
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

●点鐘 

●合唱     それでこそロータリー 

●ゲスト   

●ビジター   

□会長の時間     前田 吉基 

皆さまこんにちは、３１回目、最後の会長の時間と

なりました。皆さま、本年度は楽しめましたでしょ

うか？まずもってのお報告として、先程の理事会に

て、河中会員が名誉会員に移行されることが承認さ

れました。長年のご活躍やクラブへの貢献と共に、

様々なものを残し伝えて下さいました。本当にあり

がとうございます。先週は皆さまと共に年度末夜間

例会・懇親会を迎えることができ大変嬉しい思いで

した。高橋会員・中山会員との久々の再会や大峯会

員を偲ぶひと時、そして皆さまとグラスを傾けなが

ら親睦を深められたことに感謝の気持ちでいっぱ

いです。今日は、内容が盛り沢山となりそうですの

で、早めから食事をとる例会スタイルで進めさせて

頂いております。さて、最後に何を話そうかと昨日

考えたのですが、何も浮かんで来ず…とりあえずゴ

ルフ打ちっぱなしへ逃げるように行ってしまいま

した。アドリブが利かないからこそ仕込みが大事な

のに情けない限りです。歴代会長の先輩方は準備万

端で、頭の回転が早く、アドリブも利きますので尊

敬いたします。会長の時間って難しいですね…さて、

今日まで私なりに会長を務めて参りましたが、歴代

会長を中心として都城西ロータリークラブが築き

上げてきた歴史に、改めて誇りと敬意を抱きます。

同じ１９７６年生まれの西クラブ同様、これからも

共に成長できればと思っております。様々な年度が

ございますが、本年度の西クラブにおいては、コロ

ナ禍においてガバナーを輩出し、地区大会のホスト

クラブを担当するという、クラブ創立以来のミッシ

ョンを課せられたのが最大の特徴だったのだろう

と思います。振り返ってみれば、正直、痺れる場面

がけっこうあったように思いますが、持ち前の結束

力で成功裏に終えたと言っていいのではないでし

ょうか！皆さまのご理解ご協力をいただきまして、

本当にありがとうございました。また、個人的な心

配事としては、職業的にコロナ禍の影響は避けられ

ませんでしたので、そんな中で何とか今日の日を迎

えられたことに 1 番安堵しております。やはり事業

が成り立ってこそのロータリー活動ですので心配

な日々でありました。 

 最後の会長の時間も終えようとしてますが、寂し

さはありません。至らない点がたくさんあったこと

は自覚していますが、それも含めて私の会長の１年

間でした。何とか、中原・東年度に引き継ぐべく、

西クラブの港に帰って来られましたことを嬉しく

思いますと共に、次年度でのお二人のご活躍を心よ

りお祈り申し上げます。しばらくすれば、西クラブ

も５０周年を迎えます。至らなかった点は、次年度

やその先で尽力することをお約束申し上げると共

に、この場での最後の感謝を申し上げまして、年度

締めの会長の時間といたします。１年間ありがとう

ございました。 

第２１５７回 令和４年６月２９日 



□幹事報告     横山真希子  

□報告                        
□地区 他クラブ 他団体 報告 
●井福ガバナー事務所… 
●山ノ内 GE 事務所… 
①第 56 回インターアクト年次大会開催と 
 国際ロータリー第 2650 地区ＩＡ交流会のご案内 

2022-23 年度 インターアクト委員会  
委員長 小坂 泰一郎（都城西 RC） 

2022 年 7 月 31 日（日） 受 付  11：00  
かごしま空港ホテル 
昼食会 11：30～12：30 

（第 2730 地区内のｲﾝﾀｰｱｸﾄ生、ﾛｰﾀﾘｱﾝ） 
講演会 12：45～13：50 

   （維新ふるさと館特別顧問 福田賢治氏） 
交流会 14：00～15：00             

インターアクト生・顧問教諭 無料  
ロータリアン 1,000 円/人（当日徴収します）  

     
②新型コロナウイルスの影響による 

出席免除会員に対する地区関係資金納入免除 

措置について引き続き継続するご案内 
各個人申請書 （理由記載のもの）を添付して 

山ノ内 GE 事務所へ提出のこと 
●第 49 回 盆地まつり実行委員会  

開催のおしらせ ８/６（土）    
□クラブ報告 
●6 月は 決算月です。   

会費等の納入をお願い致します。 
7/13（水） 8 月定例理事会  11:00 エトワール  

□出席報告 

■委員会報告 

 
地区登録部会 

外山 部会長 

 

・登録キット配布 

 

 

             吉原 地区幹事 

             

              ・国際大会 

メルボルンの案内 
 

 

 
 会長賞 授与 

 

  船木 会員 

 

 

 

□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 
7/6 （水） 会長・幹事 就任挨拶  
7/13  (水)  各委員会フォーラム 
 

 

 

 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 46 名 

出席免除者数 7 名 

出席数 30 名 

出席率 76.92％ 

前々回修正出席率 6/15 87.18％ 

前回修正出席率 6/22 76.92％ 

届出有 脇丸 山下 吉原(司) 萩原  

福永 盛田 宮原 柳田 穴井  

届出無     

MU 会員 

6/23 都城中央 RC 

6/26 地区クラブ 

  活性化ｾﾐﾅｰ 

  

藤岡   

井福 吉原 中原  東     

要 MU 会員(6/22) 脇丸 吉原(司) 藤岡 森山 

福永 柳田 吉元 小田 平川  

MU 無会員(6/15) 吉原(司) 福永 大西 脇丸  

平川       

 6/29 累 計 

ニコニコ BOX 36,000 376,700 

ゴールド BOX 3,071 80,102 

ロータリー財団 0       ＄2,300 

米山奨学会 5,000 243,300 

教育振興基金 13,000 318,000 

ポリオプラス 0 0 

青少年育成資金 3,000 40,900 

【会長 幹事 ガバナー 地区幹事 退任挨拶】 

 



 

 

 

□本日のプログラム  
 

 

 

 

 

    
 

   第 47 代 前田 吉基 会長 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【会長 幹事 ガバナー 地区幹事 退任挨拶】 

 

本年度、７日７日の第１例会で出航いたしました、ほぼ時を同じくガバナー公式訪問も始まっています。尚、

公式訪問では、アテンドとして多くの会員の方にご協力頂き、心より感謝申し上げます。第２例会では棈松会

員に誕生月スピーチを頂戴しました。こちらは年間を通して行う予定でしたが、新型コロナ感染拡大の影響に

よりこの一回だけの実施に終わったのは心残りです。そんな中でも、納涼例会・少年野球大会・献血例会・年

末家族会・観桜会・年度末夜間例会など、定番のクラブイベントを開催できたことは本当にありがたいことで

した。納涼例会では、今年度初めての新入会員として別府会員を迎え入れることができましたので、印象深く

残っていますし、後に『らしくサポート』様への食糧支援に繋がりましたので、社会奉仕活動ができたのでは

ないかと思います。少年野球大会も順延等はございましたが何とか開催することができ、生き生きとした少年

の姿や、ご存命の頃の松尾理事長もおられ「野球を通して、心を磨く」とおっしゃっていたのが思い出されま

す。献血例会では、奉仕プロジェクト委員会を中心にご尽力頂きまして、コロナ禍にありながら１１２名の受

付中、献血者数１０５名と、９３%を超える採血割合となりました。会員の皆さまをはじめ、ご協力頂いたご家

族や関係企業の方々に感謝申し上げます。年末家族会においては、久しぶりにご家族を招いての開催となり、

ジモミヤチケットを活用しお食事をグレードアップ ver にてお届けいたしました。クラブ運営管理委員会の山

下委員長を中心に、アトラクションや出し物、ビンゴ大会など細部まで行き届いた采配をふるって頂きありが

とうございました。会長の皆さまにおかれましては、多数の協賛品により家族会に花を添えて頂き、感謝申し

上げます。年が明けての４ＲＣ合同新年例会や裁判所訪問は、新型コロナ感染拡大により中止になってしまい

ましたが、まん延防止重点措置明け直後の例会にて、吉原司会員をお迎えできましたことは、大変大きな喜び

です。観桜会では会員のみでしっかりと親睦を深められたと思います。１週間後の４月１３日、ようやく井福

ガバナーが公式訪問にいらっしゃいました。当初の予定１２月１日から二度の延期を経ての開催となりました。

同日、柳田勉会員を仲間として迎えることができましたましたことを嬉しく思います。一方、この頃から地区

大会モードが加速し、繰り返し実行委員会が開催され、西クラブの皆さまにおかれましては、それぞれの役割

において多大なご尽力を頂きましたことに感謝申し上げます。尚、この頃には整備したリモート環境を用いて、

配信や新しい出席の仕方だけでも提供したいと思ってましたが、私のリーダーシップ不足により実現できませ

んでした。こちらは私が責任をもって進めて参ります。尚、別途、委員会を立ち上げ、リモート環境を活用し

た会員の在り方についても議論を深めて参ります。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地区大会の直前、大峯会員との突然のお別れは夢にも思わないことであり、ご冥福をお祈りいたします。その

ような中、地区大会を迎える訳ですが、ＲＩ会長代理 中村康晴様をはじめ、宮崎県知事 河野俊嗣様・都城市

長 池田宜永様それぞれご本人にお越し頂けたことは大変ありがたいことでした、後に都城市長への表敬訪問に

繋がり、その際ご出席への御礼を申し上げると共に、以前より機会を伺っていた、ウクライナ避難民支援金の

贈呈にも繋がりました。また、井福ガバナーを応援するために、和歌山の御坊南ＲＣの皆さまが１５名中１２

名もお越しくださったことは、この上ない喜びのひとつです。大会、懇親会・二次会から観光と楽しんで頂け

たと信じています。ホストクラブとして、皆さまのご尽力を頂戴し、何とか成功裏に終えることができました。

改めて心より感謝申し上げます。今年度最後の会員増強フォーラムでは、最後の夜間例会に新入会員候補の方

をお招きする方針を固めましたが、里さんのご出席を実現できました。例会前の西クラブゴルフコンペより参

加頂き、例会・懇親会と親睦のひと時を持つことが出来ました。入会の意思を示されてるということで、馬渡

増強委員長のリーダーシップに感謝申し上げます。まだまだご紹介できていないプログラムが沢山ございます

が、それらひとつひとつ各委員会の委員長をはじめ委員の皆さま、関係者の方のご活躍があります。今年度は

特殊だったこともあり、より大変だったことと思います。ご尽力頂いた皆さまに心より感謝申し上げます。吉

田副会長には事あるごとに相談させて頂きましたが、いつも的確にアドバイスを下さりありがとうございまし

た。内田ＳＡＡ、私の急な方針転換などにも臨機応変に対応していただき、おかげさまをもちまして円滑な例

会進行を実現することが出来ました、ありがとうございます。会員の皆様方には、ふとした時に励ましや温か

いお言葉、ご指導を頂けたことに心より感謝申し上げます。理事会メンバーの皆さま、今日の今日まで臨時理

事会へのご出席となりました。私の不甲斐なさにより、詰めが甘かったり強引で慌ただしい進行や決議になっ

てしまった事が度々あったかと思います。そんな中で、率直な意見や協力くださる姿勢に勇気を頂き、何とか

今日の日を迎えることが出来ました。本当にありがとうございました。事務局の本山さん・原園さんには、会

長エレクトの時より幾度となくお世話になり無理難題を言ったことがあったかもしれません。お二方のサポー

ト無しに私の職務を果たしていくことは出来ませんでした。事務局に行く回数はだいぶ減るかと思いますが、

これからも宜しくお願いします。そして、難しいと思われた今年度、不安を抱えながらも幹事職を引き受け、

支え続けてくれた横山幹事に感謝を申し上げます。コロナ禍の影響を受け、仕事・家族・ロータリーと悩む機

会が多かったであろうと思います。私は「できる範囲で構わないから」「無理なところは俺がやるから」と伝え

ましたが、それがむしろ精神的な重荷になったことだってあったかもしれないと申し訳なく思っています。横

山幹事が献身的に支えてくれたことで、今日の日を迎えることができました。エレクト年度より２年間にわた

り、本当にありがとうございました。 

最後に、クラブテーマ「誇りと自信を胸に 多様性・解放性を高めよう」と掲げ、本年度を運営して参りました。

しかし出来たこともあれば上手くいかないこともあり、反省点ばかりの１年間ではございましたが、会長の時

間でも申し上げたとおり、次年度そしてその先で、微力ながらも西クラブの力になれるよう引き続き努めて参

りますので、今後ともどうぞ宜しくお願い申し上げます。以上、西クラブに携わる全ての方に感謝を申し上げ、

会長退任挨拶とさせていただきます。ご静聴ありがとうございました。 

 



 

 

 

 
 第 47 代 横山真希子 幹事 

 

  

 

皆様、 

まだまだ至らないとこばかりで 

ご迷惑と心配をおかけしたかもしれませんが、幹事をさせて頂いた経験をこれか

らのロータリー活動へ、そして自分の仕事へも生かせたらとおもっております。 

ご協力頂いた全てのロータリー会員様、事務局の皆様、中山荘の皆様本当にあり

がとう御座いました。 

そして会長、常に壁となり、盾となり見守って頂いてありがとう御座いました。 

どこかでまたお力添えできたらと思います。一年間ありがとう御座いました。 

 

また、コロナ感染対策の緩和もあり、ここからは三年未満の会員様にも、西ロー

タリークラブを存分に楽しんで頂けたらと心から思っております。 

 

中原、東年度がスタート致します。 

 

また新しい年度も引き続き皆様とロータリー活動を楽しめたらと思います。 

一年間本当にお世話になりました。 

 

 



 

 

 

 

 
井福 博文 ガバナー 

 

 

  

ガバナーノミニーデジグネートに都城西クラブから推薦されて足掛け 4年、ガバ

ナーノミニー、カバナーエレクト、そして責任ある地区カバナーとしての 1年間、

長かったガバナー関係の職務があと 2 日で終わろうとしています。正直に言います

とガバナーに就任した 2週間後あたりにはカバナーを辞めて、ロータリーも退会し

ようと思い悩んだこともありました、しかしながら私の心を支えて下さった幾人か

のロータリアンのお陰様をもちましてその考えを裏に隠し何とかここまでやり遂

げることが出来ました。 

暑い時期に汗だくで各クラブを公式訪問し期待以上の歓迎をして頂いたこと、土

日は地区委員会やローターアクトの地区会合への出席など忙しい週末でしたが多

くの収穫がありました。また、地区大会を InPerson で出来たことは私を含め実行

委員会の皆さんも達成感を得ることができた地区活動だったと確信しております。

小坂泰一郎大会実行委員長をはじめ実行委員会の皆さんには心から感謝とお礼を

申し上げます。 

しかし心残りは地区の会員増強が思ったように出来なかったことです。私は会員

増強の思いやアイデアは持っていたもののコロナの影響で実行することが出来ま

せんでした。年度当初より減少しなかったのが何よりも救いとなりました。 

最後に地区運営におきまして都城西クラブの会員皆さんをはじめ吉原地区幹事、

吉田財務委員長にはそれぞれの立場で頑張って頂きました、感謝を申し上げて、私

のカバナー退任の挨拶といたします。 

 



 

 
 
 
 

𠮷原 信幸 地区幹事 

 

  

今回、約 2年間エレクトから地区幹事として、いろいろな経験をさせて頂きました。

今後の活動として都城西ロータリークラブのためにこの経験を活かして尽力致し

ます。 

井福 博文ガバナー、𠮷田地区財務委員長、都城西ロータリークラブの皆様 

大変お世話になりました。感謝です。 



□ＳＡＡ報告  

 

 
 

 
 

●ニコニコＢＯＸ● 

𠮷原 信幸…前田会長、横山幹事、内田 SAA 無事に着港おめでとうございます。 

      私も今年度、地区幹事職も終わります。楽しい事より苦しい事の方が多かった 1 年でし

た。前田会長の地区大会ホストクラブ代表あいさつ素晴らしかったです。 

      皆様に感謝です。ありがとうございます。 

徳重 幸男…前田、横山年度、無事に港について嬉しいです。大航海お疲れ様でした。 

松 豊治…会長、幹事、理事の皆さんご苦労様でした。 

小田 浩司…1年間ありがとうございました。前田会長、横山幹事お疲れ様でした。 

小坂泰一郎…井福ガバナー、地区役員の皆様 1年間ご苦労様でした。 

小坂泰一郎…前田会長、横山幹事、役員の皆様 1年間ご苦労様でした。 

惠島 雄三…前田会長、横山幹事一年間ありがとうございました！ 

井福 博文…お蔭様をもちまして、無事に年度を終えられそうです。皆様ありがとうございました。 

木佐貫鐵蔵…会長、幹事 1年ご苦労様でした。 

東    淑恵…前田会長、横山幹事 1年間おつかれ様でした。 

中原八重子…前田会長、横山幹事お疲れ様でした。 

三坂 昭一…前田年度を祝して お疲れ様でした。 

長友 喜信…前田年度、役員、理事の皆様ご苦労様でした。感謝申し上げます。 

天水 金作…前田年度の役員の皆様 一年間お疲れ様でした。 

吉田  努…前田会長、横山幹事一年間本当にお疲れ様でした。お世話になりました。 

外山 俊明…前田会長、横山幹事一年間ご苦労様でした。 

横山真希子…皆様 1年間ありがとうございました。 

木下マリセル…前田年度の大盛会を祝して！！ 

馬渡 浩志…前田会長、横山幹事お疲れ様でした。 

船木 修一…前田年度の役員の皆様 1年間ありがとうございました。 

船木 修一…大変名誉です。（前田会長賞）久しく賞状をもらっていませんでした。家宝とします。 

山下 直哉…前田会長、横山幹事一年間ご苦労様でした。本日は最終例会へ出席できず、すみません。 

髙橋 五男…前田会長、横山幹事一年間、大変お疲れ様でした。 

髙橋 五男…井福ガバナー𠮷原地区幹事一年間の大役お疲れ様でした。 

藤岡 成学…前田会長、横山幹事お疲れ様でした。 

内田建太郎…会長、幹事 1年間おつかれ様でした。またＳＡＡを 1 年間見守って頂きありがとうござい

ました。 

 

●米山記念奨学会● 

内田建太郎…米山記念奨学会へ 

李 イウ…前田会長、一年間お疲れ様でした。ありがとうございます。 

 

●教育振興基金● 

別府 英樹…前田会長、大変な年に 1年間、本当にお疲れ様でした。 

山村 正一…前田会長、横山幹事、お疲れ様でした。 

      井福ガバナーお疲れ様でした。小坂地区大会委員長、𠮷原地区幹事、𠮷田財務委員長 

      ご苦労様でした。  

内田建太郎…教育振興基金へ 

 

●青少年育成資金● 

前田 吉基…都城西ロータリークラブの皆様一年間本当にありがとうございました。 

井福ガバナー・𠮷原地区幹事お疲れ様でした。 


