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□会長の時間

小田 賢一

みなさん、こんにちわ。
先週はニコニコＢＯＸ、ロータリー財団、米山奨学
会、教育振興基金などたくさん戴きまして、大変にあ
りがとうございました。
また７月８日の日曜日は、第２０回都城西ロータリー
旗少年野球大会の開会式が公設市場のグランドで行
われました。会員のみなさんも日曜日にもかかわら
ず、たくさん参加していただき、大変にありがとうご
ざいました。
入場行進、開会式はおかげさまで、どうにか晴れ
ましたが、試合が始まる頃から雨が降り出して来まし
た。結局全試合が中止になりました。
今週の土曜日、７月１４日から３日間連続の試合にな
りました。予定通りに行けば１６日の午後に決勝戦、閉
会式になります。
毎回、少年達の入場行進を見ますと、さわやかな
気持ちにさせられます。健気で一生懸命な姿から、明
るい未来や希望を感じるからでしょうか。ともかく決
勝戦までケガなどの事故がなく、無事終了すること
を願っております。
さて、今学校の中では、「いじめ」が大きな問題に
なっています。さまざまな原因で「いじめ」問題が長
く社会問題化していますが、今日は『１つの防止策』と
して少年野球大会にちなんで「スポーツマンシップ」
に着目してみます。

そもそも「いじめ」（苛め、虐め）とは、みんなと違う
異質な相手、立場の弱い個人に対して精神的あるいは
肉体的に苦痛を与える行為です。嫌がらせが一時的も
しくは継続的に行われる状況をいじめと言います。
一方スポーツの世界では、競技を形づくる「ルール」
や「相手」「審判」に対して尊重の気持ちを持つことが
最も要求されます。これはスポーツをする上での不可
欠な原則であり、原理であります。スポーツの世界では
尊敬とか尊重とは、みんなと違う異質な相手、すなわ
ち敵を理解し、価値を認めることです。
例えば、格闘技と単なるけんかの違いは「ルール」
「審判」があるか無いかです。スポーツマンシップとは、
「ルール」「相手」「審判」などへの尊重の精神に他なり
ません。尊敬の念や尊重を体で覚えさせて理解させる
ことはスポーツの神髄であり、目的であり、使命であり
ます。したがってどのようなスポーツの開会式でも「ス
ポーツマンシップにのっとり」と宣誓するのです。
このスポーツマンシップを学ぶ機会を増やすこと
で、家庭や学校で今あまりなされていない「鍛え」や
「しつけ」、「挨拶その他礼儀」などの基本的な教育を徹
底出来るのではないでしょうか。
昔の薩摩の郷中教育には「負けるな、うそを言うな、
弱い者をいじめるな」とありました。地域の中で様々な
教育の仕組みが張り巡らされていました。
現代では憧れのスポーツ選手、イチローや松井が
「スポーツマンたれ」とのメッセージをもっと発信すれ
ば、いじめや引きこもりの状態から脱出できる青少年
達がたくさん出てくるのではないでしょうか？
あらゆるスポーツを通し、世の青少年達が他者との
共生（共に生きる）を学ぶことが社会の健全さ、明るい
未来を決定します。
今よりも、もっともっとスポーツ振興が国をあげてな
されることを期待したいと思います。
我がクラブが少年野球大会を支援する意義が今後
も大いにあると思います。
会長の時間でした。


□幹事報告

小俵

武

○ 都城中央ＲＣ……例会変更 7/26（木）→7/28
（土）18:30-隼人港沖 ＊納涼例会
○ ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所………薬覚醒剤乱用防止ｾﾝﾀｰ
「ﾆｭｰｽﾚﾀｰ」№75
地区資金振り込み口座について
○ 盆地まつり実行委員会…お礼(手ぬぐい)
○ 都城市人権啓発推進協議会…平成１９年度人権
啓発推進協議会の開催および
委員会等の確認について（依頼）
□クラブ報告事項
○ 次回事業計画発表です。
7/18…三大奉仕部門
○ 前年度決算理事会 7/18（水）18:30－ｼﾀﾞｯｸｽ
○ 本日 13:30-ｴﾄﾜｰﾙ
監査
萩原 園田 前会長．幹事．会計

□出席報告

前回修正出席率

届出有

6/27
7/4

62 名
４名
４７名
81.03％
93.34％
91.38％

岡崎 木佐貫 串間 三坂
最勝寺 藤岡 吉田努 脇丸
吉田勉 中村静 盛田

ＭＵ有会員
7/6

都城

7/8 少年野球
開会式

岡崎 志摩
井福 大峯 小田 小俵 岡崎
鎌田博 木佐貫 岸良 草水
四季 志摩 瀬口 高橋 高辺
天水 外山 内藤 長友 中山
平川 福永直 三坂 柳田
吉田努 吉原 上田

ＭＵ無会員
6/２７

福本 河東 盛田 脇丸

要ＭＵ会員
７/４

串間 脇丸 吉田勉 久木野
中村静

※6/30 付退会 渕脇 次男
前田
勇
山田 紘子
河東 光浩 各氏
長い間、お疲れさまでした

□委員会報告

新世代委員会
平川委員長
7/8
開会式の報告
今後の予定

□ＳＡＡ報告

会員数
出免数
出席数
出席率
前々回修正出席率

１２年
小田 賢一会長

鳥集 寿一

◎ ニコニコ箱
都城北・江藤 英幸…小田丸、出航を祝福して
上田やよい…小田会長、小俵幹事他の役員の方々、１年間
頑張って下さい
土持
修…副ＳＡＡを１年間させて頂きます。
ニコニコＢＯＸをよろしくお願いいたします
ゴルフ同好会も多数のご参加をお願い致します
山浦 栄巳…気のゆるみ、少年野球を寝過ごし、今日は、
バッヂを忘れましたので
外山 俊明…結婚記念品を頂いてありがとうございます
高辺 晃也…少年野球大会期間中平川委員長はじめ新世代
委員会のみなさんお世話になります
小田 賢一…平川委員長はじめ新世代委員会のみなさん、
少年野球大会お疲れ様です
◎ 米山奨学会
小田 賢一…岩橋米山奨学会委員長、１年間よろしくお願
いいたします
今井 幸夫…米山奨学会へ
◎ ロータリー財団
○今後のプログラムの予定
７／１８
各委員会事業報告 ②
７／２５
少年野球大会報告・決算報告
８／１
納涼例会
7／11
計
ﾆｺﾆｺＢＯＸ
11,000
53,000

3,460
0
30,000
0

ｺﾞｰﾙﾄﾞ BOX

ﾛｰﾀﾘｰ財団
米山奨学会
教育振興基金

＊竹と風の学校

6,590
12,200
40,000
20,000
5,871

雑誌会報委員会
志摩 誓啓 吉田
甲斐 克彦

勉 鮫島 孝慶 馬渡 秀光
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

□ 本日のプログラム

プログラム 吉原委員長

会員選考 天水委員長

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ 福永 直委員長

広報

高橋委員長

教育振興基金 井福委員長

出席 永野委員長

会員増強

親睦活動

外山委員長

高辺委員長

健康管理 河村委員長

職業分類 久木野委員長

雑誌会報 志摩委員長

ﾛｰﾀﾘｰ情報 萩原委員長

友愛

鎌田 博委員長

会員候補者を惹きつけるには
会員候補者を惹きつけるためには、以下のような方法もあります。
※ ｢ロータリーの基本知識」（595-JA）、「ロータリーとは」（001-JA）、「ロータリー大要」（419-JA）を渡す。こ
れらの出版物はすべて、RIウェブサイト（www.rotary.org）、RIカタログ、または国際ロータリー日本事務局よ
り入手することができます。
※ RIウェブサイト（www.rotary.org）を閲覧するよう、会員候補者に勧める。
※ クラブの沿革と最近行った奉仕プロジェクトや親睦行事をまとめたパンフレットを作成する。
※ クラブの活動か奉仕プロジェクトに会員候補者を招く。
RIウェブサイト（www.rotary.org）の「ダウンロード」をクリックして、最新の資料をご覧ください。
資格を備えた候補者を探し出すには
ロータリーの会員としての資格を備えた候補者は、善良な成人であって、職業上良い世評を受けており、一般に
認められた有益な事業および専門職務において、裁量の権限のある管理職の重要な地位にあることとされま
す。
会員身分の種類
ロータリー・クラブの会員身分には、正会員と名誉会員の2種類があります。
※ 正会員は上記の資格を持ち、クラブの所在地域内、もしくはその周辺地域に居住するか、もしくは職業に
勤務している。
※ 名誉会員は、ロータリーの理想推進のために称賛に値する奉仕をした人で、ロータリーの崇高な理念を末
永く支援し、ロータリーの友人とみなされる。
職業分類
ロータリー・クラブの各正会員は、その事業または専門職務に従って分類されるものとします。職業分類とは、正
会員の所属する会社の主要かつ一般社会がそのように認めている事業活動、または本人の主要かつまた一般
世間がそのように認めている事業や専門職務を示すものです。
会員の資格条件に関する詳細は、「手続要覧」（035-JA）、国際ロータリー細則第4条、標準ロータリー・クラブ定
款第6条および第7条をご参照ください。
新会員を推薦するには
会員候補者の入会したいという意思が確認できたなら、次の手続きを踏みます。
※ 会員推薦用紙のAの部に漏れなく記入し、クラブ幹事に提出します。幹事がこれをクラブの理事会に提出
します。注意：推薦については、理事会が承認するまで会員候補者に知らせてはなりません。
※ 理事会の決定についてクラブ幹事から通知されるのを待ちます
（推薦用紙が提出されてから通常30日以内）
クラブ理事会が候補者を承認した後の手続き
※ クラブまたは推薦者が、被推薦者のために説明会を準備し、開きます。
※ 会員推薦用紙のBの部分に漏れなく記入し、署名するよう、被推薦者に求めます。
※ 被推薦者の氏名と職業分類をクラブに書面をもって発表します。推奨ロータリー・クラブ細則は、クラブ会
員がそれを検討し、異議があれば、7日間以内にそれを申し立てることができると規定しています。
※ 異議の申し立てがない場合には、被推薦者は入会金を納めることにより、ロータリアンとなります。
※ クラブ幹事または会長が、国際ロータリーに新会員報告書を送ります。

