
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

●点鐘 
 

●合唱  奉仕の理想 
 

●ゲスト 宮崎県立都城西高等学校 

インターアクトクラブ 

顧問 黒田 美里 様 

生徒 増山 綺華 さん 

   縄田 実咲 さん 
       

 

●ビジター  なし 
 

□会⾧の時間     中原八重子  

 

 

 

 

 

 

皆さんこんにちは。 

お盆は皆さん家族で楽しい時間をお過ごしにな

られた事と思います。私も孫が帰って来たり娘達

がきたりで賑やかでしたが、そうなると主婦の私

は忙しい日々になりました。疲れました。 

そして今年は暑い日が続いてますが、熱中症

にならないように水分とミネラルの補給が大事

ですよね。昨日知り合いが立てなくなり救急車

を呼び病院で検査したら脱水症状だったとの事

でした。びっくりしました。 

12 日の宮日に 6 日に行われました元プロ野球

選手を招いての都城地区少年野球教室が掲載さ

れました。暑い中、大勢の会員の皆さんにも参

加して頂き本当に有難うございました。なかで

も外山さん山村さんには大変お世話になりまし

た。ご苦労様でした。 

子供達も一緒懸命練習をし、とても喜んでいる

様でした。この子供達からプロ野球選手が出る

事を期待しましょう。 

今日は西校インターアクトの皆さんが来てく

れています。報告を楽しみにしています。 

8 月は会員増強月間となっています。お知り

合いに声をかけてみてください。よろしくお願

いします。 会⾧の時間でした。 

 

□幹事報告      東    淑恵  

□報告  

□地区 他クラブ 他団体 報告                  
●山ノ内ガバナー事務所… 

 ① ロータリーレート 8 月 133 円 

    *7 月 136 円 

② ガバナー月信 8 月号    

●ロータリーの友 ８月号 

●宮崎 RC 創立 70 周年記念事業ご案内 

     11 月５日（土）宮崎観光ホテル 

      第 1 部 記念式典  16:00 

      第２部 祝賀会   18:00 

  登録料 10000 円    

第２１６１回 令和４年８月１７日 



□クラブ報告 

●来週 8/24（水）戸高 G 補佐をお迎えしての 

クラブ協議会 

   例会終了時間 14:00 ごろ  

●8/31（水）少年野球教室報告 

●9 月からの例会について  

□出 席 報 告 

 

 

 

 

 

 

 

6 ヵ年       5 ヶ年 

瀬川 政光 会員  東    淑恵 幹事 

            前田 吉基 会員 

 

□ 委員会報告  

 

 

  

 

 

 

            

 

   平川 靖三 会員 

            ・髙橋 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 

 

◎今後のプログラム予定 

8/17  IA 年次大会報告 

8/24  戸高 G 補佐をお迎えしてｸﾗﾌﾞ協議会   

8/31  8/6 開催の少年野球教室報告  

 

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 25 名 
出席率 64.10％ 
前々回修正出席率 8/3 コロナ中止 
前回修正出席率 8/10  休会 
届出有 𠮷原(司) 穴井 里 井福 

山下 柳田 藤岡 徳重 福永 
三坂 横山 宮原 大西 萩原  

MU 会員 
7/29 都城 
7/31 第 56 回 IA 年次大会 

8/6 元プロ野球選手によ

る少年野球教室 

 
 
 
8/16 都城北 

 
萩原   
小坂 外山   
盛田 外山 三坂 山村 井福 
小坂 中原 東 川畑 木佐貫 
徳重 木下 福永 藤岡 前田 
馬渡 吉田 𠮷原(信) 惠島  
別府   
⾧友 萩原 馬渡   

要 MU 会員(8/10) 祝日週の為 休会    
MU 無会員(8/3) ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染防止の為 中止 

 8/17 累 計 
ニコニコ BOX 6,000 61,000 
ゴールド BOX 2,571 8,995 
ロータリー財団 ＄200        $400 
米山奨学会 26,000 72,000 
教育振興基金 20,000 172,000 
ポリオプラス 0 0 
青少年育成資金 3,000 7,000 



 

□本日のプログラム 
 

  

地区ｲﾝﾀｰｱｸﾄ委員会  

小坂 委員⾧ 挨拶  

都城西高等学校 

インターアクトクラブ生による 

年次大会と活動報告  

顧問 黒田先生より 挨拶  

助成金 授与   



 

□ＳＡＡ報告   

 

 

●ニコニコ箱● 

平川 靖三…誕生日が来ます。カレー楽しみです。 

小坂泰一郎…黒田先生増山さん縄田さん、本日はありがとうございました。 

      これからもがんばって下さい。 

中原八重子…西高インターアクトの方、今日はありがとうございます。 

東    淑恵…ようやく皆勤 5 年です。ありがとうございます。 

      都城西高の皆さん、応援してます。 

外山 俊明…本日は都城西高のインターアクト生、ありがとうございます。 

別府 英樹…少年野球教室は新聞にも大々的に出てましたね。 

 

●ロータリー財団● 

山村 正一…8/3 のゴルフコンペの会⾧賞を頂きました。ありがとうございました。 

馬渡 浩志…ロータリー財団へ 

 

●米山記念奨学会● 

松 豊治…米山委員会です。皆さん協力をお願いします。 

李 イウ…米山記念奨学会へ 

平川 靖三…米山記念奨学会へ 

馬渡 浩志…米山記念奨学会へ 

 

●教育振興基金● 

馬渡 浩志…教育振興基金へ  

⾧友 喜信…教育振興基金へ 

 

●青少年育成資金● 

外山 俊明…先日の少年野球教室、多数のご参加ありがとうございました。 

      中原会⾧にお礼をしていただきました。 

内田建太郎…西高の皆様、本日はありがとうございました。 

前田 吉基…インターアクト生の皆さん、年次大会報告、ありがとうございました。 


