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ビジター紹介
◎都 城・都城北 なし◎都城中央 石井芳満氏

ものがありました）の修行掟を紹介いたします。

出水兵児修行掟
士（人）は節義を嗜（たしな）み申すべく候。節義
の嗜みと申すものは、口に偽りを言わず身に私を構
□会長の時間
中村 七郎
えず、心素直（すなお）にして作法乱れず、礼儀正
先週は二つの行事がありました。２６日、西高校 しくして上に諂（へつら）わず下を侮（あなど）ら
インターアクトクラブとの合同で岩手・宮城内陸地 ず、人の艱難を見捨てず、己が約諾を違えず、甲斐
震の街頭募金が福本委員長の下実施されました。３ かいしく頼母しく、苟且（かりそめ）にも下様の賎
０日西高校長室で勘定の結果、約１３万円の多額を しき物語り悪口など話の端にも出さず、譬（たと）
赤十字に寄贈致しました。２７日、西Ｒ/Ｃ後援の少 え恥を知りて首刎ねらるるとも、己が為（な）すま
年野球大会が、吉田委員長の下無事終了しました。 じき事をせず、死すべき場を一足も引かず、其心鉄
双方とも会員皆様の沢山の参加有難う御座いまし 石の如く、又温和慈愛ににして、物の哀れを知り人
た。さらに８月６日は納涼夜間例会になっていま に情けあるを以って節義の嗜みと申すもの也。
す。多くの出席お願いします。上田親睦委員長宜し
□幹事報告
吉原 信幸
くお願いします。
また２６日土曜日は自衛隊グランドで鷹尾地区 ○ 都城北ＲＣ………例会変更
の夏祭りが行われました。各地域で毎晩のように花
8/5（火）18:30-都城ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ ＊納涼例会
火が上がりますが、旧薩摩藩時代から六月灯が続い ○ 都城西ＲＣ………例会変更
ています。しかし約一万人の市民が楽しむ六月灯は
8/6（水）18:30-中山荘
＊納涼例会
盆地最大のものでしょう。我がクラブの吉元会員が ○ 都城北ＲＣ………特別休会
会長ですが、大変な苦労をされていると思います。
8/12（火） ＊お盆のため
市民を喜ばせるのもロータリアンの一つの社会奉 ○ 都城西ＲＣ………例会休会
8/13（水）
仕かもしれません。
＊お盆のため（記帳はできません）
話が変わりますが、正、五、九という言葉をご存 ○ 日南ＲＣ………例会変更
8/20（水）
知でしょうか。おそらく旧薩摩藩時代からあるのだ
18:30-ﾎﾃﾙ.ｼｰｽﾞﾝ日南 ＊ｻﾏｰ親睦会
と考えますが、つい最近（20 年位前）まで生活習 ○ 都城北ＲＣ………例会変更
8/26（火）→
慣としてこの地方にありました。結婚式（披露宴）
8/24（日）午前 7:00-都城ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ
は正月、五月、九月は避ける習慣を意味します。考
＊大淀川ｸﾘｰﾝ作戦のため
えますに旧暦で言えば、正月（旧暦２月）五月（同 ○ 都城ＲＣ…………例会変更
8/29（金）
６月）九月（同１０月）は農繁期にあたるので、農
18:00-霧の蔵ﾌﾞﾙﾜﾘｰ ＊創立納涼例会
耕民族の日本は相互扶助社会でもある訳ですから、 ○ 日南ＲＣ…特別休会
8/13（水）お盆のため
多忙な時期は避けたのではないのでしょうか。街頭 ○ 米山記念奨学会…普通寄付金受取りとお礼状
募金活動も相互扶助の精神かと考えます。
○ ＲＩ日本事務局…人頭分担金領収書
ＮＨＫ篤姫の鹿児島出水市での話に薩摩藩は他 ○ ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所……ﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄ ８月 １０６円
藩に比べ、約４倍の武士がいたそうです。上級武士
（現行 106 円）
を除けば半農半士で自給自足だったからだそうで ○ 直前ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所…ﾎｰﾙﾊﾘｽﾌｪﾛｰ認証状ﾒﾀﾞﾙｾｯﾄ
す。薩摩郷中教育（私たち幼少時都城にも少し似た
（吉原信幸会員）

○

地区職業奉仕…職業奉仕委員長研修会
9/6（土）13:00-15:30
会場：国分ｼﾋﾞｯｸｾﾝﾀｰ
会費 1.000 円
○ 延岡中央ＲＣ……創立３０周年記念式典及び
祝賀会のご案内
10/18（土）14:00-17:30 ﾎﾃﾙﾒﾘｰｼﾞｭ延岡
○ ＲＩ2760 地区会員増強委員会…ＲＩ李会長
主催 会員増強会議ＤＶＤ 10,000 円
○ ﾛｰﾀﾘｰの友８月号
○ 岡井光義氏…ＣＤ「川ガキの頃」
三坂ガバナー補佐「地区報告」
□クラブ報告事項
○ 本日 18:30-中山荘
８月定例理事会
＊ 2007-2008
□ＳＡＡ報告
土持
修
収支計算書．特別会計．財産目録．
＊ 次週 は納涼例会です。
◎ ニコニコ箱
小田 賢一…決算が無事終わり報告させて頂きました。
18:30-ﾎﾃﾙ中山荘 ＊夫人同伴
ありがとうございました
＊ 例会終了後
親睦委員会
小俵
武…2007-2008 小田年度決算会計報告承認して
□出席報告
頂きありがとうございました。１年間の区
切りとして小田会長お疲れ様でした
５９名
会員数
吉田
努…少年野球大会ご協力有難うございました
３名
出免数
吉原 信幸…本日ﾎﾟｰﾙﾊﾘｽ・ﾌｪﾛｰを頂きました。また寄付
４６＋２名
出席数
続けます。もう一つ中学３年の息子が１２
82.76％
出席率
月大阪ＪＯＣ大会の県バレーボール選抜に
前々回修正出席率
7/16
89.47％
選ばれましたので
前回修正出席率
7/23
86.21％
中村 七郎…吉田新世代委員長様、西ＲＣ後援少年野球
大会有難うございました
川元 福本 藤岡 中山 草水
届出有
福本ｲﾝﾀｰｱｸﾄ委員長様、宮城岩手内陸地震募
河村 鳥集 盛田 内藤 前野
金活動ご苦労様でした
ＭＵ有会員
◎ 教育振興基金
7/24
中央
中村静 藤岡 棈松 萩原 船木
棈松 豊治…教育振興基金へ
河村 岩下
◎今後のプログラムの予定
7/25
都城
なし
８／１３
お盆のため祝日休会
7/27 少年野球
中村七 吉田 草水 河中 鳥集
８／２０
ＩＡ年次大会報告
開会式
外山 藤岡 平川 萩原 四季
８／２７
会員増強フォーラム
永野 木佐貫 山浦
９／３
会員卓話…新世代担当
7/29
北
なし
ＭＵ無会員
7/16

川元 最勝寺 盛田 山下 大吉
福永直

要ＭＵ会員
7/23

ﾆｺﾆｺＢＯＸ
ｺﾞｰﾙﾄﾞＢＯＸ

串間 中山 大吉 脇丸 久保

ﾛｰﾀﾘｰ

岡崎 山下 前野

（5900＄約 60 万）

□委員会報告

財団

米山奨学会
（59 万円）
教育振興基金

7／30
7,000
2,650
0

計
55,000
13,606
74,200

0

48,000

10,000

78,000

（30 万円）

竹と風の学校

11,690

＊（）内数字は委員会の年間目標設定額

吉原幹事 ポールハリスフェロー賞

雑誌会報委員会
木佐貫鐵蔵 鬼束 洋 前野 益孝 福永 直人
ロータリー事務局
制作
インターネット委員会
平川 靖三 馬渡 秀光 串間 保寛 藤岡 成学

□ 本日のプログラム

新世代 吉田委員長
第 21 回都城西ロ－タリ－クラブ旗
少年野球大会報告
五十市タイガ－ス優勝（9 年ぶり 3 回目）
2 位：大王小野球、3 位：沖水ジャイアンツ
7 月 27 日決勝戦、閉会式・表彰式終了。応
援ありがとうございました。 試合結果

小田直前会長
2007-2008 年度の決算報告を致します

都城西高インタ－アクトクラブ募金活動
7/26(土) ジャスコ都城にて岩手・宮城地震の被災者救援募金を行いました。
お陰様で

１３０，０５４円

集まりました。

7/30（水）15:30 より、都城西高校長室にて、募金額を確認するため再度、数え直しました。
都城市役所健康福祉課 松元部長に義援金を贈呈いたしました。

5 月中旬発送の 2008－2009 年度ロータリー手帳がお手元に届かれましたら、各地区ガバナー
ならびに事務所（2008 年 7 月 1 日～）のページのうち、ゾーン 1 第 2840 地区 松下ガバナ
ーのお名前を
誤 絋洋

正 紘洋

また、ゾーン 2 第 2570 地区 真下和男ガバナー事務所のファクス番号を次のようにご訂正く
ださい。
誤 ＦＡＸ 0493－22－1126

正 ＦＡＸ 0493－21－1126

上記、謹んでおわびとともに訂正申し上げます。
また、ゾーン 1 の 2 つのガバナー事務所の E-mail が 2008 年 7 月 1 日付で変わりました。
第 2560 地区 baba@rid2560niigata.jp
第 2820 地区 08-09@ri2820.org
なお、第 2720 地区ガバナー事務所の住所、E-mail も 2008 年７月末日をもって変わりました。
新住所 〒865-0061 熊本県玉名市立願寺 565-1 髙木ビル 1 階
（電話 0968-74-3131、ファクス 0968-74-3022 は変わりません）
新 E-mail ri.2720gov@future.ocn.ne.jp
修正ください。

ロータリーの友事務所

