
 
 

点鐘 
合唱     手に手つないで 
ビジター紹介      
◎ 都 城     外山  勝 
◎ 都城北     なし 
◎ 都城中央    中尾  隆  小坂 恭子 
◎ 宮崎西部分区ガバナー補佐  高田 久則様 
 

□会長の時間        小田 賢一 

みなさん、こんにちは。 

 先週の２０日は、情報委員会による情報集会が開

かれました。 

情報委員会のメンバーをはじめ、入会２年未満の

新入会員の方々が参加されました。 

  萩原情報委員長を中心にロータリーの基本を勉

強させて頂きました。 

 

 ２３日の日曜日は、少年野球連盟と親御さん達、

西高校のＩＡ生、ロータリアン総勢５５０名が参加

しての清掃奉仕作業を行いました。「都城の歴史と

文化を知りながら清掃奉仕をしよう」とのテーマ

で、今月の「新世代月間」に相応しい行事だったと

思います。昨日の宮日新聞にも、掲載されています

ので、皆さんご覧ください。 

  また作業前に社会奉仕委員会の「もったいない運

動」のもったいないシールの説明が、大峯社会奉仕

委員長よりありました。作業終了後は参加者全員に

シールの配布もありました。今、社会奉仕委員会が

一生懸命に取り組んでいる環境問題を改めて考え

させられました。 

  地球温暖化とは、大気中の二酸化炭素をはじめと

する温室効果ガスの濃度が増加し、地球の気温が上

昇することです。 

地球温暖化が進むとどうなるか？・・・海面が上

昇して陸地の一部が水没する、集中豪雨や干ばつ、

洪水、台風などの異常気象が起こる（今年の記録的

な猛暑も地球温暖化の影響でしょう。）、マラリアな

どの熱帯性の伝染病が広がる、米の生産が減少する

など、さまざまな問題が引き起こされます。 

 

地球温暖化を止めるには、どうすればいいの

か？・・・地球温暖化引き起こす温室効果ガスのうち

二酸化炭素が約９０％を占めていますので、地球温暖

化を止めるには、省エネに努め二酸化炭素の排出量を

削減することが大切です。二酸化炭素の家庭からの排

出量は、日本全体の約２１％を占めています。 

 そういったことからも、１日に１,０００ｇの二酸

化炭素を削減する運動を呼びかけるこのシールは大

変重要な意味を持ちます。 

  ロータリーの精神、奉仕の心、Ｉ Ｓｅｒｖｅの基

本に通じるものと思います。 

 また同じ日、２３日は午後から２７３０地区の米山

奨学会セミナーが、中山荘で開催されました。この内

容につきましては、岩橋米山奨学会委員長より１０月

３日の卓話で、詳しく報告があります。よろしくお願

い致します。 

 本日は、えびのＲＣより高田ガバナー補佐をお迎え

してのクラブ協議会です。クラブ協議会は各委員会の

事業計画と努力目標を討議する大事な協議会です。委

員長だけでなく委員の皆様もぜひ積極的に協議内容

に参加してください。どうかよろしくお願い致しま

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  10/4（木）12:30-
都城総合文化ﾎｰﾙ ＊職場訪問のため 

○ 都城中央ＲＣ……例会変更  10/11（木）12:30-
都城大丸 ＊公式訪問のため 

○ ガバナー事務所…＊ＲＩ為替レート   
１０月 １㌦ １１６円（現行１１６円） 

 ＊ＲＩ2730 地区 「移動パネル展」について 
○ 地区Ｒ情報…ﾛｰﾀﾘｰ情報委員長会  

11/17（土）13:00-15:00 中山荘 
○ 地区Ｒ財団…目標．計画の提出お願い  *10/13

まで 
○ 地区社会奉仕……RI 水対策支援グループ 
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○ 米山記念奨学会…２００６年度決算書 
  「豆辞典」．米山奨学委員長の手引き 
  ２００６事業報告書 
          米山学友の群像 vol.2 
○ 宮崎県赤十字血液ｾﾝﾀｰ…平成１９年度 

献血功労表彰について（案内） 
○ 日本ＵＮＨＣＲ協会……… 

卓話の希望についてお伺い 

□出席報告 

会員数     6４名 

出免数      ６名 

出席数     ４９名 

出席率     84.48％ 

前々回修正出席率 9/12 98.28％ 

前回修正出席率 9/19 89.66％ 

 

届出有 河村 上田 藤岡 串間 鬼束

吉田努 吉田勉 中村静 盛田

ＭＵ有会員 

9/21  都城 

9/25  北 

9/23  

清掃ボランティア 

 

 

 

9/20 情報集会 

 

 

9/23  米山 

 

なし 

なし 

棈松 大峯 小田 小坂 岡崎

鎌田博 草水 四季 志摩  

瀬口 高辺 天水 外山 内藤

永野 中村七 平川 福永直 

山浦 上田 小俵  

土持 甲斐 福本 上田 栄福

萩原 吉田努 最勝寺 四季 

小田 小俵  

小田 岩橋  

ＭＵ無会員 

9/12 

 

吉田勉 

要ＭＵ会員 

9/19  

  

鮫島 脇丸 久木野 盛田  

川口 木佐貫  

□委員会報告 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
□ＳＡＡ報告          鳥集 寿一 
◎ ニコニコ箱 
えびの・高田 久則…クラブ協議会よろしくお願いいたし

ます 
平川 靖三…少年野球連盟との清掃奉仕作業が皆さまのお

陰で無事終了致しました 
小俵  武…高田ガバナー補佐をお迎えしてクラブ協議会

がスムーズに行えた事に感謝しまして 
小田 賢一…西クラブの協議会に高田ガバナー補佐に来て

頂きました 
鎌田 博文…平川委員長さん他皆さん奉仕作業お疲れさま

でした。高田ガバナー補佐ようこそおいで下

さいました 
中山 忠彦…10/2弊社アレンジトラベルの新店舗がオープ

ンいたします。３日間オープンイベントで抽

選会を致しますのでどうぞ遊びにいらしてく

ださい。 
棈松 豊治…三州のグランドシニア選手権杯にて優勝しま

したので 
◎ 米山奨学会 
広瀬 忠雄…米山奨学会へ 
柳田 温清…   同じ 
◎ ロータリー財団 
広瀬 忠雄…ロータリー財団へ 
◎ 教育振興基金 
広瀬 忠雄…教育振興基金へ 
河中  功…  同じ 
◎ 今後のプログラム 
１０／１０  田村 智英ガバナー公式訪問 
１０／１７  職場訪問 
１０／２４  地区大会報告 
 
 9／26 計 
ﾆｺﾆｺＢＯＸ 10,000 119,000
ｺﾞｰﾙﾄﾞ BOX 2,200 39,39

2
ﾛｰﾀﾘｰ財団 11,600 143,400
米山奨学会 20,000 233,00

0 
教育振興基金 20,000 158,00

0
＊竹と風の学校    29,274 

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 

 
国際奉仕委員会 棈松委員長 
 

【竹と風の学校について】 
 

地区大会への再度のご案内 
延岡総合文化センターにて 

10/19（金）記念ゴルフ大会 
10/20（土）本会議 ・ 懇親会 
10/21（日）記念講演 

講師 家田荘子 



   

□ 本日のプログラム     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

高田ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐クラブ協議会 

                                                        都城西ロータリークラブ 
 

＊９／２６（水）……クラブ協議会  

        例    会  １２：３０～１３：００（食事を含む） 
        クラブ協議会  １３：００～１４：３０ 
  

 
   １３：００  点  鐘 
                 ガバナー補佐紹介      会長           小田 賢一 
                 会長挨拶               会長          小田 賢一 
                 ガバナー補佐挨拶                      高田 久則 
                 クラブ運営方針         会長           小田 賢一 
                 クラブ概況報告    幹事            小俵  武 
                 委員会報告           各委員長 
                     １．会計     岡崎  誠 
                     ２．ＳＡＡ    鳥集 寿一 
                     ３．ｸﾗﾌﾞ奉仕   中村 七郎 
                     ４．出席     永野修一郎  
                     ５．職業分類   久木野誠一 
                     ６．雑誌会報   志摩 誓啓 
                     ７．ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ    福永 直人  
                     ８．親睦（R 家族）高辺 晃也  
                     ９．会員選考   天水 金作 
                   １０．会員増強   外山 俊明   
                   １１．プログラム  吉原 信幸 
                   １２．広報     高橋 五男 
                   １３．Ｒ情報    萩原 和洋 
                   １４．健康管理      河村 邦彦   代理 三嶋 孝雄 
                   １５．友愛          鎌田 博文 
                   １４．職業奉仕   三坂 昭一 
                   １５．社会奉仕   大峯  学  
                   １６．教育振興      井福 博文 
                   １７．新世代    平川 靖三   
                   １８．ｲﾝﾀｰｱｸﾄ       小坂泰一郎 
                   １９．国際奉仕   棈松 豊治 
                   ２０．Ｒ財団    吉元 鉄夫 
                   ２１．米山     岩橋 辰也 
                質疑応答 
                 講  評              ガバナー補佐   高田 久則 
                 謝  辞              副会長           中村 七郎 
   １４：３０   点  鐘 

                       
 


