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点鐘

合唱 手に手つないで

ビジター紹介

◎都 城 間 和彦 外山 勝 下森 康玄

安仲 利明

◎都城北 江藤 英幸

◎都城中央 なし

各 氏

□会長の時間 鎌田 博文

皆さん今日は、あっという間に一週間が過ぎまし

た。先週の例会では励ましのニコニコを沢山頂きま

した。ありがとうございました。久しぶりの大漁旗

がたなびいているかのごときで、改めて責任の重さ

を感じております。

それから先日の日曜日に行われました、第 19 回

都城西ＲＣ旗少年野球大会の開会式にも多くの会

員の皆様のご出席を賜りました。重ねて感謝いたし

ます。生き生きとした子供達の入場行進を見ていま

したら「こん中かい未来のイチローがでっくっど。」

と思うところでした。

さて、本日は、ウイリアム・ビル・ボイドＲＩ会

長のメッセージをお伝えします。随分と長いメッセ

ージでありましたので、骨子のみ申し述べさせて頂

きます。親愛なるロータリアンの皆さんロータリー

は、個々の部分の集まりである以上の存在です。ク

ラブや地区の活動、奨学金や交換活動、大規模で多

様な人道的プロジェクトなど、ロータリーのすべて

のプログラムは、それぞれ目的を異にしています。

世界中のどのクラブをとっても同じではなく、この

ような多様性こそが私達の強みとな

っているのです。世界中のどこにでも、より良い未

来を築くことが可能だということ、そして、寛容の

精神、違いに対する容認、高い倫理的価値は、成功

への障壁ではなく、むしろ成功へ至る道なのだとい

うことを、私達は共に世界に示していきます。

本年度の私のテーマ、「率先しよう」は、ロータリ

アンが世界を変える力を持っているという私の信

念を表しています。親睦と奉仕を通じて明るい未

来をもたらすために、120 万人のロータリアンが力

をあわせて率先していくのです。世界中には、数え

切れないほどの途方もなく大きなニーズが存在し

ます。ロータリアンとしてそれらすべてを満たした

いと思うのは当然のことですが、同時に私達は実用

性を重んじ、最も必要とされているところに努力を

注いでいかなければならないことを心得ています。

このことを踏まえて私は、水保全、識字率向上、保

険および飢餓、ロータリー家族を2006-2007年度の

強調事項として選びました。

私達ロータリアンは、より良い世界を夢見るだけ

では十分でないことを知っています。より良い世界

は、慎重な計画、誠実な協力、ひたむきな努力によ

ってのみ実現するのです。私達ロータリアンは、実

現をただ待ち望むだけではありません。共に、「率

先しよう」のテーマを実践していきましょう。

□幹事報告 山浦 栄巳

○ 小林ＲＣ……例会変更 7/19（水）→7/20（木）

12:30-ｶﾞｰﾃﾞﾝﾍﾞﾙｽﾞ小林

＊公式訪問の為 
○ 宮崎西ＲＣ…例会変更 7/28（金）18:00 

ﾎﾃﾙﾒﾘｰｼﾞｭ ＊公式訪問の為 
○ 宮崎南ＲＣ…例会変更 7/31（月）→8/1（火）

○ 宮崎西ＲＣ…7/14 より例会場変更のお知らせ

（ 旧 ） ﾜ ｰ ﾙ ﾄ ﾞ ｺ ﾝ ﾍ ﾞ ﾝ ｼ ｮ ﾝ ｾ ﾝ ﾀ ｰ ｻ ﾐ ｯ ﾄ

（新）ｻﾝﾎﾃﾙﾌｪﾆｯｸｽ

○ 菊地ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ…お礼状

○ 薩摩川内ＲＣ…幹事交替の連絡

新幹事 小倉 日出夫氏

○ 地区広報……ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ速報№240 

２００６～２００７ 国際ロータリーのテーマ
ＲＩ会長 ウィリアム・Ｂ・ボイド氏

率 先 し よ う



○ クラブの報告事項

☆ ４ＲＣ会員名簿…＊校正のお願い

回覧してください。最終です

☆ 次週 木脇ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐を迎えてのｸﾗﾌﾞ協議会

例会 12:30-13:00 
場所：ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ 協議会 13:00-14:30

☆ 例会終了後 親睦委員会 ｴﾄﾜｰﾙ

☆ 18:00－中山荘 ＩＡとの交流会

☆ 決算理事会 7/２１（金）18:30-中山荘

☆ 少年野球閉会式のご案内 7/17（月）12:00-
都城市公設市場ｸﾞﾗﾝﾄﾞ

□出席報告

会員数 ６２名

出免数 ３名 
出席数 51 名

出席率 86.44％
前々回修正出席率 6/28 96.61％
前回修正出席率 7/5 93.22％

届出有 河東 三坂 鳥集 大峯

串間 盛田 中村七 中村静

ＭＵ有会員

７/7 都城

7/11 北

7/9 開会式

鳥集

なし

井福 大峯 小田 小俵 小坂

鎌田博 河中 久木野 草水

四季 志摩 瀬口 高辺 天水

土持 徳重 外山 平川 三坂

福永直 山浦 山田 吉田勉

ＭＵ無会員

6/28 
 
盛田 中山

要ＭＵ会員

7/5 
 
川口 吉田努 中村静 前田利

□委員会報告

□ 本日のプログラム

□ＳＡＡ報告 前田 勇

◎ニコニコ箱

都城北・江藤 英幸…鎌田年度の船出を祝って

都城・安仲 利明…初めて他のクラブにＭＵしました

吉田 努…鎌田・山浦丸の船出を祝して

鎌田 博文…３０周年の記録を拝見して

小田 賢一…11 回目の皆勤賞を頂き有り難うございます

山浦 栄巳…急なビデオの依頼と短縮有り難うございました

◎ロータリー財団

天水 金作・鎌田 博文…ロータリー財団へ

◎教育振興基金

永野修一郎…教育振興基金へ

◎米山奨学会

永野修一郎…米山奨学会へ

◎ プログラムの予定

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

7／12 計

ﾆｺﾆｺＢＯＸ 7,000 56,000 
ｺﾞｰﾙﾄﾞＢＯＸ 3,714 7,667
ﾛｰﾀﾘｰ 財団 22,000 88,000 
米山奨学会 10,000 73,000 
教育振興基金 10,000 13,000

雑誌会報委員会

鮫島 孝慶 吉原 信幸 岩橋 辰也 前田 利秀

瀬口 増男 ロータリー事務局 制作

インターネット委員会

馬渡 秀光 吉田 努 串間 保寛

１１年皆勤賞

小田賢一会員

新世代委員会 外山委員長

7/9（日）公設市場球場にて開会式が

ありました。ご協力ありがとうござい

ました。


