
 
 

点鐘 
合唱      君が代 奉仕の理想 
ビジター紹介     12/26 分 
◎ 都 城   修行 本承 佐々木 正 横山修一郎 
           岡崎 誠一  
◎ 都城北   都城中央    なし 
              1/2 分 
◎ 都 城    齊藤  隆 
◎ 都城北    都城中央      なし 
              1/9 分 
◎ 都 城  都城北  都城中央     なし 

各氏

□会長の時間        小田 賢一 

みなさん、２００８年の新年、明けましておめで

とうございます。 

  今年もどうぞよろしくお願い致します。 

  先程入会されました、新会員の前野益孝さんは、

アドバイザーに中村七郎副会長、所属委員会は親睦

活動委員会と雑誌会報委員会になります。また山下

直哉さんは、アドバイザーに高辺親睦活動委員長、

所属委員会は親睦活動委員会と社会奉仕委員会に

なります。 

  アドバイザーと所属委員長、クラブの皆様どうぞ

よろしくお願い致します。お二人も早くクラブに馴

染んでいただきまして、ロータリアンとして育って

いただきたいと願っています。 

  さて昨年は、会長・幹事それぞれ不慣れなクラブ

運営のもかかわらず、皆様のご協力によりＲＣ行事

がすべて順調に行きまして、大変にありがとうござ

いました。心より感謝申し上げます。 

  いよいよ後半期が始まります。 
後半期のＲＣ行事には、今月末のクラブ協議会

や、２月えびの市でのＩＭ、韓国の姉妹クラブの東

蔚山ＲＣからの来訪、４月は観桜会、５月は次年度

の地区協議会、６月は世界大会があります。棈松

国際奉仕委員長と三坂職業奉仕委員長の声かけに

より約１７名の参加登録がされています。   
後半期もクラブの皆様のご協力を頂ながら、すべ

ての行事が成功裏に終わりますように願っており

ます。 

                                                

  ところで世の中は、昨年からの宙に浮いた年金記録

問題、食品業界に広がった偽装表示、防衛省前事務次

官の汚職事件など、さらにワーキングプアという言葉

も生まれた格差問題・貧困層の増加や中央と地方の格

差問題、地球温暖化問題などあります。 

  特に、今年は年頭から「地球温暖化の問題」が新聞

やテレビなどで報じられていました。  

 昨年のノーベル平和賞を受賞したアメリカのゴア

前副大統領は「この惑星は今、熱を出している。もし

自分の子供に熱があったら医者に連れていくはずだ」

と呼びかけています。「すべての人は地球という宝石

を次の世代に引き継ぐ責任がある」「もし行動を取ら

なければ、今世紀半ばには、この惑星に９０億人を越

える人が住むことができなくなります。温暖化は人類

が直面する 大の脅威だといえます」と真剣に警告を

している環境学者の言葉もあります。 

  我々ロータリアンもこの地球的規模の環境問題を、

本腰を入れて取り組まなければならない時に来てい

ると思います。 

   今日の卓話は、大峯社会奉仕委員長より、「地球温

暖化の問題について」の予定になっています。 

ともあれ、お正月という節目に、１年を振り返り、

また新しい年への決意したり、抱負を抱きます。節目

の時は大いなる飛躍の時であります。２００８年がク

ラブの皆様にとってすばらしい年になりますように、

ご祈念申し上げます。       

会長の時間でした。

 

週 報 第１５５６回  平成２０年 １月 ９日

    会長 小田 賢一 
    幹事 小俵  武 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

□本日のプログラム    

 

   

 

  

□幹事報告          小俵  武 
○ ガバナー事務所……１月からＲＩ為替レート 

１㌦１１２円（現行 112 円） 
  月信１月号 
  クラブ定款細則の改定について 
○ ＲＩ本部………半期報告書 
○ えびのＲＣ… 

宮崎県西部分区ＩＭ開催のご案内 
  2/10（日）11:30-16:00  えびの文化ｾﾝﾀｰ 
     登録料 4.000 円  1/19 締切 
○ 米山記念奨学会… 

2007 下期普通寄付金のお願い 
○ ロータリーの友…1-6 月号ﾛｰﾀﾘｰの友請求書 
○ 東蔚山ＲＣ……年賀状 
○ ロータリーの友１月号 
○ 都城倫理法人会…1200 回ﾓｰﾆﾝｸﾞｾﾐﾅｰのご案内 
○ 九州財務局…「九州ざいむ」№111 
□クラブ報告事項 
＊ 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 

＊ 本日書き損じはがき回収、 
次週まで宜しくお願いいたします。 

＊ クラブ協議会 1/30（水）18:30-中山荘  
＊後日ご案内致します。 

＊ ＩＭの出欠をご提出下さい。 
義務出席者…２年未満の会員．理事役員．委員長 

□出席報告 

会員数     64 名 

出免数      3 名 

出席数    ５０＋３名 

出席率 82.31％ 

前々回修正出席率 12/26 特休 

前回修正出席率 1/2 特休 

 

届出有 鬼束 鎌田博 河村 高橋  

藤岡 吉田勉 中村七 串間 

福永直 久保 中村静 

ＭＵ有会員 

12/20  中央 

12/21  都城 

12/25  北 

12/27  中央 

12/28  都城 

1/3    中央 

1/4    都城 

1/8    北 

 

柳田  

岩下 河村 木佐貫 

土持 大峯 吉田努 

土持  

河村  

高橋 鳥集  

馬渡  

吉元 藤岡 河村 鎌田博 吉田勉

ＭＵ無会員 

12/26 

  

特休 

要ＭＵ会員 

1/2 

  

特休 

※ 11/30付 瀬口増男氏が退会されました。 

□委員会報告 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
□ＳＡＡ報告          鳥集 寿一 
◎ ニコニコ箱 
外山 俊明…新年おめでとうございます。前野さん、山下 

さんの入会を祝しまして 
山浦 栄巳…前野さん山下さん一緒に頑張りましょう 
三坂 昭一…誕生祝いを頂いて 
      小田年度の更なる発展をお祝いして 
土持  修…結婚祝いを頂いて 
天水 金作…結婚記念品を頂きありがとうございます 
岡崎  誠…前野、山下両氏の入会を心から歓迎します 
小田 賢一…明けましておめでとうございます 
      ６月まで半年、会長幹事一生懸命頑張ります 

クラブの皆様どうぞよろしくお願い致します 
小俵  武…前野さん山下さん入会おめでとうございます 
      これからもよろしくお願いいたします 

新年初めての例会に参加出来て 
◎ 教育振興基金 
山浦 栄巳…おめでとうございます 
 1／9 計 
ﾆｺﾆｺＢＯＸ 11,000 259,187
ｺﾞｰﾙﾄﾞ BOX 3,690 74,229
ﾛｰﾀﾘｰ財団 0 246,600
米山奨学会 0 356,000 
教育振興基金 10,000 209,000

＊竹と風の学校    54,385 
◎ 今後のプログラム 
１／２３  雑誌会報担当…都城ﾛｰﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞ卓話 
１／３０  健康管理担当…河村委員長卓話  
２／６   国際奉仕担当 
２／１３  ＩＭ報告 

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 

 
三坂 昭一 ・ 天水 金作 
土持  修  各氏 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
□ 本日のプログラム 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

前野 益孝氏

 
マエノ写真館

代表 
よろしくお願

い致します。

山下 直哉氏

 
花のやました

専務 
よろしくお願

い致します 

 
大峯社会奉仕委員長 
「地球温暖化について」 

三坂 昭一会員 
「太陽光発電について 
 ＣＯ２削減について」 

 
棈松 豊治会員 

「ＣＯ２削減自動車について」 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
■ 2008.01.01  ガバナー新年のご挨拶■ 2008.01.01 ガバナー新年のご挨拶 
 
 
 
新年あけましておめでとうございます。 
旧年中は地区ロータリークラブ会員の皆様には、公式訪問、地区大会等で大変お世話になりました。 
本年も残された半年間を心新たに務めてまいる所在です。 
旧年同様よろしくお願い申し上げます。 
課せられました職務は、地区事務局スタッフの献身的なご支援により何とか務めておりますが、ガバナーとして個性を出せる

までには至っておりません。 
残されました時間で努力したいと思っておりますが、どこまで出来ます事やら不安でありますが、一人で出来ることは限界が

あります。各地区委員会の皆様、クラブ理事役員の皆様、そしてクラブ会員の皆様のご活動を期待いたします。 
ガバナー年度が終わる頃に、あれも、これもの思いが強くなりそうです。年度が終わってもロータリアンとして通過点に過ぎ

ません。微力ながらロータリーのために尽くしてまいるつもりです。ロータリーの友愛を深め、ロータリーの精神を実践して

まいりましょう。 
 
                       国際ロータリー第 2730 地区 2007-2008 年度ガバナー 田村智英 
 
 
 
 
 
 
 

1 月 ロータリー理解推進月間 （Rotary Awareness Month） 

会員にロータリーについて知識と理解を一層深めてもらい､同時にロータリアン以外の、一般市民にも

ロータリーのことをよく知ってもらうためのプログラムを実施する月間です。 

 
 

「追悼記念週間（1 月 27 日を含む 1 週間）」 （Remembrance Week）  

 1947 年 1 月 27 日は、ロータリーの創始者・ポール・ハリスの命日です。1989 年 10～11 月の理事

会において、毎年この 1 月 27 日を含む 1 週間を、物故ロータリアンの冥福を祈り、生前の貢献を記念

する週間として「追悼記念週間」と指定しました。 

  


