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点鐘
合唱
奉仕の理想 君が代
ビジター紹介
10/1 分
◎ 都 城
加治屋 宏 矢野 憲男 石場 博昭
◎ 都城北
なし
◎ 都城中央
川畑 敏行 楠原 繁 田牧 安雄 山崎 照代
中村 良一 久保 直重 石井 芳満 桐野 晃一
中尾 隆 中村 武照 和田 哲幸 富吉 博文
10/8 分
◎ 都 城
藤岡 裕巳 小久保健太 外山 勝 山田 裕一
岩本 八郎 坂口 三郎 児玉 昭夫 肥田木良博
修行 本承 佐々木鴻昭 田中 壌弐 本村 悟
下森 康玄 石場 博昭 谷口 純忠 大重 穣士
菊村 和昭
◎ 都城北
園田 道雄 外勢 徹男 樋口 正義 蓬原 正三
出水田宏美 河野 征弘
◎ 都城中央
藤岡 宏教 石神 徳市 富吉 博文 吉松 成人
塩屋三智年
各氏

□会長の時間

中村 七郎

先週は台風接近の為休会になりまして、２週間振
りの例会になりました。
同日夜、永野会員＆上田会員の還暦祝いがメイン
ホテルであり多数の会員に参加いただき有り難う
御座いました。
秋本番を迎え食欲に読書にスポーツにと何をし
ても好い季節ですが、食欲は度が過ぎますとメタボ
の心配がありますのでホドホドに致しましょう。
今月のテーマは職業奉仕並びに米山月間です。外
山職業奉仕委員長、米山財団脇丸委員長宜しくお願
い致します。職業奉仕委員会は 15 日新しい市給食
センター訪問が決まっています。

11 時 30 分からで何時もより１時間早い例会とな
りますので、現地集合お間違えないよう気を付けて
下さい。
米山財団は世界各国から日本の教育を受けられ
る方々に奨学金をお渡ししています。学問は勿論、
世界の皆さんに日本を理解して頂くのですが、自国
に帰られてからは国のリーダー的存在になる人も
多いと聞いています。年間一万円の寄付をお願いす
るものです。
都城の４Ｒ/Ｃで構成しています教育振
興基金は都城圏域の高校生を対象にしています。併
せて宜しくお願い致します。
本日は西ＲＣクラブ細則の変更に関して後ほど
フォーラムを計画しています。ガバナー公式訪問で
指摘された、副会長の地位に関する提案をＦＡＸで
皆様に送っておきましたが、意見をお聞きした上で
訂正致したく存じます。終了次第卓話、そして懇親
会の段取りになっています。日頃酒酌み交わし話す
ことが少ないので、今夜はゆっくり時間の許す限り
懇話を楽しんで下さい。
今週の余談です。2 年前福岡で公務員の酔っ払い
運転で、3 人の幼児が犠牲になった事件は記憶に新
しいことであります。泥酔運転は別として冬になっ
て飲酒運転をしても捕まらない国があります。米国
アラスカ州がそうなのです。なにしろ極寒の地です
から、零下何十度となりますから戸外に出ると、何
でも直ぐ凍りつくわけです。私が東京で大学時代風
呂屋から下宿に帰る途中、冬は手拭が凍りついた経
験がありますが、とてもそんな比ではありません。
アラスカでは運転手もアルコールで体を温めてお
かないと、暖房している車の中でも凍死する恐れが
ある訳です。街道に酒場が並んでアルコールを注文
する人がいるのも当たり前のことだそうですが、事
故死より凍死の方が怖い訳なのです。しかし日本は
凍死の心配はないのですから飲酒運転だけはやめ
ましょう。代行代なんて事故のことを考えると安い
ものです。
「飲んだら乗るな、乗るなら飲むな」を実行いたし
ましょう。

□幹事報告

吉原 信幸

都城中央ＲＣ…例会場変更 10/ 9（木）
19:00-狭野神社
＊観月会
○ 都城北ＲＣ……特別休会
10/28（火）
○ 都城中央ＲＣ…例会場時間変更 10/30（木）
午前 6:00-神柱神社＊早朝例会のため
○ 志布志ＲＣ…ファクス番号変更
099-478-0166
○ ガバナー…月信１０月号
○ 鹿児島南ＲＣ…創立 50 周年記念式典並びに
高雄東ＲＣ姉妹盟約４０周年記念行事
12/1（月）15:00－鹿児島ｻﾝﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ
登録料 10,000 円
○ 都城自衛隊…都城駐屯地開設記念行事の案内
11/9（日）9:30-15:00 都城駐屯地
○ 九州財務局…広報誌 「九州ざいむ」 114 号
○ 都城法人会……なんでも鑑定団 IN 都城
21.2/22（日）13:00-都城市総合文化ﾎｰﾙ
○ 宮崎県共同募金会都城市支会…平成２０年度
赤い羽根共同募金運動へのご協力お願い
○ 三坂ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐……GSE 受け入れの
ローテーションについて（連絡）
○ 都城泉ヶ丘高校定時制…授業参観の案内
10/20（月）～10/24（金）
○ 薬物乱用防止指導員都城地区協議会……
平成２０年度麻薬．覚醒剤防止運動
九州地区大会について（案内）
○ 経済産業省…ベンチャー企業育成に関する
協力のお願い
○ 口と足で描く芸術家協会……年賀状他の案内
○ 都城北ＲＣ…献血運動協力のお願い
10/15（火） 9:30-16:30 都城ロイヤルホテル
○ ロータリーの友１０月号

届出有

岩下 大吉 岡崎 鬼束 川口

○

串間 土持 徳重 鳥集 中山
馬渡 吉元 脇丸

ＭＵ有会員
10/2

中央

中村静 鳥集 岩下 土持

10/3

都城

藤岡 中村静 井福 河村 吉元
川口

ＭＵ無会員
9/24

岡崎 山下 盛田 四季 福永直
前野

要ＭＵ会員
10/1

台風の為休会

□ＳＡＡ報告

土持

修

◎ ニコニコ箱
吉原 信幸…早１１年。また、１年頑張ります
還暦祝残金…ニコニコへ
◎ 米山奨学会
広瀬 忠雄…米山奨学会へ
河村 邦彦…
同じ
◎ 教育振興基金
広瀬 忠雄…教育振興基金へ
◎ ロータリー財団
大峯
学…ロータリー財団へ
広瀬 忠雄…
同じ
◎ 今後のプログラム
１０／１５
職場訪問…都城学校給食センター
10／8
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財 団 21,200

計
139,136
30,580
159,400

（5900＄約 60 万）

□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

米山奨学会
（59 万円）

20,000

108,000

教育振興基金

10,000

136,000

（30 万円）

５９名
３名
４３＋２名
77.58％
9/24
89.47％
10/1
休会

竹と風の学校

27,701

＊（）内数字は委員会の年間目標設定額

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

□ 委員会報告

１０月
串間 保寛・小田 賢一・鮫島 孝慶
盛田 祐一・岡崎

誠

各氏

１１年 吉原 信幸
１０年 山浦 栄巳
４年 小坂泰一郎

各氏

都城西高インターアクトクラブ 韓国研修報告
矢野 美咲さん

橋口 佳代さん

鬼丸 りなさん

韓国の生徒さんは、英語も日本語も
話す事が出来、凄いなと思いました。
とてもいい経験になりました
ありがとうございました。

□ 本日のプログラム

① 事業計画書９９ページ
第一条理事および役員の選挙
第一節
理事会のメンバーに会長経験者を 2 名選任する。
内一名を副会長に任命する。 （理由 現在の副会長は会長エレクトであり、会長の資格を得るペッ
ツを受講していないので、会長が休会の時クラブを開催する資格がない。従って会長不在の時は副会
長が代行し例会を開催する）
② ＣＬＰについて
事業計画書１２ページ
内容が重複する委員会の統合
Ａ、会員選考 Ｂ，会員増強 Ｃ、職業分類 Ｄ，友愛委員会を
会員増強委員会として統合する。委員長の下Ａ～Ｄの担当を決定する。

