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●合唱  奉仕の理想 
 

●ゲスト 及び ビジター  なし 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□会⾧の時間      中原八重子  

皆さんこんにちは 

今回 48 代会⾧に就任できることは大変名誉ある

ことでその責任の重さを感じております。1 年間

どうぞ宜しくお願いします。   

私は大峯学さんより推薦して頂き、平成２４年

１０月にロータリに入会しました。今も近くで大

峯さんが頑張ってと言ってるように感じます。 

私自身、今までにこのような会に入ったことがな

かった為、最初は不安でしたが、皆様に気さくに

接して頂きました。 

  また亡き父をご存知な方がいてくださり父の

昔話などを聞くことで懐かしく親近感がわいた

のを覚えてます。以来、クラブの一員として１０

年がたち多くの学びと楽しさをえられ今日まで

会員を続けてきました。 

さて、新型コロナウイルスは、感染拡大から 2

年が経過し、世界の日常と生活様式を一変させま

した。そして 2022 年 3 月には、ロシアのウクラ

イナ侵攻が始まり、地球環境問題、格差の拡大、

多様性の尊重、高齢化社会、デジタルテクノロジ

ーの進化など価値観は大きく変化し私達個人や

組織はそれらに対応していかなければなりませ

ん。 

世界史の転換期ともいえる時代であるからこそ、

私達の行動機会に意味があると思います。 

私は西ロータリークラブの魅力は、世代を越え

て和気あいあいと仲が良いことだと思います。私

が会⾧を務めさせていただくにあたり、様々な研

修や出会いの機会を得られ改めて皆様に感謝を
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申し上げます。 

学んだことを着実に行動に移し、より良いクラブ

運営に活かせるよう努めます。 

皆様からのご意見とご協力のほど、よろしくお

願い致しまして 会⾧の時間とさせて頂きます。 

□幹事報告      東    淑恵  

□報告  

□地区 他クラブ 他団体 報告                   
●井福ガバナー事務所… 

 ①2021-2022 年度 ガバナー事務所 

閉鎖のお知らせ 

2022 年 6 月 30 日付  

井福博文ガバナー事務所としての業務を終了 

8 月末日まで直前ガバナー事務所として 

残務整理を行います。   

●山ノ内ガバナー事務所…   

 ①ロータリーレート   7 月 136 円  

     *6 月 127 円 

 ②ガバナー月信 7 月号  

 ③地区広報・公共ｲﾒｰｼﾞ部門ｸﾗﾌﾞ委員⾧会の 

ご案内 

  7/24（日）13:00～16:00   

メインホテル 登録料 1000 円 

  対象者：会⾧、幹事 

公共イメージクラブ会報広報委員⾧ 

●池之上ガバナーエレクト事務所開設のご案内 

           宮崎市宮田町 田崎ビル内  

●ロータリーの友 7 月号    

□クラブ報告 
●7/13（水）8 月定例理事会  

 11:00 エトワール 

●7/23（土）宮崎県西部グル―プ  

８ＲＣ会⾧幹事会 

     都城地区事務所  13:30～15:30 

                   （戸高Ｇ補佐 招集） 

●メルボルン国際大会について 

●2022-23 年度の会員名簿を校正回覧します。 

        各自 校正をお願い致します。      

 

 

□出 席 報 告 

□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。 

◎今後のプログラム予定 
7/13  各委員会フォーラム 

7/20  祝日週の為 休会 

7/27  教育振興基金  
 

雑誌会報・インターネット・広報委員会 
委 員 ⾧   ： 盛田 祐一   

委員⾧補佐 ： 徳重 幸男 

担  当  ： 大西 和博  

横山真希子 

             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 30 名 
出席率 76.92％ 
前々回修正出席率 6/22 76.92％ 
前回修正出席率 6/29  79.49％ 
届出有 川畑 藤岡 宮原 𠮷原（司） 

外山 穴井 別府 柳田 盛田  
MU 会員 
 

 

要 MU 会員(6/29) 山下 脇丸 盛田 福永  
吉原(司) 穴井 宮原 柳田  

MU 無会員(6/23) 福永 藤岡 森山 吉元 脇丸 
小田 吉原(司) 柳田 平川  

 7/6 累 計 
ニコニコ BOX 29,000 29,000 
ゴールド BOX 2,201 2,201 
ロータリー財団 ＄200        $200 
米山奨学会 30,000 30,000 
教育振興基金 30,000 30,000 
ポリオプラス 0 0 
青少年育成資金 0 0 



 

 
 
 

里 圭司 氏 
 

（職業分類：建設仮設業） 

 

 

 

 

 

 

松 豊治 会員 

     馬渡 浩志 会員 

           ・外山 会員 
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井福 博文：地区戦略計画委員・地区諮問委員・表彰選考委員⾧ 

小坂泰一郎：地区青少年奉仕統括委員・インターアクト委員⾧・ロータリー学友会委員 

吉田  努：地区戦略計画委員会委員・地区運営基金委員会委員・地区財務委員会副委員⾧ 

𠮷原 信幸：地区戦略計画委員会委員・表彰選考委員会副委員⾧・地区運営基金委員会委員 

萩原  和洋：米山奨学選考委員会委員 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

■本日のプログラム 

 

会⾧幹事 就任挨拶 

第４8 代 中原八重子 会⾧ 

 

 

 

 

  

山村 正一：（公財）都城地区教育振興基金副理事⾧ 

前田 吉基：（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 

内田建太郎：（公財）都城地区教育振興基金監事 

※ 別府 英樹：（公財）都城地区教育振興基金理事 

会⾧就任挨拶を申しあげます 

今年度は 1905 年のロータリークラブ創立以来 117 年 

今年初めての女性国際ロータリー会⾧ジェニファージョーンズさんです。 

RI テーマがイマジンロータリー 想像して下さい 

私達がベストを尽くせる世界を 

会員の積極的な参加を促すためにロータリーには適用と改革が必要 

 

地区スローガン 

第 2730 地区ガバナー 

山之内文治 

ガバナー理念 

知力を高め未来に繋げ 

多様性あるロータリークラブの実現へ 

多様性を尊重し 年齢 民族性 能力 宗教 性別志向  性同一性などに捉われず様々なバ

ックランドの人々の貢献を称える 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 



 

  

2022―23 年度の幹事を務めさせていただきます、東淑恵です。 

一年間どうぞよろしくお願いいたします。 

 

本年度の RI のテーマはイマジンロータリーです。 

私は、想像してみました。コロナの前のように楽しく例会ができたらいいなぁと。 

本年度は、コロナ感染拡大前の活動に戻ることを期待してプログラムを計画しております。 

特に、中原会⾧より親睦を深めて、一人でも多くの会員が参加できる例会を目指していきたい、

との方針を頂き、通常例会のうち数回は夜間例会へ時間を変更して企画しています。 

クラブ運営についても、本年は理事会等も有効活用して多くの会員の皆さんを巻き込んで 

全員参加のクラブ活動にしていけたらと思っています。 

私も、入会 9 年目でまだまだ知らないことが多く、先輩方に様々なことを教えていただきなが

ら、理事会を進めていきたいと思います。 

都城西ロータリークラブのメンバー全員で中原会⾧を盛り上げていきましょう。 

皆さんの協力の風で、中原丸の帆を進めてくれると信じています。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

本年度は会員の皆様と一致団結して会員の維持増強を進めて参ります。 

その為には、日々の世の中の変化に柔軟に対応し様々な事と向き合いクラブ全会員との交流を

通してお互いをさらに理解する事が大切です。 

ロータリーの原点である「親睦」「職業互恵」で仲間を支援し、クラブの強化をはかります。 

また，恵まれない子供達に恒久的支援を考えております。 

私達ロータリアンは、何度もロータリーの精神を学び、活動を続けてきました。 

ロータリーの基本は親睦と奉仕であり、親睦が奉仕の礎となります。 

そのために例会に出席し、ふれあいを深めることによって、自分の心に他のロータリアンの良質

な心の状態を映して質を高める、そしてその親睦によって生まれたエネルギーが奉仕を生み、社

会貢献へとつながっていきます。 

私の一生の思い出になる会⾧年度を充実して過ごし、都城西ロータリークラブがより魅力ある

ものとなるよう精一杯務めてまいりますので、会員の皆様の御理解・御協力をお願い致します。 

 

 
第４8 代 東    淑恵 幹事 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ＳＡＡ報告 

●ニコニコ箱● 
  船木 修一･･･中原、東年度の門出を祝して！！ 

  三坂 昭一･･･中原、東年度の門出を祝して 

徳重 幸男･･･中原会⾧、東幹事 1 年間よろしくお願いします。 

  天水 金作･･･中原会⾧、東幹事一年間宜しくお願いします。 

  山村 正一･･･新年度が始まりました。中原会⾧、東幹事がんばって下さい。 

  大西 和博･･･中原会⾧、東幹事、今年度のスタートですね。よろしくお願いします。 

  中原八重子･･･東さんと一緒に頑張ります。一年間よろしくお願いします。 

  𠮷原 信幸･･･中原会⾧、東幹事、惠島ＳＡＡ船出を祝って！1 年間あっという間です！ 

  松 豊治･･･ロータリー誕生の日と私の誕生日が同じです。 

  井福 博文･･･中原会⾧、東幹事、クラブの皆様一年間よろしくお願いします。頑張って下さい。 

  馬渡 浩志･･･中原会⾧、東幹事 大変でしょうが頑張って下さい。里さんご入会おめでとうございます。 

  ⾧友 喜信･･･中原、東女性コンビの船出を祝して。 

  松 豊治･･･米山委員会です。みなさんの協力をお願いします。 
  上田やよい･･･中原年度、東さん頑張って下さい。応援します。 

  平川 靖三･･･中原会⾧、東幹事よい一年を。 

  内田建太郎･･･中原会⾧ 東幹事 1 年間よろしくお願いします。 

  李 イウ  ･･･中原会⾧ 東幹事 1 年間宜しくお願いします。 

  小坂泰一郎･･･中原会⾧・東幹事・役員の皆様 1 年間がんばって下さい。 

  木下マリセル…中原、東年度の出発を祝して!!頑張って下さい。 

  萩原  和洋･･･中原会⾧、東幹事 1 年間頑張って下さい！！ 

  惠島 雄三･･･一年間よろしくお願い致します。 

  小田 浩司･･･中原会⾧、東幹事 1 年間よろしくお願いします。 

  福永 直人･･･里会員ご入会おめでとうございます。私は幽霊会員ですが先輩です。楽しんで下さい。 

●ロータリー財団● 

  中原八重子･･･ロータリー財団へ       吉田  努･･･ロータリー財団へ 

●米山記念奨学会● 

  中原八重子･･･米山へ 

  船木 修一･･･新委員⾧よろしくお願いします。 

  前田 吉基･･･中原会⾧、東幹事年度の門出を祝しまして。 

  吉田  努･･･中原東年度 一年間よろしく御願いします。 

●教育振興基金● 

  船木 修一･･･新委員⾧よろしくお願いします。 

吉田  努･･･教育振興基金へ        中原八重子･･･教育振興基金へ 

   


