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□会長の時間        小田 賢一 

  みなさん、こんにちは。 

  本日、会長幹事の退任の日が参りました。都城西

ロータリークラブの会員の皆様には１年間、本当に

ありがとうございました。 

 始めは身障者の身で、会長職を果たせるかどうか

不安で心配していましたが、理事会をはじめ各委員

会の委員長、副委員長、委員の皆様の全面的なバッ

クアップのお力で、無事今日を迎えることが出来ま

した。重ねて心からお礼を申し上げます。ありがと

うございました。 

 私はこの１年のクラブテーマを「明るく、楽しく、

元気よく」としてスタートしました。人間が生きて

行く上で何よりも大切な事だと常々思っていたか

らです。 

  しかし 近の日本の世相は逆の方向へ向かって

いるような気がします。以前「会長の時間」に宮崎

県が全国で自殺率ワースト２だとの話をしました

が、先週のニュースでは昨年の全国の自殺者が１０

年連続で３万人を越えたとありました。１０万人当

たりの自殺者数を示す自殺率は２５.９人です。ち

なみにアメリカは１１.０人（０２年のデータ）、日

本の半分以下です。 

心理学に「ポジティブ・イリュージョン」という

言葉があります。直訳すれば「肯定的な、積極的な

幻想・幻影・錯覚」という意味ですが、自分の将来

を前向きに楽観主義で見ていくと言うことでしょ

う。楽観主義と言うといいかげんと言うような意味

合いがありますが、人が元気よく生きられるのはこ

のような楽観的な自己幻想を持って行くことが大

事だと心理学では言っています。 

アメリカに住んでいる友人は「小さいことにくよ

くよしていられない、大らかに生きていくことがア

メリカで生きて行く智慧だ。」と言っていました。

  確かに今回ＲＣ世界大会に参加して、アメリカ人を

たくさん見ましたが、みんな明るくて陽気な人が多い

なと思いました。大自然の雄大さもさることながら、

アメリカ人の陽気さ、天性の明るさ、大らかさはうら

やましい限りでした。 

  一方 近の通り魔殺人事件などを聞くに付け、（ネ

ット上では犯人に同調するような内容の書き込みが

あるようです。若者の心の中には社会に対しての不満

などがあると思います。）刃物を自分に向けて自殺す

るのか、人に向けて殺人者となるのかの違いはあって

も、どちらにしろ自分を含めた人間や社会に絶望した

姿がそこにあります。現代の日本が政治や経済などあ

らゆる面で閉塞感（行き詰まり感）があると言われて

いますが、精神面での行き詰まりを打破するために

「ポジティブ・イリュージョン」「明るく、楽しく、

元気よく」に生きて行くことが大切だと思います。 
  話は変わってＲＣ世界大会の席上、ウィルキンソン

ＲＩ会長よりビル・アンド・メリンダ・ゲイツ財団か

ら１億ドルの寄付（チャレンジ補助金）の紹介があり

ました。今年度ＲＩから 大の表彰として、ロータリ

ーの尽力に対してＲＩ会長より感謝の気持ちを表さ

れました。 

 ご存じのようにビル・ゲイツ（５２歳）は、マイク

ロソフト社の会長ですが、今月末、経営の一線から退

いて軸足を慈善活動に移すそうです。 貧困層を病気

から守ることが目標。ソフトウェアの帝国を築いて手

にした６兆円の個人資産の大半を「第二の人生」、社

会奉仕活動につぎ込むと新聞で紹介されています。 

  「事業で得た利益は社会に還元する」というのがゲ

イツ家の教え。母メアリーさんはアメリカ慈善団体

「ユナイテッド・ウェイ」の一員として活躍し、息子

をたびたび団体の集まりに連れて行ったそうです。

「父や母は、寄付を通じて幸運に恵まれない人を助け

る大切さを教えてくれた。母が生きていたら、財団活

動を手助けするのを楽しんでくれただろうに」と語っ

ています。鉄鋼王カーネギーのように、ゲイツさん名

前もこれから長く歴史に刻まれていくでしょう。 

第二の人生、社会貢献のために社会奉仕家としてのこ

れからのビル・ゲイツさんの活躍に注目し、期待した

いと思います。 

今年度 後の会長の時間でした。  
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□幹事報告           小俵  武 

○ 小林ＲＣ…………事務所移転のお知らせ 
○ ｶﾞﾊﾞﾅｰ…………RI 為替ﾚｰﾄ７月号  

１㌦ 106 円（現行 102 円） 
○ 地区Ｒ財団……寄付推移（年次寄付） 
○ 国際交流協会…「姉妹．友好提携団体一覧表」 

等の作成について（依頼） 
○ 九州財務局……九州「ざいむ」113 号 
□クラブ報告事項 

 2008-2009 ４ＲＣ会員名簿の構成を 
お願いいたします。只今回覧中！ 

＊ 本日 19:00-霧の蔵ﾌﾞﾙﾜﾘｰ  親睦委員会 
◎ １年間お疲れさまでした。 
 

□出席報告 

会員数     ５９名 

出免数      ４名 

出席数    ４３＋２名 

出席率 78.95％ 

前々回修正出席率 6/11 96.43％ 

前回修正出席率 6/20 78.43％ 

 
届出有 河村 串間 永野  藤岡  

脇丸 岩下 萩原 草水 

盛田 外山 福永直 前野 

ＭＵ有会員 

6/19  中央 

6/20  都城 

 

6/24  北 

 

なし 

萩原 草水  藤岡 内藤 

河村 馬渡 山下 

なし 

ＭＵ無会員 

6/11 

 

鬼束 盛田  

要ＭＵ会員 

6/20 

鬼束 川口 岸良 串間  

永野 中山 福永直 福本  

盛田 山浦 大吉 

 

□ＳＡＡ           鳥集 寿一 
◎ ニコニコ箱 
都城・間  和彦…今年も何回もＭＵさせて頂き感謝 

いたします 
鳥集 寿一…感謝！ 
土持  修…中山 忠彦…中村 静美…高橋 五男…   

鮫島 孝慶…馬渡 秀光…長友 喜信…中村 七郎…   

木佐貫鐵蔵…天水 金作…広瀬 忠雄…吉田  努…   

最勝寺俊昌…福永  忍…今井 幸夫… 
小田会長小俵幹事１年間お疲れ様でした 

山浦 栄巳…小田会長小俵幹事１年間お疲れ様でした 
    船木さん入会おめでとう。又仲間が増えました 
河中  功…小田会長小俵幹事１年間お疲れ様でした 
      理事の皆さんもお疲れさまでした 

棈松 豊治…国際奉仕にご協力ありがとうございました 
      竹と風をよろしく 
岡崎  誠…小田会長、小俵幹事１年間お疲れ様でした 

理事役員会員皆様のご協力で素晴らしい１

年だったと思います。毎週毎週会長の卓話、

鳥集ＳＡＡの名司会ご苦労様でした 
吉原 信幸…小田会長、小俵幹事、鳥集ＳＡＡ１年間お

疲れ様でした。次年度も頑張ります！ 
      先週の宿泊例会をありがとうございまし

た。写真もいっぱいありがとうございます 
鎌田 博文…小田会長、小俵幹事１年間お疲れ様でした 
      ありがとうございました 
岸良 秋男…小田会長、小俵幹事、鳥集ＳＡＡ１年間お

疲れ様でした。 
三坂 昭一…小田年度の成功をお祝いいたします。あり

がとうございました 
大峯  学…気配り楽しい年度！お疲れ様でした 
小田 賢一…都城西ＲＣの皆様１年間本当にありがとう

ございました。船木さんの入会おめでとう

ございます 
小俵  武…たよりない幹事でしたが１年間ありがとう

ございました。小田会長に労いと祝福を 
 
◎ 米山奨学会 
川元  巌…米山奨学会へ 
 
◎ 教育振興基金 
川元  巌…教育振興基金へ 
井福 博文…教育振興基金への皆様のご協力に感謝いた

します 
 
 6／25 計 
ﾆｺﾆｺＢＯＸ 36,455 431,042
ｺﾞｰﾙﾄﾞ BOX 3,295 130,663
ﾛｰﾀﾘｰ財団 40,800 516,240
米山奨学 5,000 448,000 
教育振興基金 15,000 313,000

＊竹と風の学校  114,485
 
◎ 今後のプログラム 
７／９   各委員会事業計画発表①  
７／１６  各委員会事業計画発表②  
７／２３  会員卓話…インターネット 
７／３０  前年度会計報告・ 

少年野球大会報告……7/13（日）開会式 
 
 

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 

 
 
 
                                      小田  賢一 

まず各月の活動内容を振り返ります。 

2007年７月 第２０回西ロータリー旗少年野球大会（8～22日） 

      ８月 納涼例会（1日） 

       インターアクト大会（都井岬にて）（4・5日） 

            インターアクト生、新潟中越沖地震義援金募金活動（イオン玄関前にて）（26日） 

      ９月  西高インターアクト生と都城地区少年野球連盟との清掃奉仕作業（23日） 

      10月 ガバナー公式訪問（10日） 

            職場訪問（㈱岡崎鶏卵グループ）（17日） 

           和歌山御坊南ＲＣ訪問・姉妹クラブ締結更新調停式（12･13日） 

           地区大会（延岡市20･21日） 

            西高ＩＡＣ生、韓国研修（26～28日） 

      11月  還暦祝（21日・甲斐克彦会員） 

            岡崎誠会員、都城商工会議所第１２代会頭就任（27日） 

      12月 年末家族会（19日） 

2008年１月 ４ＲＣ合同新年例会（15日） 

      ２月 ＩＭ（えびの・10日） 

            西高ＩＡＣ生「ルワンダについて考えてみよう」（11日・交流プラザ） 

      ３月 職業奉仕賞授与（画家・小林雅子さん） 

       東蔚山ＲＣ来訪（観桜会）（29～31日） 

            移動パネル展（西部分区24～4/28日） 

      ４月 社会奉仕賞授与（おかげ祭り振興会 代表 川本翰治さん）（9日） 

            和歌山御坊南ＲＣ来訪（9･20日） 

            ライラ（19･20日・御池青少年自然の家） 

      ５月  新世代会議（25日・都城ロイヤルホテル） 

      ６月 世界大会１５名の参加（10～17日） 

 

次に各委員会の活動を振り返ります。 

 

クラブ奉仕委員会  中村委員長（副会長）、公式行事等で私が出来ないことを快くいつも      

変わらぬ笑顔で引き受けて頂きました。ありがとうございました。 

 

出席委員会     永野委員長、１年間出席を呼びかけて頂き、高出席率を維持して頂き      

ました。 

 

職業分類委員会   委員長と副委員長が退会の為され、岩下委員が急遽委員長に就いて頂      

きました。 

 

雑誌会報委員会   委員長と副委員長が退会の為され、鮫島委員が急遽委員長に就いて頂      

きました。 

 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ小委員会   福永直人委員長、毎週クラブのホームページを更新管理して頂きまし           

た。 

 

親睦活動委員会     高辺委員長、川口副委員長、委員の皆様、多くの行事を運営して頂き           

ました。 

 

会員選考委員会       天水委員長、選考活動ありがとうございました。 

 

 

 



 

 

会員増強委員会         外山委員長、増強活動ありがとうございました。 

                       残念ながら、９名の退会者がありました。今年度の入会者は久保義春           

さん、鬼束洋さん、前野益孝さん、山下直哉さん、大吉利紀さん、船木修一

さん、６名のでした。新入会員の皆様の今後の活躍を期待しています。 

 

プログラム委員会    吉原委員長、副幹事としても、毎週毎週の例会運営やクラブの諸行事           

の打ち合わせや準備等、大変お疲れさまでした。 

 

広報委員会      高橋委員長、宮日新聞社やＵＭＫ、ケーブルテレビへの小まめな連絡、      

情報提供で広報活動をして頂きました。田村ガバナーの地区テーマ、 ロータ

リーを「発信しよう」を実践して頂きました。 

 

ﾛｰﾀﾘｰ情報委員会   萩原委員長、情報集会を小まめに（年間４回）開催して頂き、新入会           

員の啓発に一生懸命尽力、参加した我々も大変勉強になりました。 

 

健康管理委員会       河村先生、会員の健康維持へのアドバイスをして頂きました。 

 

友愛委員会         鎌田委員長、会員維持に尽力して頂きました。また姉妹クラブ・御坊           

南ＲＣとの交流、１０月の更新締結訪問、４月のご来訪の接待などなど慌ただ

しい年度でした。大変お疲れさまでした。 

 

職業奉仕委員会     三坂委員長、次期ガバナー補佐としての行事もたくさん入る中、職業      

奉仕賞の授与、世界大会参加の団長などを務めて頂きました。 

 

社会奉仕委員会   大峯委員長、新しい企画、マンネリを打破しようとさまざまな試みを      

して頂きました。もったいないシールなど環境問題などへの啓発活動      

に尽力して頂きました。 

 

新世代委員会    平川委員長、少年野球大会、ライラ、新世代会議などたくさんの新世      

代への行事がありましたが、すべて完璧に仕上げて頂きました。 

 

ＩＡ委員会       小坂委員長、非常にたくさんの行事を積極的に推進して頂きました。 

 

教育振興基金委員会  井福委員長、目標達成、ありがとうございました。 

 

国際奉仕委員会   棈松委員長、東蔚山ＲＣご来訪の準備や接待、世界大会への参加など           

ご尽力頂きました。 

 

ﾛｰﾀﾘｰ財団委員会     吉元委員長、財団活動大変お疲れさまでした。 

 

米山奨学会委員会     岩橋委員長、目標達成、ありがとうございました。奥様に感謝します。 

 

ＣＬＰ委員会         鎌田継男委員長、ＣＬＰ活動大変お疲れさまでした。 

 

岡崎会計、鳥集ＳＡＡ、小俵幹事、大変お疲れさまでした。 

 

以上、各委員会の皆様、大変お疲れさまでした。ありがとうございました。 

そして事務局の丸山さん、本山さん、本当にありがとうございました。 

 まだまだ、お礼を申し上げなかった方々もたくさんいらっしゃいますが、クラブ全ての皆様にお礼を

申し上げたいと思います。 

 さて鎌田前会長から引き継いだ会長職を、いよいよ中村次期会長へバトンタッチします。本日、伝統

ある都城西ロータリークラブの第３３代会長を退任させて頂きます。言葉では言い尽くせませんが、１

年間、誠にありがとうございました。 

� 

 



 
 
 
  
 
 
                                         

        

小 俵  武 
皆さん、こんにちは！ （ヨロブン．アンニョン ハシムニカ） 

   ご機嫌如何ですか？  （キブンイ オトッスムニカ） 

 

 第 33期 2007～2008年度 幹事退任にあたり、一言お礼と感謝の気持ちを申し上げます。 

小田会長を始め理事、役員の方々のアドバイスと御協力のもと１年間の大役を務めさせて頂き有り難

うございました。心より感謝申し上げます。 

 小田年度の幹事を仰せつかり、力不足では有りましたが、本年度クラブテーマ「明るく・楽しく・元

気よく」のもと色々な会合、セミナー、委員会等々参加させて頂き、言い方は合っているかどうか分か

りませんが、ロータリーのいろは、（全ては分かりませんが）当クラブのチームワークの良さと親睦と

奉仕の何たるかを勉強させて頂きました。 

 私的なことでは有りますが，諸会合、例会等々の出席率は2007～2008年度と同じく、200.7～200.8％

の出席率ではなかつたかと自負しております。（自己満足）又、少しは、当クラブの為に協力出来たの

かなあと考えてもいますが、実際は反省をしているところです。 

言い方は古いですが、小田会長、理事の方々に「おんぶにだっこ」の1年でご迷惑をおかけ致しました。

（実際おんぶされたことは有りませんが） 

幹事という大職、到らなかった所はロータリーの好意と友情に免じてお許し下さい。 

話は変わりますが、（本年度クラブテーマの意図するところ） 

１．明るく・・・プラス思考で前向きに 

２． 楽しく・・・主体性を持ち 自分で考えて動くこと 

３．元気よく・・・良いことは速やかに実行する 

と、会長のクラブテーマの意図するところを、考え込んでいた暗い私に（根は明るいんですが）、山浦

前幹事のたった1年じゃが、あっという間に過ぎるよ！の意味深い励ましの言葉を頂き、出発しました。 

 前半はスムーズに進行していましたが、後半に近づき、（皆さんもご存知の通り）緊迫した状況が何

度と無く訪れ臨時理事会も頻繁に開き理事の方々には大変ご迷惑をおかけ致しました。 

 理事、役員の皆様方のご協力と友情に心より感謝致します。又、事務局（丸山さん、本山さん）お二

人の献身的なご協力と各委員会委員長様はじめ会員の皆様方の友情に感謝申し上げます。 

 後に、緊迫した予算状況の中2008～2009年度、中村七郎会長、吉原幹事、理事役員他 

皆様の健康とご活躍を祈念して、言葉足りませんが、退任の挨拶と、お礼の言葉とします。 

 

     ありがとうございました。 （テダニ カムサハムニダ） 

                                         合掌 

  

 

 

 

 

 船木 修一氏 

        菓子野保育園 副園長 


