
 
 

点鐘 
合唱     それでこそロータリー   
ビジター紹介      
◎ 都 城     
佐々木鴻昭  緒方  洵  寺尾  豊  高野 広美  
外山   勝  山田 裕一  岩本 八郎 大石  宏 
鎌田 明彦  米良 俊昭  間  和彦  立山 忠春 
修行 本承  東郷 研哉  福崎 順久    
◎ 都城北      
河野 征弘  園田 道雄  梅﨑 裕一  冨賀見隆一 
◎ 都城中央 
塩屋三智年  橋詰 雅次  吉松 成人  外薗 敏文 
橋口 康雄  倉園 重美  小坂 恭子  富吉 博久 
山崎 照代                    各氏 

□会長の時間        小田 賢一 

みなさん、今晩は。 

 今年もあと１０日あまりを残すだけとなりまし

た。会員の皆様には、今年１年本当にお世話になり

ました。心より感謝を申し上げます。 

  皆様のおかげを持ちまして、上半期のさまざまな

行事が盛況のうちに終わりまして、ホッと胸をなで

おろすとともに、会員の皆様の行動力、団結力を頼

もしく思いました。 

 来年も、なにとぞよろしくお願い致します。 

さて今年、読んだ本で、印象に残ったもののなか

に『求めない』（加島祥造 作）があります。著者は、

英文学などの研究をされる学者です。 

  この本の中のいくつか感銘を受ける言葉を紹介

しますと・・・、 

「求めない－－－すると／ 

いまじゅうぶんに持っていると気づく」 

「求めない－－－すると／ 

いま持っているものが／いきいきとしてくる」

「求めない－－－すると／ 

心が澄んでくる」 

「求めない－－－すると／ 

体ばかりか心もゆったりしてくる」 

「求めない－－－すると／心が広くなる」 

「求めない－－－すると／ 

内から湧くものに気づく」

                                                

このように「求めない・・・」で始まる言葉が、続

きます。加島さんは、人間は「求める存在」と承知の

上で、体ではなく頭が求める欲望を抑制するよう呼び

掛けています。そうして欲望を抑えることで立ち現れ

る心の平安を静かなリズムで訴えかけています。 

  日々の生活に追われ、物質的な豊かさを追い求める

現代です。それに対して、あくせくせずに、物事への

こだわりから離れる姿勢をとることが、新しい自分と

の出会いにつながるのではないでしょうか。悩んだ

り、壁にぶつかっているときに、落ち着きを与えてく

れる言葉の数々が凝縮されています。 

  年末年始の慌ただしい時期を、心を平安に保つきっ

かけになれば、と思いご紹介致しました。お役にたて

ば、幸いです。 

  年末年始、どうか無事故、健康でお過ごしください。

１年間、本当にありがとうございました。どうか来年

もよろしくお願い致します。 

  今年、最後の会長の時間でした。 

ありがとうございました。 

 

□幹事報告          小俵  武 
○ 小林ＲＣ…………例会変更  12/26（水） 

18:30-ｶﾞｰﾃﾞﾝﾍﾞﾙｽﾞ  ＊忘年会 
○ 日南．志布志．ＲＣ…………例会休会  

 1/1（火）「元旦」のため 
○ 日南中央Ｒ．志布志みなとＣ……特別休会  

1/2（水） 「三ケ日」のため 
○ えびのＲＣ……特別休会 1/3（木） 
○ 志布志ＲＣ………例会変更  1/8（火）19:30-

大黒本店  ＊年頭挨拶例会 
○ 志布志みなとＲＣ…例会変更 1/9（水）19:30-

大黒本店  ＊新年例会 
○ 小林ＲＣ…………例会変更  1/16（水） 

18:30-ｶﾞｰﾃﾞﾝﾍﾞﾙｽﾞ ＊家族新年例会 
○ えびのＲＣ………例会変更 1/17（木） 

18:00-真砂旅館   ＊新春懇話会 
○ 志布志みなとＲＣ…例会変更 1/23（水）→1/27

（日）ＩＭのため 
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○ 志布志ＲＣ………例会変更  
1/29（火）→1/27（日）ＩＭのため 

○ 高鍋ＲＣ………１月プログラム予定表 
○ ガバナー事務所… 

（財）ﾛｰﾀﾘｰ米山記念奨学会ﾆｭｰｽ 
年末年始のお知らせ  

お休み 12/29（土）～1/6（日） 
   国際大会旅行  モデルｺｰｽのご案内 
   2006-2007 GSE 報告書 
○ 地区社会奉仕……RI 水対策支援 

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの件 
○ 都城市人権啓発推進協議会… 

人権啓発資料の活用について（依頼） 
○ 都城東ｽﾏｰﾄｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞ（仮称）設置実現を 

目指す署名活動 
○ 都城中央ＲＣ…記帳ﾒｰｸｱｯﾌﾟが 

大丸本館サービスカウンター１Ｆで 
できるようになりました。 

☆ 時間は 18:30-19:30  
＊ 19:30 には閉店ですので 

気を付けてください。 
 

□クラブ報告事項 
＊ 12/26（水）．1/2（水）特別休会です。 
＊ １月定例理事会  12/27（木）18:30-中山荘 
＊ ４ＲＣ合同新年例会のご案内  
 1/15（火）18:00-都城ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ 

＊ 事務局年末年始休み 12/29（土）～1/6（日） 
☆よいお年をお迎え下さい。 

  

□出席報告 

会員数     62 名 

出免数      ４名 

出席数     53 名 

出席率 91.37％ 

前々回修正出席率 12/5 91.52％ 

前回修正出席率 12/12 86.44％ 

 

届出有 栄福 鬼束 河村 馬渡 内藤

ＭＵ有会員 

12/14  都城 

12/18  北 

 

なし 

藤岡 中村静 内藤 河村  

上田 吉田勉  

ＭＵ無会員 

12/5 

  

岩下 瀬口 福永直 盛田  

脇丸  

要ＭＵ会員 

12/12 

  

久木野 瀬口 脇丸 吉田努 

園田 大峯 岩下 木佐貫 

 

□委員会報告 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
□ＳＡＡ報告          鳥集 寿一 
◎ ニコニコ箱 … ありませんでした 
 12／19 計 
ﾆｺﾆｺＢＯＸ 0 248,187
ｺﾞｰﾙﾄﾞ BOX 0 70,539
ﾛｰﾀﾘｰ財団 0 246,600
米山奨学会 0 356,000 
教育振興基金 0 199,000

＊竹と風の学校    51,805 
 
◎ 今後のプログラム 
１／１６→１５に変更  ４ＲＣ合同新年例会（担当北

ＲＣ） ロイヤルにて １８：００～ 
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   藤岡 成学 

 



 

□本日のプログラム    

 

   

 

  

 

小田 賢一会長あいさつ 

 

  会員の皆様、そしてご家族の皆様、ようこそ年末家族会にご参加くださいました。 

 １２月は世界中のロータリークラブが家族月間を祝います。そしてそれぞれのクラブの年末家族会は、み

んながひとつの家族のように暖かく楽しく親睦を深め合うひとときです。 

 それでは、皆さん、ゆっくりと今年１年の疲れなどをいやしてください。 

  ご家族の皆様と良い新年が迎えられますことをお祈りして、あいさつとさせていただきます。 

  それでは親睦活動委員会の皆様、よろしくお願い致します。 

 

 

 
 
 
 

 



 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


