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点鐘
合唱
我等の生業
ビジター紹介
◎ 都城
横山修一郎 岡崎 誠一 藤岡 裕巳
◎ 都城北
出水田宏美 桜井 邦博 冨賀見隆一
◎ 都城中央

二度とない人生だから
いっぺんでも多く便りをしよう
返事は必ず書くことにしよう
二度とない人生だから
まず一番身近な人たちに
できるだけのことをしよう
貧しいけれどこころ豊に接してゆこう

砂坂 重徳 外薗 敏文 天川 俊治 藤岡 宏教

二度とない人生だから
つゆくさのつゆにも
めぐりあいのふしぎを思い
足をとどめてみつめてゆこう

山崎 殖章 矢野 俊子 中薗 博之 来住 芳和
伊賀崎 繁 森山 辰雄 倉園 重美 佐藤 達也 各氏

□会長の時間

鎌田 博文

皆さん今日は、本日はじつに二十三回を迎える恒例
の「献血」であります。献血の意義については申し上
げるまでもありませんが、本日の段取りを一所懸命と
っていただいた大峯学委員長さんほか、社会奉仕委員
会の皆さんには、心から感謝いたします。
さて、今を生きるということは、今この世に自分が
生きているということを、稀有のことありがたいこと
として、いとおしむ気持ちに通じます。それは人生の
中でめぐり合いに感謝し、大切にする心が芽生えてく
るということです。
坂村真民さんの書かれた＜二度とない人生だから
＞という次のような詩があります。
二度とない人生だから
一輪の花にも
無限の愛をそそいでゆこう
一羽の鳥の声にも
無心の耳を傾けてゆこう
二度とない人生だから
一匹のこおろぎでも
ふみころさないように
心してゆこう
どんなにか喜ぶことだろう

二度とない人生だから
のぼる日 しずむ日
まるい月 かけてゆく月
四季それぞれの星星の光にふれて
わが心をあらいきよめてゆこう
私の好きな詩のひとつであります。
ただ一度きりの人生、二度とない人生と思うからこそ、
自分も他の人もいとおしいのです。このような慈悲の心
が、ロータリアンの奉仕の心にも繋がると思います。

□幹事報告
○

○
○
○

山浦 栄巳

日南中央ＲＣ…＊例会変更 5/15（火）
18:30-ﾎﾃﾙｼｰｽﾞﾝ日南 ＊ｸﾗﾌﾞ協議会
＊特別休会 5/1（火）
高鍋ＲＣ………５月例会ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ予定表
ＲＩ…………＊ロータリーワールド
＊ｲﾝﾀｰｱｸﾄ次期役員情報資料書式
地区広報……ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ速報№281

地区ＩＡ……第 43 回ｲﾝﾀｰｱｸﾄ年次大会の予告
□委員会報告
ご案内 19.8/4.5（土日）
会場：都井岬観光ﾎﾃﾙ
○ ガバナー事務所…ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｳｲｰｸ間のお休み
4/28（土）～5/6（日）
○ ガバナー事務所…ＲＩ為替ﾚｰﾄ５月
１㌦ 118 円（現行 118 円）
○ ガバナーエレクト…＊ｲﾝﾀｰｱｸﾄ 3/31 現在の
会員数報告について
＊ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｳｲｰｸ間のお休み 4/28（土）～5/6（日）
○ 地区ＩＡ…………第２回 ＩＡ研修会．
地区連絡協議会のご案内
6/2.3（土日）ｽﾃｰｼｮﾝﾎﾃﾙﾆｭｰｶｺﾞｼﾏ
ガーデンドームでの例会
○ 地区幹事……南蔚山ＲＣより締結依頼について
○ 地区広報……ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ速報№279．280.281
○ 地区新世代…新世代活動報告について（お願い）
○ 都城西ＲＣ……４ＲＣ合同ゴルフコンペの
小俵
武 副幹事より
ご案内 5/24（木）三州ＣＣ
５／２０（日）
集合 9:30
スタート 10:00 会費 3.000 円
九州保健福祉大学にて
○ 都城中央ＲＣ…カンボジア 竹と風の学校
（延岡市）
校長
安西恭夫先生卓話の会
地区協議会が開催されます。
5/23（水）19:00－中山荘
会費 3.500 円
出席の義務のある次年度の
○ 口と手で描く芸術家協会…暑中お見舞いご案内
委員長さんに書類をお渡し
○ 志和池豊常様…お礼状
致しましたのでよろしく
○ サークル虹……お礼状．写真
お願い致します。
□クラブ報告事項
¾ 次週 5/2 は特別休会 です。
¾ 地区協議会ご案内…義務出席者へ。
¾ ５月定例理事会 4/26（木）18:30-中山荘
○

◎ ＳＡＡ報告
□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

4/11
4/18

６６名
５名
５０名
81.97％
96.72％
100％

今井 河村 草水 柳田 吉元
吉田勉 上田 鎌田継 岡崎
中村静 福永直

4/20
4/24
4/11

都城
北
情報集会

ＭＵ無会員
4/11

◎ 教育振興基金
川口 恒吉…5/1 ガーデンドームが完成いたします。
本日の利用に感謝
○今後のプログラムの予定

岩下 鮫島 柳田
なし

ﾆｺﾆｺＢＯＸ

鳥集 吉田勉 土持 河東

ｺﾞｰﾙﾄﾞＢＯＸ

甲斐 福本 上田 栄福 長友
最勝寺 吉元 鎌田博 山浦

ﾛｰﾀﾘｰ 財団
米山奨学会

小田 小俵

教育振興基金

会員卓話
4／25
4,000
0
0
0
10,000

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

要ＭＵ会員
4/18

計
479､544
22､362
507､200
446,000
213､000

雑誌会報委員会
串間 中村静

インターネット委員会
なし

勇

◎ ニコニコ箱
岸良 秋男…4/18 修正出席率１００％でした。皆さんの
お陰でありがとうございました
鎌田 博文…社会奉仕委員会のみなさんお疲れ様です。
ありがとうございます
社会奉仕委員会…只今奮闘中です。目標達成の為に

５／９

ＭＵ有会員

前田

馬渡 秀光 吉田

努 串間 保寛

□ 本日のプログラム
霧の藏ファクトリーガーデンにて

寒い中奥様方のご協力、ありがとうございました

