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すので、祝賀会のご案内を会員の皆様へお送りさせて
頂きます。ご了承ください。
「ロータリーの友」２月号に東京銀座新ロータリー
クラブ会員の日野原重明先生と市川團十郎さんの対
坂口 三郎
談が掲載されています。
（縦書きＰ.２～６）日野原重
園田 道雄
明先生の言葉が大変素晴らしいので紹介させて頂き
笠松 文男 栢木 順子 小坂 恭子
ました。
山崎 殖章
各氏
２月は、ＲＣは「世界理解月間」となっています。
ゲスト卓話
都城中央
牧元 悟様
「ロータリーの友」２月号を見ますと。特集記事とし
□会長の時間
小田 賢一
て「世界を知り、世界とともに」が載っています。ア
フリカでの太陽エネルギーを利用した補聴器をカナ
みなさん、こんにちわ。
２月に入りました。暦の上では春になりました ダ人医師のアーウィンＦ.スチュアートさんというロ
が、まだまだ寒さが続きます。クラブ会員の皆様、 ータリアンが中心となって２,５００個を、ウガンダ
どうか風邪などに気をつけて寒い時期を乗り越え とジンバブエの耳の不自由な人達に配られたことと
て頂きたいと思います。本日も健康管理委員会より か、その他いろいろたくさんの記事が載っています。
健康プラザが配られています。皆様の健康管理の参 ぜひご覧ください。
田村ガバナーは、ガバナー月信２月号に次のような
考にして頂きたいと思います。
先週の３０日は、クラブ協議会を開催しました。 言葉を書かれています。
「いまさら申すまでもなくロータリーの目指す究
今年度の折り返し点で上半期の反省点や後半期の
行事の確認などをしながら、有意義な協議会になり 極的なことは世界の平和であり、人類の安寧であろう
ました。各委員長さん、大変お疲れ様でした。あり と思います。このことは歴史的にも様々な公的機関、
私的機関、国家や諸団体、先覚者たちが訴えてきまし
がとうございました。
また３１日には、馬渡秀光会員のお見舞いに鹿児 た。ロータリーも正にそれらの一つであります。私的
島まで、小俵幹事と行って参りました。脊髄の手術 団体でありながら一世紀にわたって、民族、宗教、政
と聞いており心配しましたが、手術も無事終わりリ 治を問わず、国際的に成長し、世界の困っている人々
ハビリに入っていて、お元気そうでした。クラブの を支援してきた我らがロータリーはすばらしいと思
います。更なる発展を願っております。
」
皆様にくれぐれもよろしくとの事でした。
本日は、国際奉仕委員会担当で、
「竹と風の学校」
さてＩＭ（インターシティミーティング）が、来
週１０日（日曜日）にえびの市文化センターで行わ について都城中央ＲＣの牧元悟さん始めたくさんの
れます。クラブの皆様、特に２年未満の新会員の皆 ＭＡＫＥＵＰの方々が来られての卓話です。どうかよ
ろしくお願い申し上げます。
様の参加をどうかよろしくお願い致します。
会長の時間でした。
またインターアクト委員会が、１１日にウエルネ
ス交流プラザにて「ルワンダについて考えて見ませ
んか？」のテーマで、高校生約１５０名参加して、
勉強会を開催します。
１０日、１１日とＲＣの続いての行事ですが、よ
ろしくお願い申し上げます。
今月２７日の例会で卓話を予定しています（ぼん
ちくんの漫画で有名な）今村幸一さんが、３月１日
の１００号記念して祝賀会を計画されています。我
ホテルルワンダより
がクラブの吉原会員が、発起人代表になられていま
君が代 奉仕の理想

□ 幹事報告

小俵

武

○ 高鍋ＲＣ……２月プログラム予定表
○ 安満ｶﾞﾊﾞﾅｰｴﾚｸﾄ……会長ｴﾚｸﾄ研修ｾﾐﾅｰ
（ＰＥＴＳ）のご案内 3/8.9（土日）ﾎﾃﾙ京ｾﾗ
クラブ役員キット
（会長要覧．幹事要覧．委員長の手引き）
○ ＲＩ本部………2006-2007 年次報告書．
ﾛｰﾀﾘｰ財団年次報告
2007-2010 長期計画
○ 地区年次寄付…ロータリー財団寄付推移
（年次寄付）
○ 地区幹事………書き損じはがき．切手．
テレカ送付報告について
○ 都城中央ＲＣ…第 31 回ライラのご案内
4/19.20（土日）御池青少年自然の家
○ 都城泉ヶ丘高校定時制……卒業証書授与式
ご案内 2/29（金）10:00-本校義友館
○ ﾛｰﾀﾘｰの友…2008-2009 ﾛｰﾀﾘｰ手帳のご案内
630 円
○ 篠田喜作（岐阜長良川ＲＣ）…
卓話をさせて下さい
○ オクトン…2008-2009ＲＩテーマ幕のご案内
○ 都城自衛隊…観桜会のご案内
3/30（日）12:00-14:00
○ 青年会議所…通常総会お礼状
□クラブ報告事項
＊ 本日よりＩＭ登録料
個人負担分 2,500 円納入下さい。
＊ 新会員公示 １名
＊ ＩＭ 2/10（日）えびの市文化ｾﾝﾀｰ
ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ 10:30 合同庁舎出発
＊集合 10:20
＊ ﾛｰﾀﾘｰ手帳の注文をされる方は
□本日のプログラム
一覧表を回覧しています。

届出有

鳥集 川口 甲斐 串間 川元
福本 中山 吉田勉 鬼束
福永直

ＭＵ有会員
1/30 ｸﾗﾌﾞ協議会

小田 小俵 中村七 吉原
鳥集 永野 吉田勉 福永直
高辺 天水 外山 木佐貫
萩原 鎌田博 三坂 大峯
平川 小坂 井福 棈松 吉元
岩橋 棈松

1/30

理事会

小田 小俵 中村七 吉原
鳥集 三坂 平川 岡崎 大峯
棈松

ＭＵ無会員
1/23

久保 盛田 中村静

要ＭＵ会員
1/30

串間 脇丸 福本 園田
高橋 久木野 中山 前野

□ＳＡＡ

鳥集 寿一

◎ ニコニコ箱
都城北・園田 道雄…小田会長残り少ない！ラストスパー
トを期待しています
都城中央・笠松 文男…本日は牧元さんの準備係りで来ま
した。よろしくお願いいたします
都城中央・牧元 悟…本日はありがとうございました
小田 賢一…都城中央ＲＣより牧元様笠松様おいで下さり
貴重な卓話を頂きました。ありがとうござい
ました
◎ ロータリー財団
鳥集 寿一…円高の今がチャンスです！
◎ 米山奨学会
今井 幸夫…米山奨学会へ
木佐貫鐵蔵…
同じ
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＊竹と風の学校

□出席報告
会員数
出免数
出席数
出席率
前々回修正出席率
前回修正出席率

62 名
４名
４８＋２名
８３．３３％
1/23
95.23％
1/30
87.30％

281,387
83,291
290,200
401,000
229,000
63,758

◎ 今後のプログラム
２／１３
ＩＭ報告
２／２０
ロータリー情報担当
２／２７
インターネット担当
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

藤岡 成学

