
 
 

点鐘 
合唱      君が代 奉仕の理想 
ビジター紹介      
◎ 都 城    外山   勝 前田  浩  間  和彦 
          修行 本承  鎌田 明彦 土持 吉之 
           飯山勘七郎 
◎ 都城北    河野 征弘 森  将彰  冨賀見隆一 
           仮屋 文秋 有村 利美 梅﨑 裕一 
◎ 都城中央  鶴田 貞久 石井 芳満 塩屋三智年 
           山崎 照代 中村 武照 
                             各氏 
 
 

□会長の時間   都城北ＲＣ 外勢 徹男 

皆さん、明けましておめでとうございます。 

今日は都城地区ＲＣ合同新年例会です。やわらか

で、そして限りなく優しい春の光の中で、新春を迎

えました。さて今年は｢子年」・ねずみ年です。十

二支の中で一番目、つまり12年サイクルのスタート

の年です。お互いに新しい気持ちでスタートしまし

ょう。またここにわが北クラブでは地球儀を置いて

います。世界がグローバル化の時代、私達もグロー

バルに考え、まずローカルに行動しようとの思いが

あります。 

 この度、第12代都城商工会議所会頭に就任されま

した来賓の岡崎誠様も、西クラブのロータリアンで

御座います。ぜひ地域経済団体のリーダーとして、

頑張っていただきたいと思います。実は1900年代前

半、ロータリーがアメリカ経済社会の中で果たした

大の功績の一つが、商工会議所の育成運動にある

と言われています。商工会議所のない都市に会議所

を創り、既存の商工会議所に倫理を提唱して行く団

体として蘇らせて行ったそうです。余談ですが日本

のロータリーもその様にできないものかと思いま

す。 

一昨日の日曜日、私は高城観音池公園のリフトに

乗り、展望台に上がりました。山々に囲まれた都城

盆地は楕円形のまさに劇場のようです。その劇場の

中で私達はそれぞれ与えられた役を演じているの

ではないかと想像しました。 

                                                

美しい自然、おいしい水、豊かで肥沃な大地に恵ま

れた私達は大変幸せだと思います。 
この盆地の歴史も幾多の困難に遭いながら、先人達の

英知と努力に依って連綿として綴られ、現代に生きる

私達に繋がり今日の豊かさがあるのではないでしょ

うか。 

 私なりの切り口で盆地の歴史の一端を紐解いてみ

ます。（1）番目は何といっても島津家発祥の地でで

す。三州(日向、薩摩、大隈)の守護職に任命された惟

宗忠久が鎌倉初期の時代に、島津荘地頭職を兼ねて荘

政所に赴任してきて、郡元の旧名｢島津｣にちなんで姓

とし島津忠久と称したのです。(2)番目は近代の発展

に大きく寄与した、明道館を中心とした都城の教育に

あります。第 20 代領主島津久茂が儒臣に講義をさせ

たのに始まり第 22 代領主島津久倫によって学問所と

して創設、そして明道館と改まれました。その塾生に

観音瀬の開削の難工事を完成させ、経済や人々の交流

を活性化させた藤崎公寛。そして荒川秀山。秀山は儒

学者で明治維新の中心人物の一人といわれます。佐藤

一斉に学び西郷、大久保の師、伊藤祐之を教え、全国

を周遊し儒学を教え活躍したそうです。また｢庄内地

理志｣も編さんした人です。その他じっさいに明道館

の設立にあたった藤崎公康、明道館を充実させた漢学

者、坂元正タカ、坂元正ヒラ、都城の教育に力のあっ

た木幡栄周、その他多くの人材を輩出しています。 

  (3)番目に｢日向の木材王」と呼ばれた高城の「ご

つどん」こと後藤伊佐エ門、事業の収益を学校建設や

道路改修、災害救援などに拠出したそうです。(4)番

目に西クラブで編集出版された維新戦争先鋭都城隊

記の中にある、都城島津隊の活躍です。京都警固や戊

辰の役で会津まで戦った都城武士の強さは、戦わぬ者

への情けがあったからこそ強かったと言われていま

す。参戦しない者、また傷ついた者はあくまでも救わ

なければならないと訴えた都城隊書記、財部雄右衛門

の人類愛の精神は140年前の人倫を知ることができま

す。 

この先人達のフロンティア精神とヒューマニズム

の精神は都城の誇りです。私達はこの理想の精神を少

しでも実践しながら、次世代を担う若者に繋げなけれ

ばなりません。

週 報 第１５５７回  平成２０年 １月 １５日

    会長 小田 賢一 
    幹事 小俵  武 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

□本日のプログラム    

 

   

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

ロータリーの｢奉仕の理想｣それは即ち｢他の人へ

の思いやりと他の人を助ける事｣です。これ即ち

{愛}ではないでしょうか。 
今年度国際ロータリーのテーマは「ロータリーは

分かち合いの心」です。「ロータリーを分かち合い」

そして「愛を分かち合い」地域を明るく暖かくしま

しょう。245人のロータリアンが｢愛」という希望の

灯火を掲げ一歩一歩前進し、ロータリアンの真価を

高め良い年にしたいものです。 

□ 幹事報告  都城北ＲＣ  安藤 和己

○ 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水対策支援グループプロジェクト報告書 
○ 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 
○ ロータリー情報冊子のご案内 
○ ロータリーの友…1-6 月号ﾛｰﾀﾘｰの友請求書 
○ ロータリーの友１月号 
○ 小樽南ＲＣ焼酎愛好会…お礼状 
○ 都城市倫理法人会…1200 回ﾓｰﾆﾝｸﾞｾﾐﾅｰの案内

○ 年賀状……田村ガバナー他 
 
□クラブ報告事項 
都城ＲＣ 
＊ クラブ協議会   1/18（金）18:00-ﾒｲﾝﾎﾃﾙ  
＊ ２月定例理事会 1/25（金）13:30-ﾒｲﾝﾎﾃﾙ 
都城西ＲＣ 
＊ 情報集会     1/22（火）18:30-中山荘 
＊ ２月定例理事会 1/30（水）11:00-中山荘 
＊ クラブ協議会   1/30（水）18:30-中山荘 
都城北ＲＣ 
＊ ２月定例理事会  1/29（火）18:00-ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ 
＊ クラブ協議会   1/29（火）18:30-ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ 
各ＲＣ会員へ 
＊ 2/10（日）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 

＊ ４ＲＣ４役会 1/16（水）18:30-中山荘 
＊ 宮崎県西部分区会長幹事会 1/19（土） 

18:30-中山荘

 
 

□出席報告 

会員数     64 名 

出免数      3 名 

出席数    ５４＋２名 

出席率 88.88％ 

前々回修正出席率 1/2 特休 

前回修正出席率 1/９ 93.44％ 

 

届出有 鬼束 河村 久木野 串間  

志摩 平川 盛田  

ＭＵ有会員 

1/１0  中央 

1/１1  都城 

 

1/１5  北 

 

中村静 草水 萩原  

柳田 萩原 岩下 中村七 

上田 河村 久保  

岩下 平川 吉田勉 

ＭＵ無会員 

1/2 

  

特休 

要ＭＵ会員 

1/９ 

  

鬼束 串間 福永直 久保  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
□ＳＡＡ       ありませんでした 

 
 1／15 計 
ﾆｺﾆｺＢＯＸ 0 259,187
ｺﾞｰﾙﾄﾞ BOX 0 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 0 209,000

＊竹と風の学校    54,385 
◎ 今後のプログラム 
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 

 

 
ＩＭ（インターシティミーティング）  

  
 目的の一つは会員相互の親睦と面識を広

め、会員にロータリー情報を伝えることにあ

ります。一般的には、分区単位で行われます

が、複数の分区で行われる場合もあります。

 


