

10 時～12 時 
   プロジェクト２令和 3 年 9 月 25 日（土） 

    13 時〜16 時 
３．活動内容プロジェクト１ 海岸、河川、 

湖沼のプラスチックごみ清掃 
グループガバナー補佐、各クラブ社会奉仕委員会が中

心となって実施計画書を作成し、各グループ内で清掃

場所を決め、清掃活動を行う 
 
□クラブ報告  
 
●会員名簿 校正をお願い致します。（回覧中） 
● 来週 8/4（水）納涼例会  18:30  中山荘 

 

□出 席 報 告 

 

 

□委員会報告   

 

奉仕プロジェクト委員会  

山村 委員長 

ロータリー奉仕デーについて 

 
 
 
 
□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 
 
         
 
 
 
◎今後のプラグラム予定 
8/4（水）  納涼例会 
8/11（水） 祝日週の為 休会 
8/18（水） 会員増強フォーラム① 
8/25（水） IA 年次大会報告・助成金授与 
 

 

 

 

 

 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 79.49％ 

前々回修正出席率 7/14 87.18％ 

前回修正出席率 7/21  休会 

届出有 徳重 萩原  盛田 山下   

届出無 脇丸 福永 柳 森山 

MU 会員 

7/14 8 月定例理事会 

 

7/16 都城 RC 

7/17 広報公共ｲﾒｰｼﾞ 

  部門ｸﾗﾌﾞ委員長会議 

7/20 川内・串木野 

7/21 薩摩川内 

7/24 地区社会奉仕委員

長 ZOOM 会議 

7/26 枕崎公式訪問 

7/27 加世田 〃 

  都城北 RC 

前田 吉田 中原 横山 東  

外山 内田 山下 馬渡 川畑  

山村 徳重 小坂  

井福 吉原 吉田   

前田  

 

井福 𠮷原  

井福 𠮷原 

前田 山村  

 

井福 山村 

井福 𠮷原  

三坂 萩原   

要 MU 会員(7/21) 祝日週の為 休会  

MU 無会員(7/14) 盛田 柳 穴井 福永 森山  

 7/28 累 計 

ニコニコ BOX 3,000 38,000 

ゴールド BOX 3,168 8,534 

ロータリー財団 0        $600 

米山奨学会 0 47,000 

教育振興基金 76,000 131,000 

ポリオプラス 0 0 

青少年育成資金 5,000 13,900 

…………………………………………………………… 



 

 

 

□本日のプログラム 

 

           
 

   

 

 

 

 

 

 

【清掃作業写真】 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

【会員卓話】 

（公財）都城地区ロータリークラブ教育振興基金 

髙橋理事 

・教育振興基金について 

（太陽光発電の清掃） 

6 月 12 日（土）当日は雨となりましたが  

学校関係者２１名、ロータリアン２０名 

計４１名でお掃除しました。 

お蔭様で大変きれいになりました。  

【前年度決算報告】 

外山年度決算報告  

船木 前年度会計 

【ほめ育について】 

ほめ育とは、「ほめて育てる教育のこと」です。 

人は、一人ひとり使命を持って生まれてきています。また、その使命を全うするための長

所も必ずあります。 

使命と長所を見つけてあげる、見つかる環境を作ることが 私たちが考える教育、ほめ育

なのです。 

このほめ育を通じて、「一人ひとりの能力を最大限に引き出し、自分もまわりも幸せな人

生を送ることができる」と本気で考えているのです。 



 

  

外山 直前会長 

■SAA 報告 

……………………………………………………………

●ニコニコ箱● 

井福 博文…前田年度初めてのホームクラブ出席となりました。役員の皆様一年間頑張って

下さい。一年間宜しくお願い致します。 

外山 俊明…本日は私の年度の最後の仕事、決算報告が出来ました。 

ありがとうございました。今日は私の誕生日です。 

𠮷原 信幸…入会 24 年我がクラブの参加をこんなに長く来なかったのは初めてです。 

      公式訪問も順調に進んでいます。前田会長のあいさつを初めて聞きました。 

      前田会長、横山幹事頑張って下さい。 

●教育振興基金● 

船木 修一…お役に立てば良いのカナ!!高橋委員長ガンバって!! 

内田建太郎…高橋会員、卓話ありがとうございました。 

木佐貫鐵蔵…髙橋 五男会員ご苦労様です。ガンバって下さい。 

長友 喜信…教育振興基金へ 

山村 正一…髙橋さん、ご報告をありがとうございました。 

平川 靖三…高橋会員 ごくろう様です。 

上田やよい…高橋委員長 頑張って下さい。 

横山真希子…五男さん卓話ありがとうございました。 

大西 和博…教育振興基金へ 

松 豊治…教育振興基金へ 

前田 吉基…高橋会員、卓話を頂きありがとうございました。 

●青少年育成資金● 

前田 吉基…青少年育成資金へ 

……………………………………………………………

8 月 2 日（月）鹿児島中央ロータリークラブ 

 井福ガバナー 公式訪問 風景 


