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□会長の時間        小田 賢一 

  みなさん、こんばんは。 

  今夜は、姉妹クラブの和歌山県御坊南ＲＣの皆さ

んを迎えての歓迎例会です。御坊南ＲＣの皆様、遠

路はるばる都城までおいでくださり、誠にありがと

うございます。都城西ＲＣ会員一同、心より歓迎申

し上げます。 

 さて昨年の１１月１２・１３日の両日に西クラブ

の２１名が貴クラブを訪問させて頂きました。その

節は心温まる歓迎を頂きまして、大変にありがとう

ございました。そして姉妹クラブ締結更新調印式を

させていただきました。 

  ここでもう１度、貴クラブとの姉妹クラブ交流の

歴史を振り返らせていただきます。我がクラブにも

若いメンバーが増えましたので・・・。 

 貴クラブとは、ＲＩからの承認年月日（昭和５１

年３月３１日）が同じというのが縁で姉妹クラブの

 交流が開始しました。都城西ＲＣ第８代会長天水藤

平さんの発案とお聞きしています。 
昭和５８年５月４日  

御坊南ＲＣより１０名、我がクラブの例会に出席

昭和５８年７月２３日  

御坊南ＲＣを我がクラブが訪問 

昭和５８年１０月５日  

御坊南ＲＣより２名、我がクラブの例会に出席

昭和５９年１０月２６日  

御坊南ＲＣと姉妹締結本調印式 

昭和６０年１０月１５日  

東蔚山ＲＣと御坊南ＲＣとの姉妹締結調印式

（御坊南ＲＣ）都城西ＲＣから７名出席 

昭和６１年８月  

青少年交換学生をお互いに派遣 

平成１１年－１２年  

姉妹締結１５周年を記念してお互いに訪問 

平成１８年４月２日  

都城西ＲＣ３０周年に３名ご来訪 

平成１９年５月２２･２３日  

塩路哲英さん、増田順一さん、森本旭さんご来訪 

平成１９年１１月１２・１３日  

御坊南ＲＣを訪問 姉妹ｸﾗﾌﾞ締結更新調印式 

最初の姉妹締結から、２３年たった昨年の更新調印

式はこれからの両クラブの交流の新しい出発となっ

たと思います。 

 貴クラブ訪問から帰り、例会の会長の時間で「袖振

れ合うも多生の縁」という古いことわざを引用し、「人

は縁（えにし）で生きている。偶然のような出会いや

友情が実は不思議な縁で結ばれた必然である。人と人

との出会いや繋がりの不思議さ、ありがたさ」という

話をさせて頂きました。  
振り返れば私自身「もしほかの仕事をしていればと

か、もしＲＣに入会していなければとかを考えれば、

貴クラブの皆様とこの世で永遠に出会うことはなか

ったかも知れません。さらに人間の運命というものも

何か大きな流れの中で、不思議な縁の糸で導かれてい

るのかも知れません。人と人との繋がりや縁は、個人

の意志や考えで簡単に繋げたり切ったり出来るもの

ではなく、もっともっと深い次元のものであるのかも

知れません。であればこそ、この世での出会いや縁を
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ありがたいものと考え、大切にしていきたいと思い

ます。昭和５８年から始まった姉妹クラブの交流

を、貴クラブと我がクラブの先輩たちが開き築いて

くださった友好の道を、昨年の更新調印式に続き今

回のご来訪を節目にしてさらに価値あるものにし

ていきたいと思います。 

 これからもロータリーの友情を基本にお互いの

地域の特色を出しながら、末長い姉妹友好関係が続

くことを祈念しております。 

  本日は、誠にありがとうございました。今夜は楽

しく有意義な交流の時間を過ごしてください。 
会長の時間でした。 

                               

□幹事報告         小俵  武 
○ ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｰﾀﾞｰｽ………ﾛｰﾀﾘｰ用品カタログ 
○ 都城中央ＲＣ…４ＲＣｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟのご案内 
   5/22（水）ﾘｰｼﾞｪﾝﾄ宮崎 集合 9:15 
   ＊出欠をご提出下さい。 
□クラブ報告事項 

＊ 2008-2009 委員会構成表（配布） 
＊ 4/23（水）の例会はありません。 

□出席報告 

会員数     ５８名 

出免数      ３名 

出席数    ４５＋１名 

出席率 82.14％ 

前々回修正出席率 ４/9 87.50％ 

前回修正出席率 4/16 85.71％ 

 
届出有 鬼束 串間 園田 永野 萩原

平川 福永直 盛田 山下  

脇丸  

ＭＵ有会員 

4/17  中央 

4/18  都城 

4/20 観光ｺﾞﾙﾌ 

 

中山 萩原  

藤岡  

小田 小俵  天水 中村七 

鎌田継 岩下 鎌田博 棈松 

井福 今井 河中 四季 吉田

上田 広瀬 久保 岡崎 土持

ＭＵ無会員 

4/9 

 

岸良 串間 山下 中村静 

盛田 前野 木佐貫 

要ＭＵ会員 

4/16 

 

永野 串間 川元 川口 高橋

山下 中村静 盛田  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

御坊南ＲＣ 浅田 洋治会長 

都城西ＲＣの皆様、こんばんは。 

空港まで会長様直々お迎えありがとうございました。昨年の１

１月には、姉妹クラブ更新・調印式にわざわざ２０数名の方々に

おいで頂きまして、大変ありがとうございました。私達クラブ全

員心より喜んでいました。本日ここに参加できなかった会員もく

れぐれも都城西ＲＣの皆様にくれぐれもよろしくとの事でござい

ます。この調印更新できましたのも、会長の小田様、幹事小俵様、

友愛委員長鎌田様のご努力・ご尽力そして会員の皆様の全員のご

協力の賜物とおさっしします。 

私達が今日ここに参加させて頂いたのも１１月に小田会長はじ

め皆様方が来年は必ず宮崎に来て下さいとお誘い下さいましたの

で、すぐ計画を練りました。私共の姉妹クラブ委員長の増田・副

委員長の塩路が中心となり、やっと今日お言葉に甘えさせて頂き、

皆様にお会いすることができました。今回の訪問を機に両クラブ

が末永く益々の御発展を祈念し、また今回のクラブ訪問に際しま

して大変お世話になります。こころより感謝いたします 

話は変わりますが、私達の第２６４０地区では、４月に地区大

会がありました。4/16.17.18、イギリスのウェールズ地方のＧ

ＳＥの受け入れ。そしてメンバーの一人が我が家に泊まりました。

パトリシアと言いまして、３３歳の美人スタイルが良く笑顔の大

変素敵なブロンド美人に恵まれまして、夜、寝るのも忘れ、大変

疲れております。ですから、明日のゴルフはいいスコアは出ない

と思います。全部、パトリシアのせいにします。冗談はさておき

まして、今後ともよろしくお願いいたします。 

  

□ＳＡＡ            鳥集 寿一 
◎御坊南ＲＣ…御祝儀をいただきました 
 4／19 計 
ﾆｺﾆｺＢＯＸ 7,500 347,887
ｺﾞｰﾙﾄﾞ BOX 2,989 106,319
ﾛｰﾀﾘｰ財団 29,400 418,200
米山奨学 0 438,000 
教育振興基金 12,000 269,000

＊竹と風の学校  89,155 
 
◎ 今後のプログラム 
５／７    ライラ報告 
５／１４   都城商業バレー部ＤＶＤ放映  

雑誌会報委員会 
鮫島 孝慶  馬渡 秀光 外山 俊明  藤岡 成学 
盛田 祐一  前野 益孝   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 

 
 
 
 
 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


