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山浦 栄巳

※霧島ＲＣ……例会特別休会 7/6（木）
※延岡ＲＣ……例会変更 7/12（水）→7/11（火）12:30ﾎﾃﾙﾒﾘｰｼﾞｭ ＊公式訪問の為
※高鍋ＲＣ……７月例会ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ予定表
※ＲＩ本部………2006-2007 半期報告
※ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所… ＊7/1 現在女性会員調査のお願い
＊７月号月信.．地区役員．委員会名簿
※月信の訂正と差し替えのお願い…ﾛｰﾀﾘｰ関係
WEB のご案内
※地区ﾛｰﾀﾘｰの友…ﾛｰﾀﾘｰの友７月号見どころ．
読みどころ.
※地区ライラ…2006-2007 ライラ開催について
9/30.10/1（土日）関之尾緑の村
※菊地ガバナー事務所…
＊ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所閉鎖のお知らせ 7/31 まで
※米山記念奨学…＊2006 年度上期普通寄付のお願い
＊特別寄付金領収書
＊米山功労者表彰について（田中毅一氏）
※ 東 蔚 山 Ｒ Ｃ … … 新 年 度 挨 拶 ． 30 周 年 の 日 程
2007.3/10（土）
※都城市長…都城市総合文化ﾎｰﾙ完成記念式典ご案内
7/22（土）午前 9:00-9:55
都城市総合文化ホール 中ﾎｰﾙ （鎌田会長へ）
※都城市役所………新都城市誕生記念式典
7/22（土）10:30-12:30
場所：都城市総合文化ホール
（鎌田会長へ）
※ロータリーの友７月号
※九州財務局……広報「九州」

皆さん今日は。毎年 7 月 7 日の夕べには「七夕」
を祝います。願い事を短冊に書いて笹竹に飾りま
す。五色の短冊や切り紙細工を笹竹の枝につるしま
す。
昔は裁縫や習字、和歌、学業の上達を願ったそう
ですが、私はこれからの 1 年間を健康ですごせるよ
うに、そして会長職をしっかり務められるように願
います。 日が暮れて空には満天の星。夏の夜空に
長々と横たわる光の帯は天の川です。けんぎゅうと
しょくじょの二つの星が、天の川を渡って年に一回
逢うことが許されるという中国の恋の伝説が由来
の、星祭りです。雨が降ると天の川があふれて二人
は来年まで逢えません。年に一度の再会を実らせて
あげたいと、前の晩にてるてる坊主を作って「あし
た天気になぁ～れ」と祈ったものであります。年に
一度の「織姫」と「彦星」の出会いのように、我が
クラブもひとつひとつの機会を大切にして事業を
推進しなければならないと願うものであります。
その大切な事業の一つである第 19 回都城西ロータ
リー旗少年野球大会が 7 月 9 日から始まります。外
山俊明委員長さん率いる新世代委員会の皆さんよ
ろしくお願いいたします。子供達が野球を通して体
□ クラブの報告事項
を鍛え、我慢することと、喜ぶことを覚え、大きな
夢や希望を持てるように又実現できるように育っ
４ＲＣ会員名簿…＊校正のお願い
て欲しいのです。我がクラブの伝統行事のひとつで
あります。7 月 9 日（日）午前 8 時 30 分入場行進、
回覧してください。
開会式が始まります。会員の皆さんのご参加をお願
いいたします。
☆ 2006-2007 例会プログラム．委員会構成表

□出席報告
会員数
出免数
出席数
出席率
前々回修正出席率
前回修正出席率

届出有

６２名
３名
５２名
88.14％
95.00％
91.16％

6/21
6/28

山田 川口 吉田努 中村静

小田 賢一副会長

前田利 久木野

ＭＵ有会員
6/30

都城

なし

6/29

中央

中村静 吉田勉 藤岡 山田
鮫島 河東

ＭＵ無会員
6/21

福永直 四季 串間

要ＭＵ会員
6/28

吉田努 中山 鳥集 盛田
木佐貫

□委員会報告
親睦委員会
小坂委員長
８／３（水）納涼例会
ご協力お願いします！！

新世代 外山委員長
7/9（日）少年野球大会開会式

8:15 集合 公設市場にて

◎今後のプログラムの予定
７／１２
３０周年ビデオ放映
７／１９ ガバナー補佐をお迎えしてクラブ協議会
12:30～13:00
例会
13:00～14:30
ｸﾗﾌﾞ協議会
７／２６
富永ガバナー公式訪問
11:00～12:15
会長 幹事 ４役懇談会
12:30～13:30
例会 ｶﾞﾊﾞﾅｰアドレス
13:30～13:45
記念写真撮影
13:45～15:15
ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ
８／２
納涼例会
８／９
ＩＡ年次大会報告
８／１６
特別休会

ﾆｺﾆｺＢＯＸ
ｺﾞｰﾙﾄﾞＢＯＸ

ﾛｰﾀﾘｰ 財団

中山荘
中山社長より
お礼と
ごあいさつ

米山奨学会
教育振興基金

鮫島 孝慶
瀬口 増男
馬渡 秀光

7／5
計
49,000
49,000
3,953
3,953
66､000
66,000
63,000
63,000
3,000
3,000
雑誌会報委員会
吉原 信幸 岩橋 辰也 前田 利秀
ロータリー事務局
制作
インターネット委員会
吉田
努 串間 保寛

□ 本日のプログラム

会長 鎌 田 博 文
2006～2007 年度 ＲＩ ウイリアム・ビル・ボイド会長
テーマ 「率先しよう」
2730 地区 冨永国俊ガバナー
テーマ 「心の絆」
都城西ロータリークラブ
テーマ 「西の風・風力 2」
本年度のクラブテーマを「西の風・風力 2」と致します。風力 2 微風ということで、我が西クラブをさわ
やかで効果的に機能させたいのです。いかにすぐれたクラブであっても、バイオリズムがあり、頑張る時期
もあるが、そうでない時期もあります。私は本年度を自主的で新鮮な内部充実の一年間にしたいのです。ク
ラブ内の長老の皆さん達の懐の深さと指導力、判断の柔軟さは我がクラブの誇りで有り、あらゆる事業を通
じ我々の自主性を重んじた上での指導力には常々感服しているところです。これまでの実績、先輩達のやっ
てこられたことを踏まえ、身につけ、継続することも大事なことであります。と同時に、私はクラブや地域
社会で行われてきた従来のやり方を惰性としてそのまま繰り返すことには満足しません。現状維持に甘んじ
ることなく、はつらつとしたクラブ運営に、山浦栄己幹事さん共々、率先し努力を惜しまないつもりです。
ロータリアンとはロータリーのバッチを胸につけただけではロータリアンとはいえません。私達は選ばれて
入会したのです。ロータリーがあるからロータリアンがいるのではありません。ロータリアンがいるからロ
ータリークラブが存在するのです。ロータリーは、奉仕という最終製品によって人助けをする為に存在する
ともいわれます。その需要に応える為にも内部充実をはかりたいと思います。都城西ロータリークラブに価
値を与えるのは一人ひとりのロータリアンの活動であります。
このことを踏まえて、私は、次の重点項目を推進します。
重点推進項目
・クラブ会員の為の教育機会の充実
・広報の重要性
・クラブの活性化
・会員増強
・ＲＣ財団、米山奨学会、教育振興基金への金銭的奉仕
・宮崎県西部分区ＩＭのホストクラブ
私はロータリーは生涯つきあえる友人と出会える場であり、理想のクラブとは自分が死ぬまで所属したい
と思えるようなクラブであろうと考えます。皆様方にあらためてお願いしたいのです。参加しなければ感動
も親睦も生まれません。
「率先しよう」
、
「心の絆」づくりのために。
都城西ロータリークラブ繁栄の為、会員皆様のお力をお貸しください。

山浦 栄己

平成１８年７月吉日

第３２代鎌田博文会長年度の幹事に就任させて頂く事になりました。
団体行動が苦手で、意外なほど協調性に欠ける私。それ故にいろいろなお誘いのあった
組織、団体にも参加せず我が道を行く。その私が五十路（５０才）という区切りの年に出会っ
た友人、その友人が一回のみならず、二回も私の進路を塞ぎ捻じ曲げてしまうとは、その時
は想像すらつきませんて゛した。共有友人のお祝いの宴で同席したのが運命のはじまりで
その年の平成１０年 10 月 14 日、河中会員を介して、久木野会長から七つの道具を渡され、
都城西クラブの一員として仲間入りさせて頂きました。それから早８年、たくさんの仲間に育
られそれなりに楽しませてもらいましたが、未だにロータリー事には無頓着なわたしです。
そして二回目、今度はストレート一本？有無も云わせず『ロータリーにはＮＯは無い』とかな
んとか笑顔で云いながら、とうとう『西の風・風力２』の旗印の下、同じ方向を向き助手席に同
席する事になりました。もうお気づきだと思いますけどその友人の名は、鎌田博文というすご
く勇気と度胸のある会長の事です。その実行力、ユーモアある行動力にあふれた会長の方
針にじゃませず、でしゃばらず全会員とのパイプ役に徹っすべく、『聞く耳を持つ』事を前面に
だしながらこれからの一年を楽しませてもらおうと思っています。
『西の風・風力２』の微風に吹き飛ばされないように微力ながら幹事としてのサポート役に
徹します。皆様の無責任なるアドバイスと力一杯の後押しをお願いします。そして今年一年
やるからにはロータリー生活を楽しみましょう・・・・・・・・・・よろしくお願いいたします。

□ＳＡＡ報告
◎ ニコニコ箱
福永
忍・長友
萩原 和洋・小松
久木野誠一・三坂
鳥集 寿一・河村
草水 正義・広瀬

前田

勇

喜信・棈松 豊治・川元
巌・鮫島 孝慶・高橋 五男・脇丸 孝和・中村 七郎
房人・岸良 秋男・中山 忠彦・志摩 誓啓・岩下
晃・小田 賢一・前田
勇
昭一・園田 継昭・柳田 温清・小俵
武・河中
功・吉元 鉄夫・四季
勝
邦彦・渕脇 次男・岩橋 辰也・吉原 信幸・馬渡 秀光・最勝寺俊昌・天水 金作
忠雄・都城ＲＣ 佐々木鴻昭……
…鎌田・山浦年度の船出を祝して、理事・役員のみなさまも頑張って下さい

平川 靖三…新年度を祝して市民会館を考えるシンポジウムがあります。ぜひご参加下さい
萩原 和洋…河村直前会長、中山直前幹事１年間ご苦労様でした
木佐貫鐵蔵…
同じ
鎌田会長・山浦幹事よろしくお願いします
外山 俊明…鎌田・山浦年度のスタートを祝して、結婚祝いを頂きました１６年になりました
三坂 昭一…結婚祝いを頂いて、妻はいませんけどうれしく頂きます
河村 邦彦…会長バッジを頂きました
岩下
晃…河村直前会長、中山直前幹事役員のみなさん１年間ご苦労様でした
鎌田 博文…西クラブ繁栄の為、お力をお貸しください
山浦 栄巳…いよいよスタートです。１年間のおつきあいとご協力をよろしくお願いいたします
◎ロータリー財団
串間 保寛…ロータリー財団へ
今井 幸夫…新年度スローガンに従って、財団委員長ですので
◎教育振興基金
串間 保寛…教育振興基金へ
◎米山奨学会

串間 保寛…米山奨学会へ
今井 幸夫…
同じ
三坂 昭一…米山奨学会にお願いします。今井さんより沢山頂きました

