
 

 
 

点鐘 
合唱         君が代 奉仕の理想  
ビジター紹介 
◎ 都城      外山  勝 
◎ 都城北     なし 
◎ 都城中央    鵜島 勝美 
                   各氏 

□会長の時間        小田 賢一 

みなさん、こんにちわ。 

  まず最初に、鎌田前会長、山浦前幹事、そして鎌

田前会長を支えられた理事会の皆様、去る６月末ま

での大役、本当にお疲れ様でした。  

 特に鎌田前会長の笑顔と腰にぶら下げたタオル

を見ながらの１年間は、我々都城西クラブの会員に

とっても大変素晴らしいものでした。 

 心より感謝とお礼を、改めて申し上げたいと思い

ます。 

 このたび、創立３２年の歴史と伝統のある都城西

ロータリークラブの第３３代会長の大任を拝命致

しました。障害者のわたくしを会長にまでさせて頂

いた都城西ロータリークラブの会員の皆様の懐(ふ

ところ)の深さと大きさを有り難く受け止めており

ます。 

 もとより力の無い私ではありますが、中村副会長

始め小俵幹事、理事会の皆様、会員の皆様のご指導

とご協力をいただきながら、会長職を一年間全力で

一生懸命、取り組まさせて頂きます。 

 

さて、いよいよ第２０回都城西ロータリー旗少年

野球大会が７月８日の日曜日から始まります。今回

は特に第２０回を記念しまして、参加２４チームに

１ダースづつ野球ボールを差し上げることになっ

ています。ボールが一番の必需品で有り難く、嬉し

いとのことで、連盟の方々にも大変喜ばれることで

しょう。 

 

 新年度の一番最初の事業です。張り切って取り組み

たいと思います。平川靖三委員長はじめ新世代委員会

のみなさん、よろしくお願い致します。 

 ７月８日（日）午前８時３０分入場行進スタート、

開会式です。会員のみなさまの多数の参加をお願い致

します。 

会長の時間でした！！ 

□幹事報告           小俵  武 
○ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所…７月号月信の配布について 
   地区協議会ＣＤ 2006-2007 
   月信の訂正について（公式訪問要項） 
   半期送金についての訂正（規程審議会の件） 
   新会長へ就任原稿依頼 
○ガバナー…ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所の閉鎖についてお知らせ 
○RI 日本事務局……2007 規程審議会決定報告書 
○ＲＩ本部………… 2007-2008 公式名簿（ＣＤ） 
          半期報告 
○地区協議会……報告書（ＣＤ） 
○米山奨学会…普通寄付金のお願い 
○都城教育委員会…少年野球大会出席について 

…池田副市長が出席 
○都城西高校……都城郷土史資料寄贈のお礼状 
○九州財務局……九州ざいむ№109 号 
         
□クラブ報告事項 
○ 2007-2008 ４ＲＣ会員名簿 校正のお願い 

（回覧） 
○ 2007-2008 年間ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ配布 
○ ７月例会出席予定表の未提出の方は 

早めにお願いいたします。 
○ 本日  親睦委員会  19:00-霧の蔵ﾌﾞﾙﾜﾘｰ 
○ 次回より委員会事業計画発表です。 
     7/11…クラブ奉仕部門 
     7/18…三大奉仕部門 
   ＊どちらかで発表お願いいたします。 
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□出席報告 

会員数     62 名 

出免数      ４名 

出席数     ５１名 

出席率     87.93％ 

前々回修正出席率 6/20 95.08％ 

前回修正出席率 6/27 91.67％ 

 

届出有 岡崎 串間 吉田勉 久木野 

脇丸 中村静 内藤 

ＭＵ有会員 

6/29  都城 

6/24 新世代 

6/27 理事会 

 

 

6/28  中央 

7/4   北 

 

今井  

外山 平川 小坂  

小田 小俵 中村七 串間  

棈松 三坂 岡崎 平川 大峯

鳥集 小坂 高辺 

長友 藤岡 土持 岩下  

なし 

ＭＵ無会員 

6/20 

 

河東 福永直 前田勇 

要ＭＵ会員 

6/27  

 

福本 河東 福永直 盛田  

脇丸  

□委員会報告 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
◎ ＳＡＡ報告        鳥集 寿一 
◎ ニコニコ箱 
中山荘・中山 雅和…新年度おめでとうございます。

増築でいろいろとご迷惑をかげます。よ

ろしくお願いします 
柳田 温清…鎌田・山浦年度大変ご苦労さまでした 
      小田・小俵年の船出を祝して 
中村 七郎…        同じ 
川元  巌…        同じ 
岩下  晃…        同じ 
長友 喜信…        同じ 

今井 幸夫…小田会長１年間ご苦労さまです 
吉田  努…新年度の門出を祝い！竹と風の学校も引き続

きよろしくお願いいたします 
棈松 豊治…小田年度で国際委員長をおおせつかりました 

竹と風の学校もよろしくお願いいたします 
三坂 昭一…小田・小俵年度の船出をお祝いして 
四季 勝…        同じ 
岸良 秋男…        同じ 
久木野誠一…        同じ 
広瀬 忠雄…        同じ 
天水 金作…        同じ 
草水 正義…        同じ 
萩原 和洋…        同じ 
外山 俊明…        同じ 
馬渡 秀光…        同じ 
岩橋 辰也…        同じ 
鮫島 孝慶…        同じ 
最勝寺俊昌…        同じ 
鎌田 博文…        同じ 
吉原 信幸…        同じ  
木佐貫鐵蔵…        同じ 
山浦 栄巳…        同じ 
高橋 五男…        同じ 
河中  功…        同じ 
吉元 鉄夫…        同じ 
福永  忍…        同じ 
小田 賢一…１年間どうぞよろしくお願いいたします 
小俵  武…2007～2008 年小田年度がはじまりました。 

明るく楽しく元気よく頑張ります。 
１年間よろしくお願いいたします 

◎ 教育振興基金 
鎌田 博文…娘が結婚出来ました。一安心です 
◎ 米山奨学会 
岩橋 辰也…米山奨学会をよろしくお願いします 
◎ ロータリー財団 
小田 賢一…吉元ロータリー財団委員長よろしくお願いい

たします 
○今後のプログラムの予定 
７／１１   各委員会事業報告① 
７／１８       同じ  ② 
７／２５   少年野球大会報告・決算報告 
８／１    納涼例会 
 7／4 計 
ﾆｺﾆｺＢＯＸ 42,000 42,000
ｺﾞｰﾙﾄﾞＢＯ0 3,130 3,130
ﾛｰﾀﾘｰ財団 12,200 12,200
米山奨学会 10,000 10,000 
教育振興基金 20,000 20,000

＊竹と風の学校    39,516 
雑誌会報委員会 

志摩 誓啓 吉田  勉 鮫島 孝慶 馬渡 秀光 
甲斐 克彦       ロータリー事務局 制作 

         インターネット委員会 
福永 直人 馬渡 秀光 今井 幸夫 前田 利秀 藤岡 成学  

国際奉仕 
中山副委員長 
 
“国際Ｒ世界大

会について” 

新世代 
平川委員長 

少年野球大会・

開会式参加への

ご協力お願い 



 

□ 本日のプログラム       

会長就任挨拶 
 

 会長  小田 賢一 

ク  ラ  ブ  運  営  方  針 
                                                                       

 

２００７－２００８年度  ウィルフリッドＪ.ウィルキンソン会長  

  ＲＩテーマ   Ｒｏｔａｒｙ Ｓｈａｒｅｓ 「ロータリーは分かちあいの心」   

            

  このテーマはロータリーの精神をうまく表現しており、大変分かりやすい言葉であると思います。ウィル

キンソン会長は次のように言っています。「ロータリアンというのは、豊かな多様性に満ちた人々の集まりで、

さまざまな国でさまざまな言語を話す私たちは、信仰も政治的見解も、哲学的な信念をも異にしています。

１２０万人の会員の間に共通する１本の強力な糸が存在するとすれば、それは“分かち合い”と言う名の精

神でできた糸です。」 

  さらに「すべてのロータリアンにとって誇りの原点となり、また、私たちの活動の原動力となってくれる

ことを願います。」と言っています。 

  ロータリーは分かちあいの心とは、 

    ①世界をより良くしようというロータリーの夢を皆で分かちあわなくてはならない。 

    ②自らの能力と技能を持てるものすべてを、皆が分かちあわなくてはならない。 

    ③ロータリーの夢を実現させるために骨身を惜しまぬ覚悟で最善を尽くさなくてはならない。 

  そして、ウィルキンソン会長は「ロータリーは分かちあいの心とは、自分に必要なものを分かちあうこと。 

  そして今、分かち合う、いつかではない。」と言われています。 

 

 

 

 

 

   推進事項 

   〇会  員 増  強     クラブの活性化と広報 

「ロータリーを発信しよう 家庭から職場から」 

   〇奉 仕 部 門     各奉仕部門を棚卸し、時代のニーズに沿った、クラブにふさわしい活            

動を継続的に社会、国際、新世代奉仕へ財団地区補助金やマッチング            

グラントの活用を  

   〇ロータリー財 団      財団の活動を全クラブ会員へ知ってもらう   

一人年間１００ドルを目標に  

   〇米山記念奨学会   通寄付年間一人１,０００円増を目標に  特別寄付と併せて一人            

１０,０００円を目標に  

   〇世  界   大   会       ２００８年６月ロサンジェルス国際大会へ地区から 

１００名以上の参加を目標に地区でツアーを組む  

 

 

２００７－２００８年度  都城西ロータリークラブ         

テーマ   「明るく、楽しく、元気よく」               

         

明るく・・・・プラス思考で前向きに  

        楽しく・・・・主体性を持とう 言われてやるのではなく自分で考えて動くこと  

        元気よく・・・良いことを速やかに実行に移すことが大切  

 

 

 

２ ０ ０ ７ － ２ ０ ０ ８ 年 度   ２ ７ ３ ０ 地 区   田 村 智 英 ガ バ ナ ー

地区テーマ  「ロータリーを発信しよう」         



 

 

  あらゆる組織が伸びる時は、１人１人がプラス思考で、明るく勉強、研究熱心、そして協力し合うまとま

りのある時です。 

  クラブの活動に活発に参加するためには、「明るく、楽しく、元気よく」取り組んで行きましょう。ひとつ

ひとつ常に前向きに主体性を持って、良いと思ったことを素早く実行して行きましょう。 

 

努力目標    ロータリーはＥＳＳ（Ｅｎｊｏｙ,Ｓｔｕｄｙ,Ｓｅｒｖｉｃｅ） 

 

  １.明るくて楽しいクラブ活動を運営をしよう。 

       ａ.出席率の向上と無届欠席を無くそう。 

 

  ２.会員増強に努め、親睦と友情を深めよう。 

       ａ.新会員（男性会員５名、女性会員１名）増を目標にしよう。 

 

  ３.各委員会の行事や運営を活発にしよう。 

       ａ.奉仕活動や表彰などをマスコミ（地元新聞社、テレビ局など）を通して発信しよう。 

 

  ４.Ｒ財団、米山奨学会、教育振興基金を推進し、目標を達成しよう。 

       ａ.Ｒ財団        １人 １００＄ 

       ｂ.米山奨学会    １人 １万円 

       ｃ.教育振興基金 

 

  ５.ロータリーの行事(例会、各委員会、奉仕活動、ＩＭ、ライラ、地区大会、世界大会等々) 

     に積極的に参加しよう。 

       ａ.入会３年未満の会員は(各委員会、奉仕活動、ＩＭ、ライラ、地区大会等々)全員参加しよう。 

       ｂ.２００８年６月ロサンジェルス国際大会へ１０名以上の参加をしよう。 

� 

  わたくしは５歳の時に小児マヒに罹りました。コルセットを着けたり歩行訓練などの結果、どうにか松葉

杖１本で歩けるようになりました。５７歳になる今日までさまざまな事がありましたが、２つの会社経営を

父から受け継ぎ、社長歴も１０年を越えました。 

 辛いことや苦しいこともたくさんありましたが、「朝の来ない夜はない」とか、「冬は必ず春となる」また

「激しい雨や嵐でも、雲の上には明るい太陽がいつも輝いているように心の中は明るく強い気持ちを持とう」

とかの言葉に勇気づけられました。 

 そしてこの「明るく、楽しく、元気よく」を最も自分に言い聞かせらがら生きて来ました。 

 運命を自分で開拓できるものならば、幸運を招く秘訣はなんでしょうか。たくさんある中から、一つは、

より良い出会いにあると思います。友人や伴侶との出会い、人生の師、学問の師との出会い、仕事や会社、

チャンスや情報・知識など、さまざまな出会いによって人生は築かれます。 

 そして良い出会いに恵まれるポイントの一つは、いつも心を明朗に保ち行動に表して行くこと。朗らかな

声を出すこと、前を向いて歩くこと、胸をはること、体を動かすこと、とにかく動くことで、今の自分に変

化を起こすことが大切と思います。 

 ロータリークラブはこれらの要素をたくさん持っています。 

 ロータリークラブの理念は「親睦と奉仕」です。様々な職種の会員との出会い、素晴らしいロータリアン

との交流（２７３０地区２５５０名・全国１０万人・世界１２０万人）、純粋で健全な奉仕の精神を知らず知

らずの内に学ぶことが出来ます。ロータリークラブの理念を基本に「明るく、楽しく、元気よく」生きて行

けば、良い意味での逞しい楽観主義が身に着きます。 

 ともあれロータリークラブと言っても、一人一人 

のロータリアンが集まっての集合体です。クラブの 

活力も、やはりロータリアン一人一人の元気度に依 

存するところが多いと思います。 

 １年間「明るく、楽しく、元気のよい」クラブに 

して行きたいと思います。どうかよろしくお願い致 

します。 

 

 

 

 



 

 

幹事就任挨拶 

小俵  武 
 
第 33 代小田賢一会長年度、幹事に就任させて頂く事になりました。 

都城西ロータリー2007～2008 年度、小田会長のクラブテーマ「明るく・楽しく・元気よく」 
に沿って、この 1 年間を無事過ごせれば幸いだと思います。皆様方のご指導、ご鞭撻、ご協力を宜しくお願

い致します。 
 
平成 2 年 4 月 15 代、草水会長年度に大石名誉会員の推薦を受け入会させて頂き、今年度 18 年目を迎え

ます。入会当時の事を考えますと、無口で社交性のない私が現在まで、ロータリーの仲間で居られる事を不

思議に思います。 
 
私みたいな個人経営者が、伝統あるロータリークラブに入会を認められ都城西ロータリーの一会員として

続けてこられたことは、先輩ロータリアンのご理解とご指導のおかげだと 
感謝しております。また、ロータリーには超我の奉仕と有りますが、私には簡単に出来ることではありませ

ん。しかし、他人に対する思いやりと、他人のためにつくすことは、微力ながら出来ます。ロータリーには、

何とも言えない（言葉では言い表せない）魅力があるからです。 
 
この度、幹事を引き受けるにあたり、微力ながら、小田会長年度、都城西ロータリークラブの運営に手助

けが出来ればと考えています。諸ロータリアンのご協力とご指導を重ねてお願い致します。 
 
「一つの考えにこだわり過ぎると新しい途は開けてこない」とあります。 
色々な角度から見、考え。真実かどうか。みんなに公平か。好意と友情を深めるか。みんなのためになるか

どうか。を、頭の中につねに思い浮かべ、「明朗・愛和・喜働」の精神で頑張ります。1 年間宜しくお願い致

します。 
合掌 

 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ７／８（日）西ＲＣ旗少年野球大会 奇蹟の開会式  


