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点鐘

合唱 手につないで

ビジター紹介 8/16 分

◎ 都 城

山田 裕一 飯山勘七郎 緒方 洵 又木 清海

横山修一郎 徳留 芳照 間 和彦 野上九州男

佐々木鴻昭 杉 安雄 菊村 和昭 萩原 耕三

谷口 純忠

◎ 都城北

井福 利秋 大重 演昭 和田 正秀 坂井真由美

◎ 都城中央

佐藤 達也 外山 正志 藤山 卓男 山崎 殖章

外薗 敏文 小妻 英敏 伊賀崎 繁 倉園 重美

荒牧 康雄 黒木 紘一 田牧 安雄 吉松 成人

◎ 都 城 なし

◎ 都城北 木脇 義貴

◎ 都城中央 中村 良一 小坂 恭子 各氏

□会長の時間 鎌田 博文

皆さん今日は、本日のプログラムは会員増強委員会

担当例会となっています。会員数の維持拡大は組織存

続のための、必要条件であり、「永遠の肯定」でなけ

ればなりません。手続要覧が明確にしているように、

新会員の勧誘はロータリアンの特典と責務でありま

す。会員の勧誘は、「私のことを考えてくれて、ロー

タリアンになるように推薦してくれたのはどなただ

ったかなぁ？」と思い出して下さい。ロータリーによ

って貴方の人生が変わったように、今度は貴方が人に

声かけをする番です。未だかってロータリアンになる

よう勧誘を受けなかったロータリアンは一人しかい

ません。それは創始者ポール・ハリスだけであります。

一人がひとりの紹介でいっぱいの仲間が増えます。

クラブは会員の親睦や経費や会場や奉仕活動の実

態を考えた上で、会員数の適正規模が自ずと定まりま

す。大きいことは良いことばかりとは言えません。た

だ、現状維持では組織の弱体化は否めません。「率先

しよう」仲間を増やし「心のきずな」づくりの為に。

どうぞよろしくお願いします。

□幹事報告 山浦 栄巳

○ 都城中央ＲＣ………例会変更 8/31（木）午前

6:00 神柱宮 ＊早朝例会

○ ガバナー事務所………各種委員会。

ｱﾝｹｰﾄ等の提出について（お願い）

○ ｶﾞﾊﾞﾅｰｴﾚｸﾄ事務所…事務所開設のお知らせ 7/1
より 延岡市日の出町1-17-12 日の出ﾋﾞﾙ 2-3
TEL0982-42-2250
ﾌｧｸｽ 0982-42-2255
E ﾒｰﾙ tamura@marble.ocn.ne.jp 

○ 地区広報……ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ速報№245.246 
○ 宮崎中央ＲＣ…創立 20 周年を迎えて

○ 地区大会…＊地区大会ﾚﾃﾞｨｰｽﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑのご案内

（追加）

＊地区大会駅～会場 バスの運行利用について

○ 地区米山………米山委員長会のご案内 9/16（土）

12:00-ﾒｲﾝﾎﾃﾙ
○ 地区Ｒ財団……地区財団ｾﾐﾅｰ開催のご案内

9/24（日）13:30- 宮崎観光ﾎﾃﾙ

○ 地区ｸﾗﾌﾞ奉仕…ｸﾗﾌﾞ奉仕委員会ｱﾝｹｰﾄのお願い 
○ 地区ＩＡ……インターアクト年次大会お礼状

○ 霧島工業ｸﾗﾌﾞ…教育研修ｶﾞｲﾄﾞ

○ 米山梅吉記念館……館報 2006 秋号

□クラブの報告事項

☆ 8/26（土）少年野球との美化運動

集合 午前 7:45 沖水川河川敷

＊参加されるとﾒｰｸｱｯﾌﾟになります。

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



□出席報告

会員数 60 名

出免数 ４名 
出席数 45 名

出席率 80.36％
前々回修正出席率 8/9 94.7３.％
前回修正出席率 8/16 特休

届出有 中村静 脇丸 河村 志摩

鎌田継 串間 岩下 三嶋

吉田勉 福永直 盛田

ＭＵ有会員

8/15 北

8/17 中央

8/22 北

河村 吉元

吉原 川元 馬渡 河村 土持

なし

ＭＵ無会員

8/9 
 
中村静 徳重 福永直

要ＭＵ会員

8/16 
 
特休

□委員会報告

□ 本日のプログラム

会員増強委員会 草水委員長

□ＳＡＡ報告 前田 勇

◎ ニコニコ箱

都城北ＲＣ

木脇 義貴…ＩＭの初会合に参りました

都城中央ＲＣ

中村 良一…本年度初めて例会出席させて頂きます

小坂 恭子…都城中央の幹事を務めさせて頂きます。今

年１年お世話になりますが、よろしくお願

い致します

鎌田 博文…木脇ガバナー補佐連日お疲れ様です

岸良 秋男…納涼例会の写真を頂いて 
◎今後のプログラムの予定

８／３０ ＩＮ委員会担当

９／６ 新世代卓話

９／１３ 社会奉仕担当

９／２０ 出席担当

8／23 計

ﾆｺﾆｺＢＯＸ 6,000 106,000
ｺﾞｰﾙﾄﾞＢＯＸ 3,430 23,180 
ﾛｰﾀﾘｰ 財団 0 121,800
米山奨学会 0 108,000
教育振興基金 0 44,000 

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

新世代委員会 外山委員長

8/26 少年野球とのボランティア活動

＊集合場所の変更

市営グランド駐車場→沖水橋駐車場
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