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点鐘 
合唱         手に手つないで 
ビジター紹介 
◎ 都城     なし   
◎ 都城北    木脇 義貴   

◎ 都城中央   なし              各氏  

□会長の時間        鎌田 博文 

  

 

 

 

 

 

 

皆さん今日は、本年度の最終例会を迎えました。

お陰様で、無事に任期を終えることが出来そうで

す。 

誠に有難う御座いました。後ほど退任挨拶の時間

を頂いておりますので、その中で挨拶を申し上げま

す。 

 さて、人生を人生として私達に確認させるものの

ひとつに、邂逅（出会い）があります。ロータリー

の綱領の第一に「奉仕の機会として知り合いを深め

る」とあります。私はロータリーによって結ばれた

友情に、人生の人生たる証しをみようと思います。

もしロータリーでめぐり逢えた友人たちがいなか

ったら私の人生はどうであっただろうか、そこに生

ずるのは身の引き締まるような感謝の念と喜びで

あります。大切なことは、単に生きることそのこと

ではなくて、善く生きることだと思うのです。善く

生きるためには、自分の今成すべきことをよく知ら

ねばなりません。それを教えてくれたのがロータリ

ーでありました。異業種の知恵に啓発され、自分の

限界を知り、無知の眼を開いてくれたロータリーに

心から感謝します。 

 

□幹事報告          山浦 栄巳 
○ 日南中央ＲＣ………例会変更  7/10（火）

18:30-ﾎﾃﾙｼｰｽﾞﾝ日南 
           特別休会  7/31（火） 
○ ｶﾞﾊﾞﾅｰｴﾚｸﾄ事務所…地区会員増強ｾﾐﾅｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 
  例会出席（会員数）報告について資料訂正の件 
○ RI 日本事務局……2007 規程審議会決定報告書 
○ 地区広報……ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ速報№290 
 
□クラブ報告事項 
○ 2007-2008４ＲＣ会員名簿 校正のお願い回覧） 
○ 新会員公示 

□出席報告 

会員数     ６５名 
出免数      ５名 
出席数     ４７名 
出席率     78.33％ 
前々回修正出席率 6/13 96.72％ 
前回修正出席率 6/20 93.44％ 

 

届出有 河村  天水 土持 今井  
長友 藤岡 福本 岩下 河東

吉田勉 福永直 盛田 脇丸 

ＭＵ有会員 
6/22   都城 
 
 
6/26   北 

 
柳田  天水 内藤 岩下  
河村 土持 永野 上田  
吉田勉 
なし 

ＭＵ無会員 
6/13 

 
河東 前田勇 

要ＭＵ会員 
6/20  

 
河東 前田勇 福永直 串間  

 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◎ ＳＡＡ報告       前田  勇 
◎ ニコニコ箱 
都城北・Ｇ補佐 木脇 義貴…ガバナー補佐として１

年間お世話になりました。特に西クラブ

の皆様にはご協力を賜り心から感謝とお

礼を申し上げます。ありがとうございま

した 
鎌田 博文…１年間本当にありがとうございました。

ご好意とご支援、そして貴重なご示唆の

数々に改めて心から感謝の気持ちを捧げ

まして 
山浦 栄巳…３年間連続聞きづらい報告おつきあい

頂きまして 
前田  勇…鎌田会長・山浦幹事永い航海大変ご苦労

さまでした。次年度はゆつくりして下さ

い 
棈松 豊治…会長・幹事・理事の皆さん１年間ご苦労

さまでした 
内藤俊一郎…        同じ 
外山 俊明…        同じ 
川元  巌…        同じ 
志摩 誓啓…        同じ 
久木野誠一…        同じ 
四季 勝…        同じ 
草水 正義…        同じ 
岩橋 辰也…        同じ 
三坂 昭一…        同じ 
中山 忠彦…        同じ 

広瀬 忠雄…会長・幹事・理事の皆さん１年間ご苦労さま

でした 
鎌田 継男…        同じ 
高橋 五男…        同じ 
鮫島 孝慶…        同じ 
木佐貫鐵蔵…        同じ 
萩原 和洋…        同じ 
最勝寺俊昌…        同じ 
岡崎  誠…鎌田会長・山浦幹事１年間大変ご苦労さまで

した。途中入会でしたが、素晴らしい年度で

した 
井福 博文…鎌田年度の無事終了を祝して 
小田 賢一…鎌田会長・山浦幹事・前田ＳＡＡご苦労様で

した 
河中  功…鎌田会長・山浦幹事１年間ご苦労さまでした。

またロータリーのゴルフコンペで徳重さんよ

り特別賞を頂きました 
吉原 信幸…鎌田会長・山浦幹事・前田ＳＡＡご苦労様で

した。今年１年間いい風の西が吹きました。 
お疲れ様でした。 

平川 靖三…７月８日は西ロータリー杯少年野球大会の開

会式です。８：３０から公設市場のグラウン

ドです。ＭＵになりますので、たくさんのご

参加をお願いします 
◎ロータリー財団 
藤岡 成学…ロータリー財団へ 
◎ 教育振興基金 
吉田  努…教育振興基金へ 
◎ 米山奨学会 
小俵  武…米山奨学会へ 
中村 静美…   同じ 
吉田  努…   同じ 
中村 七郎…   同じ 
木佐貫鐵蔵…   同じ 
藤岡 成学…   同じ 
 
○今後のプログラムの予定 
７／１１   各委員会事業計画発表① 
７／１８       〃     ② 
７／２５   決算報告・少年野球大会報告 
８／１    納涼例会 
 
 6／27 計 
ﾆｺﾆｺＢＯＸ 34,000 585､744 
ｺﾞｰﾙﾄﾞＢＯＸ 3,470 139､979 
ﾛｰﾀﾘｰ財団 11､800 732､500 
米山奨学会 35,000 541,000 
教育振興基金 5,000 281､000 

＊竹と風の学校    37,245 
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  



 

□ 本日のプログラム       

  

     

                       

                          鎌田 博文    

 

 会長としての一年間を振り返りますと、そこにあるものは只々、皆さんが私に示して下さった友情に対す

る感謝の念であります。山浦栄己幹事さん、理事・役員の皆さん、そして会員の皆さん、事務局のお二人、

皆さんの支えとご指導でここまでこれました。誠に有難うございました。終わりにあたり、一所懸命務めた

つもりでもまだ何か積み残しや、忘れているものはなかったか？反省しきりの事と同時に、ここまでこれた 

ことに安堵しています。 

 私は、本年度のクラブテーマを「西の風・風力 2」といたしました。風力 2 微風ということで自主的で爽

やかな内部充実の一年間にしたかったのです。このことを踏まえて六つの重点推進項目を掲げました。 

 先ずひとつめに＜クラブ会員の為の教育機会の充実＞であります。クラブ奉仕の一環として特に新入会員

にお集まりいただき、ロータリー情報委員会・長友喜信委員長さんを中心にした会長経験者の皆さんが二回

の情報集会を開催していただきました。新しく採用した、ロータリー研修の為の解説書「私達が理解するロ

ータリーの組織」はロータリアンとして知っておくべき組織の分類が、詳しく解りやすくされており、複雑

になってきた「ロータリーとは何か？」という問いに答えてくれます。クラブの会員の皆さんにも広くご案

内が出来れば、より有意義であると思います。 

 次に＜広報の重要性＞であります。ロータリーは従来「陰徳を積む」ということを大事にし、広報につい

ては、消極的で「天知る、地知る、われ知る」でよしとしてきた風潮がありました。近年、奉仕に対する考

え方の変化や会員増強への積極的な取り組みの必要性から、ロータリーの対外的なＰＲの必要性が強調され

るようになってきました。そこで大切なことは、ロータリーとしての奉仕活動が広報に値するものであるか

どうか？ということです。クラブの奉仕活動が地域の広報に認知されるためには、広報に値する質の高い奉

仕活動が前提であることは、むべなるかなであります。確かにロータリーは優れた組織ですが、一般社会に、

いかなる団体なのか理解を深めてもらわなければなりません。本年度は中村静美委員長さんのお陰で四回も

新聞に掲載されました。外山俊明委員長さん率いる新世代委員会の実施した、少年野球連盟との「ボランテ

ィア清掃大作戦」。大峯学社会奉仕委員長さんを中心に編集された郷土史資料読本「維新戦争・先鋭都城島津

隊記」。木佐貫鐡三委員長さん率いる職業奉仕委員会は中山ヤス子さんへの職業奉仕賞。そして社会奉仕委員

会の皆さんを中心に、会員の奥様までご協力いただいた”第23回愛の献血キャンペーン”など＜クラブ活性

化のための広報委員会＞として推進していただきました。 

 三つめに＜クラブの活性化＞であります。 

 ・先ず第一にクラブ活性化の為の職業奉仕です。ロータリーの原点のひとつに職業奉仕があります。「四つ

のテスト」の唱和、中山ヤス子さんへの職業奉仕賞の褒賞など木佐貫鐡三委員長さんを中心に会員の意識向

上に努めていただきました。 

 ・次にクラブ活性化の為の社会奉仕です。我が西クラブのような長い伝統と歴史を持つクラブは、ともす

れば事業がマンネリ化するものです。その中にありまして大峯学委員長さんを中心に地域の史実を掘り起こ

した「維新戦争・先鋭都城島津隊記」を発行、市民の郷土愛、意識の向上にも繋がりました。我が西クラ 

ブの文化水準の高さを示す大きな事業でありました。また、”第23回愛の献血キャンペーン”、都城史談会

への社会奉仕賞の褒賞など積極的に力を発揮していただきました。 

 ・次にクラブの活性化の為の新世代奉仕です。外山俊明委員長さん率いる新世代委員会では、年度のスタ

ートとなった「第19回都城西ロータリー旗少年野球大会」、高木原緑道での「ボランティア清掃大作戦」、「ラ

イラ」への参加、そして先日6月24日に開催されました新世代会議への参加と年度当初から最後まで頑張っ

ていただきました。また、脇丸孝和委員長さん率いるインターアクト委員会は都城西高校インターアクトク

ラブと一緒になって志布志市で開催された第42回インターアクト年次大会への参加、韓国釜山で行われた海

外研修会、アフリカのウガンダへの靴の送付など奉仕活動を通して青少年への人間的成長を促していただき

ました。 

  ・次にクラブ活性化の為の国際奉仕です。吉田努委員長さんが委員会を引っ張っていただきました。本年

度は東蔚山ロータリークラブ三十周年ということで総勢25名の訪韓でありました。いつもの大歓迎に感謝す

ると同時に、新たな友情が育まれたことを確信しました。その他、ＧＳＥの受け入れ、書き損じ葉書の回収、

最後に都城地区4ロータリークラブ合同でのカンボジアの「竹と風の学校」への支援、これは次年度への継

続事業となりました。 

 以上、＜クラブの活性化＞の為の活動を実施していただきました。 

  



 

 

 

次に、四つめの重点推進項目＜会員増強＞です。 

 会員増強はクラブの組織存続のために「永遠の肯定」でなければなりません。本年度は、岡崎誠さん、久

木野誠一さんお二人の再入会、そして新たに甲斐克彦さん、福本晃さん、上田やよいさん、栄福泰信さんの

合計六名の仲間が加わっていただきましたが、今月いっぱいで五名の方々が退会され、純増一名となりまし

た。草水正義委員長さん、そして吉元鉄夫さんにはお力をいただきありがとうございました。 

 次に、五つめの重点推進項目は＜ロータリー財団、米山奨学会、教育振興基金への金銭的奉仕＞でありま

した。今井幸夫委員長さん、三坂昭一委員長さん、園田継昭委員長さんの献身的ともいえるご協力により、

目標を達成し、たくさんの浄財が集まりました。ありがとうございました。心より御礼申し上げます。 

 六つめの重点推進項目は宮崎県西部分区ＩＭをホストクラブとしての開催でありました。これは木脇義貴

ガバナー補佐のご指導を仰ぎつつ、萩原和洋実行委員長さんのもとに成功裡に終了いたしました。多くの方々

から賞賛の言葉をいただきました。何か事を起こすとき、いつものことでありますが我が西クラブの団結力

は何にもましてすばらしいものがあります。会員の皆さん大変お疲れ様でした。ありがとうございました。 

 以上、重点推進項目の総括をいたしました。このほか例会においては、権威あるＳＡＡを務めていただい

た前田勇さん、クラブの金庫番・会計の河中功さん、小田賢一副会長さんほか会員の皆さんの支えあっての

ことでありました。ありがとうございました。 

 ロータリーの組織体としての生命は、個人のそれとは違い、百年の長い歳月であったとしても単なる活動

の通過点であり一断面に過ぎません。それ自体は時代に合わせて何度でも生まれ変わり、変わっていくこと

ができるのです。創造的活力を失わない限り、百年でも二百年でも生き続け、成長し続けることが出来るの

です。我が都城西ロータリークラブもしかりであります。 最後に、力不足ではありましたが、私は会長職

を務めさせていただいたお陰で、人生について、あらためて沢山のことを学ぶことができました。「泣こかい、 

跳ぼかい、泣っよかひっ跳べ！」そう想いながらただひたすらに、駆け足で駆け抜けてきたとても短い時間

であったような気がいたします。一年間本当にありがとう御座いました。皆さんからお寄せいただいたご好

意とご支援、そして貴重なご示唆の数々に改めて心から感謝の気持ちを捧げまして、退任の挨拶といたしま

す。 

  

 

 

 

                     ３２期幹事 山浦栄己 

会長の適切なアドバイス、会員皆様の後押し、そして事務局二人のお局様の絶大なる協力のもと本日を迎

えられました事、心より感謝いたします。  
 「たかが」の、のりでＳＡＡを受け、「されど」の気持ちでプログラム。そして「おかげ様で」の感謝の気

持ちで今この場に立っています。いまだ何を勉強し経験したのかさっぱり実感がありません。特に鎌田博文

年度に幹事をさせていただいたのですが、会長のＭｒルールブックさにおどろかされました。それ故に私は

ある先輩からいただいた【金がなければ知恵をだせ、知恵がなければ汗をだせ】の言葉を思い出し、金と知

恵は会長にお任せし、汗をだす事に専心する事にいたしました。幹事の仕事としては特に今年度ガバナー訪

問が早く実地されましたので 何故か、年度開始前の資料作りにふりまわされぶんだけ、開始早々の７月末

にすべてが終わったように感じ、その後は割とゆっくり楽しませていただきました。ですから一年を通じて、

考えていたのは会員数の増減とそれに伴う予算（収入）の狂いだけでした。個人的には１２月後半、辞めた

いな～という気持ちがわきました。別に会長との仲間われではありません。同時期に扁桃腺を痛め一ヶ月声

が全くでなくなり、同時にさし歯の軸がわれたりして口を開く事がおっくうになり、一月中は欠席続きでし

た。今も歯のせいで空気がもれ聞きづらい事と思います。後、数分我慢してください。すべてにおいて皆様

にはいろいろとご迷惑をお掛けした事と思います。最後に、皆様のおかげで幹事職を無事退任させていただ

きますが 小田・小俵年度のスタートに際しまして今年度以上の暖かい応援をいただき、次年度ものびのび

と活動できます事を祈念致しまして又、お蔭様の気持ちをこめまして退任の挨拶とさせていただきます。 

ありがとうございました。 

                        
 

 


