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点鐘

合唱 手に手つないで

ビジター紹介

◎ 都 城 貴島 亨

◎ 都城北 園田 道雄 江藤 英幸

◎ 都城中央 中村 武照 塩屋三智年

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岸良秋男出席

委員長さんの卓話となっています。

ところで、例会への出席は会員として最小限の奉

仕であり大事にしなければなりません。それは出席

によってはじめて親睦が得られ奉仕の理想が高め

られるからであります。しかしながら出席はどこま

でも会員の自発によるべきもので、けっして強要さ

れるものではありません。怪我をして足にギブスを

巻いた会員を車イスで運び、例会に出席させてクラ

ブの出席率を100パーセントにしたということを聞

いたことがあります。おかしな話です。出席は良心

的に自然体でなければならないし、何もクラブの出

席率がいつも100パーセントでなければならないこ

とはないのであります。

さて、日常生活を振り返ってみますと、＜今日中

にこれをやってしまおう＞と思いながら、とうとう

出来なかったということが多々あります。そこには

「急にほかの用事入り込んできた」「仕事の段取り

が狂った」「思わぬアクシデントが生じた」とそれ

なりの理由があります。

＜そして今日は出来なかったけれど、明日こそは必

ず＞と、明日へ望みを託し明日になれば又「これこ

れしかじかの用事で出来なかった」と自分に言い訳

をする。三日、四日と延ばして結局やれない、いや、

やらないのです。ある新聞の短歌欄に「明日こそと

思いし今日も夜となりて、又明日こそと日々を重ぬ

る」という自嘲気味の歌がありました。ここで考え

てみたいことは「今日」という時間のとらえ方です。

今日はまたと廻って来ない。昨日は過ぎ去った今

日であり、明日は近づく今日であります。今日とい

う日は、昨日からみれば＜明日こそは！＞と期待を

かけた日なのです。その期待をかけた大切な日であ

るにも係わらず、予定したことをしなかったとなる

と、実にもったいない過し方であると思います。

”日 日 是 好 日”そんな過し方でありた

いものです。

□幹事報告 山浦 栄巳

○ 日南ＲＣ……例会変更 10/11（水）12:30- 
作田宅事務所兼自宅建築現場 ＊職場訪問

○ 日南中央ＲＣ…例会変更 10/17（火）18:30-
ﾎﾃﾙｼｰｽﾞﾝ日南 ＊ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑのため

○ ＲＩ日本事務局…ﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄ

１０月 114 円（現行 114 円） 
○ 地区広報………ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ速報№.251 
○ 米山記念奨学会…2005 事業報告書他．

米山月間資料

○ 宮崎県御池青少年自然の家…施設の案内

および広報について

○ 都城自衛隊……都城駐屯地開設

記念行事のご案内（鎌田．山浦．小田）

前夜祭 10/28（土）18:00-20:00 都城市民会館

記念式典 10/29（日）10:00-15:00 都城駐屯地

会費 3.000 円

□クラブ報告事項

○１０月定例理事会 9/27（水）18:30-中山荘

○地区大会の登録料ご納入ください。

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 61 名

出免数 3 名

出席数 49 名

出席率 84.48％
前々回修正出席率 9/6 97.65％
前回修正出席率 9/13 89.65％

届出有 大峯 河村 草水 永野 山浦

河東 鳥集 鎌田継 福永直

ＭＵ有会員

9/15 都城

9/14 中央

9/19 北

9/16 米山

なし

草水 藤岡 永野 志摩 井福

徳重

山浦

三坂

ＭＵ無会員

9/6 
 
四季 脇丸

要ＭＵ会員

9/13 
 
吉田勉 吉田努 吉元 中村静

吉原 盛田

□委員会報告

２９年皆勤 棈松 豊治

２２年皆勤 内藤俊一郎 各氏

□ 本日のプログラム

□ＳＡＡ報告 前田 勇

◎ ニコニコ箱

鎌田 博文…福永忍さんより戦時中の話を伺いまし

た。後生に語り継がなければならない

貴重な話でした

吉原 信幸…結婚祝いを頂いて早１９年歳月がすぎ

ました。夫婦仲良くこれからも行きた

いです。

棈松 豊治…２９年のバッヂ頂きましたので頑張り

ます。

内藤俊一郎…皆勤２２年、皆様のお陰さまです

◎ ロータリー財団

木佐貫鐵蔵…ロータリー財団へ

井福 博文…三坂委員長に肩をたたかれて

◎今後のプログラムの予定

１０／４ 米山フォーラム

１０／１１ プログラム担当

１０／１８ 職場訪問…霧島酒造新志比田工場

１０／２５ 地区大会報告

１１／１→ 10/31（火）ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ 12:30～13:30
ＧＳＥ４ＲＣ合同歓迎例会に変更

１１／８ ロータリー財団担当例会

１１／１５ 広瀬会員卓話

9／20 計

ﾆｺﾆｺＢＯＸ 6,000 133,000
ｺﾞｰﾙﾄﾞＢＯＸ 3,772 38,940 
ﾛｰﾀﾘｰ 財団 22,800 213,000
米山奨学会 0 118,000
教育振興基金 0 76,000 

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
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