
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

●点鐘 
 

●合唱  手に手つないで 
 

●ゲスト 国際ロータリー第 2730 地区 

     宮﨑西部グループ 

     ガバナー補佐 戸高  望 様 
       

 

●ビジター   

     都城北～ 瀬尾 典史 中原  正暢 

          真方 誠也 橋詰 和弘 

          黒木 洋平    各氏 
 

□会⾧の時間     中原八重子  

みなさん、こんにちは。 

 本日は山之内ガバナー公式訪問に先立ち、当

地区の戸高望ガバナー補佐をお迎えしてのクラ

ブ協議会です。ガバナー補佐にはお忙しい所お

時間を頂き有難う御座います。 

戸高望ガバナー補佐をご紹介いたします。 

都城北クラブ所属、ロータリー歴は 19 年、職業

分類は土木請負業、大淀開発株式会社副社⾧で

あられます。ロータリーでは地区青少年分野の

統括委員⾧をながく務められています。本日は

9 月 7 日のガバナー公式訪問に備えての例会と

なります。戸高ガバナー補佐、本日はよろしく

お願いします。 

さて、コロナ感染者も最多を更新する日々が

続いてます。入院、隔離に伴い従業員の慢性的

な不足に追い討ちをかける様に人手不足が深刻

です。当社でも募集をしていますがなかなか集

まりません。そうなると今いる人がやめない様

にする事がとても大事な事になります。給料や

休みなどの勤務環境をより良いものにしていく

ことが急務となっています。 

同じことがロータリーでも起きていると思い

ます。増強が難しい今、退会者を出さない様に

しなければなりません。そのためには魅力ある

クラブにする必要があります。魅力とはなんで

しょう。人によりそれは異なると思います。 

奉仕活動が出来ることや、クラブで知り合った

人が、かけがえの無い友人になったり、その友

人から始まった仕事上の関係などさまざまだと

思います。私達のクラブでも問題は起きていま

す。入会されたけれども出席されない方、それ

を放置してしまう私達。この状況から目を逸ら

さないようにしないといけないと思います。 

私もこれらのことに全力で取り組んでいければ

と思っています。 

この後フォーラムで各委員⾧さん達にお話を

頂くことになっています。これらのことについ

てもお話が出るかもしれません。どうぞよろし

くお願いします。 

会⾧の時間でした。  

 

 

 

第２１６２回 令和４年８月２４日 



□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クラブ会⾧へメール送信 

  第 2 地域ロータリーコーディネーター  

野口栄一 様より 

「環境分野」に対する取り組みについての 

アンケート依頼あり 

 ② ロ ー タ リ ー 財 団 補 助 金 セ ミ ナ ー の 案 内

（ZOOM 開催）  

9 月 4 日（日） 13:00～16:00 

③ロータリー奉仕デー連絡会議の案内 

（ZOOM 開催） 

    9 月 2 日（金）18:30～19:30   

         案内先 会⾧ 幹事 社会奉仕委員⾧  

□クラブ報告 

●本日  事業計画書を配付してます 

□出 席 報 告 

 

□本日のプログラム 

 

         

 

 

※別紙に掲載しております 

□ＳＡＡ報告 
●ニコニコ箱● 

戸高  望…1 年間宜しくお願い致します。 

(ガバナー補佐) 

吉田  努…昨日 UMK 都城元気ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄにてみ

やだいずﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄが特集されまし

た。皆さんからの暖かい励ましのお

言葉ありがとうございます。 

内田建太郎…戸高ガバナー補佐、北クラブの皆様 

本日はありがとうございました。 

小坂泰一郎…戸高 望ガバナー補佐、都城北クラ

ブの多くの皆様のご出席ありがと

うございました。今日はよろしくお

願い致します。 

中原八重子…戸高望ガバナー補佐お忙しい中あり

がとうございます。また北クラブの 

       方多数参加ありがとうございます。 

𠮷原 信幸…ニコニコへ 

●ロータリー財団● 

𠮷原 信幸…財団へ。戸高 望ガバナー補佐本日は

ありがとうございました。都城北

RC 戸高応援団の皆様、ありがとう

ございます。     

◎今後のプログラム予定 

8/31  8/6 開催の少年野球教室報告  

9/7  山ノ内ガバナー 公式訪問  

9/14  会員増強フォーラム ①  
 

 

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 23 名 
出席率 58.97％ 
前々回修正出席率 8/10 休会 
前回修正出席率 8/17  74.36％ 
届出有 吉原(司) 穴井 里 柳田  

藤岡 福永 横山 宮原 萩原 
⾧友 馬渡 別府 前田 盛田 
木下 小田   

MU 会員 
8/17  

9 月定例理事会 
 

 
中原 東 吉田 馬渡 盛田  
山村 小坂 川畑 内田 惠島 
松 船木    

要 MU 会員(8/17) 穴井 山下 柳田 里 横山  
井福 宮原 福永 大西  
吉原(司) 

MU 無会員(8/10) 祝日週の為 休会    

 8/24 累 計 
ニコニコ BOX 14,700 75,700 
ゴールド BOX 2,858 11,853 
ロータリー財団 ＄100        $400 
米山奨学会 0 72,000 
教育振興基金 0 172,000 
ポリオプラス 0 0 
青少年育成資金 0 7,000 



 

 

□本日のプログラム 
 

  

中原会⾧ 挨拶   戸高 望ガバナー補佐 挨拶  

東 幹事 クラブ概況報告 

【各委員会 事業計画発表】 

クラブ運営管理 山下委員⾧ 



 

 

 

広報・公共イメージ 徳重委員⾧補佐 会員増強 川畑委員⾧ 

謝辞 𠮷田副会⾧ 

奉仕プロジェクト 外山委員⾧ 支援プログラム 内田委員⾧ 


