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我等の生業
ビジター紹介
◎ 都 城
佐々木鴻昭 福崎 順久 杉 安雄
◎ 都城北 外勢 徹男
◎ 都城中央 なし
各氏

□会長の時間

中村 七郎

本日は昭和 51 年 3 月 10 日、西ロータリークラ
ブ第 1 回例会がホテルハイツで挙行されて以来、第
1,600 回の例会日になります。32 年間の長きに亘り
続いたのですが、妹尾初代会長、先日亡くなられた
鎌田副会長様以下２６名のメンバーで発足しまし
た。創立からのメンバーが何人いらっしゃるのでし
ょうか。
1,600 を 365 で割ってみますと、毎日例会を開催
したとしても 4 年 48 日です。
２７３０地区 11 月の地区大会の会長幹事の勉強
会で安満ガバナーから提案がありました。重要な案
件であるにも拘わらず、皆様に報告するのをうっか
りして忘れていました。ロータリーの友 11 月号３
５ページに２７３０地区が掲載されています。その
なかに囲み枠でガバナーわが地区自慢に「活発なラ
イラとプロパスクラブ」の欄があります。すこし紹
介させていただきます。
第２７３０地区の奉仕の自慢は、新世代奉仕とし
てライラ（ＲＹＬＡ、ロータリー青少年指導者養成
プログラム）です。地区では分区ごとにライラ委員
を設置し、毎年セミナーを開催しています。当初は
鹿児島県と、宮崎県の二箇所での開催でしたが、ラ
イラへの会員の認識が高まらず、分区ごとに開催、
各ロータリークラブが一回はホストを受け持つ形
式にしました。おかげさまで認識も高まり、今後は
１４～１８歳の年代のライラに目を向けたいと思
います。また、２０１０年の規定審議会には、ロー

ターアクトクラブの年齢１８～３０歳を、１８～３
５歳までに改正することと、インターアクトクラブ
の年齢１４～１８歳までを、１２～１８歳までに改
正することを提案し、世界のロータリークラブの、
ローターアクトクラブとインターアクトクラブへ
の関心をさらに高め、新世代への奉仕活動を活発に
したいと思います。
（以下省略）
この事案は宮崎中央ロータリークラブから提案
されたもので、趣旨は次の通りです。新世代に位置
づけられるインターアクトクラブの会員資格は、現
在、年齢１４～１８歳までの青少年又は高校生と規
定されている。ところで、最近の青少年の犯罪を見
るとその傾向は凶悪化するとともに、それら犯罪者
あるいは被害者の年齢が低年齢化しているのが特
徴である。そこで我々は、新世代プログラムの目的
である青少年の健全な成長をより確実なものにす
るために、インターアクト会員資格の最小年齢１４
歳をさらに引き下げ、低年齢層のジュニアに対して
も自己啓発を促し、新世代の将来への準備のため支
援する必要があると考える。よって、本決議案をＲ
Ｉ理事会に要請する。とあります。
ＲＩ世界大会に提案する重要な案件でしたので
報告いたします。
今週の余談です。最近霞ヶ関の埋蔵金がマスコミ
で話題になります。
地下に眠る埋蔵金を掘り起こしたら埋蔵金は一
体誰のものになるのでしょうか。自分の土地なら１
００％、それ以外の土地なら半分は地主のもので
す。
また、土地の所有者以外にも埋蔵金の所有者だっ
た子孫が現れ、所有権を主張したら、示談か裁判に
なります。裁判で子孫が正当な相続権者であると認
定されたら、発掘した人は５％～２０％しか貰えな
い。落し物を拾ったのと同じ扱いになります。黙っ
て自分のものにしたら、バレたら横領犯になりま
す。掘り当てたら一週間内に届出の義務があるので
す。

□幹事報告

吉原 信幸

○ 小林ＲＣ……例会変更 12/24（水）18:30ｶﾞｰﾃﾞﾝﾍﾞﾙｽﾞ小林
特別休会
12/31（水）
例会変更
1/14（水）18:30-ｶﾞｰﾃﾞﾝﾍﾞﾙｽﾞ小林
＊親睦家族新年会
○ ガバナー……下期地区活動資金減額について
2,700 円→1,700 円
月信１２月号
○ 日本ﾛｰﾀﾘｰ親睦ｺﾞﾙﾌ大会ご案内
2009.3/16
（月）琉球ｺﾞﾙﾌクラブ
○ 都城自衛隊…連隊長新旧の挨拶状
○ 都城自衛隊…九鬼東一新連隊長歓迎会ご案内
12/23（火）18:30-中山荘
□クラブ報告事項
１．４ＲＣ合同新年会 1/14（水）18:00-中山荘
出欠をお願いします。
２．１月定例理事会 12/24（水）18:00-中山荘
３．東蔚山ＲＣ訪問の出欠について……
国際奉仕委員会
3/7（土）-3/9（月）
４．次週は年次総会です。
５．６００回例会記念品配布

□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

届出有

５９名
３名
４７＋１名
84.21％
11/26
86.20％
12/3
84.48％

高橋 天水 山下 川口 中村静
河村 今井 川元 久保

ＭＵ有会員
12/5

都城

中村静

12/9

北

藤岡

ＭＵ無会員
11/26

大峯 四季 中山 久保 大吉
前野 山下 鮫島

要ＭＵ会員
12/3

□ＳＡＡ報告

土持

修

◎ ニコニコ箱
都城・杉
安雄…1600 回例会おめでとうございま
す。ＭＵさせてもらいました
木佐貫鐵蔵…岡崎先輩に紹介され入会し、１３年記念
すべき 1600 回に元気で参加出来て感謝
河中
功…1600 回には及びませんが 1550 回以上
になると思います
鎌田 博文…第 1000 回記念例会は 4 月 17 日でした。
私の誕生日でして、合わせて皆さんで祝
っていただいたことを思い出します
中村 七郎…1600 回の記念すべき例会を祝して
岸良 秋男…1600 回の記念例会の記念品を頂いて
平川 靖三・外山 俊明 …祝 1600 回！
萩原 和洋…第 1600 回例会を記念に
小田 賢一…第 1600 回記念例会おめでとうございま
す。1700 回を参加できることを目指し
て頑張ります。所用にて
吉原 信幸…1600 回記念してプラスご縁があります
よう５円入れました。この記念すべき日
に幹事をさせて頂き感謝です
棈松 豊治…1600 回例会に出席できました。
皆さんのお陰です
広瀬 忠雄…1600 回を祈念して
◎ ロータリー財団
福本
晃…ロータリー財団へ
◎ 米山奨学会
福本
晃…米山奨学会へ
◎ 教育振興基金
福本
晃・吉田
努・土持
修…教育振興基金
◎ 今後のプログラム
１２／１７
年次総会・最勝寺会員卓話
１２／２４
年末家族会
１２／３１
特別休会
H21. １／７ 特別休会
１／１４
４ＲＣ新年合同例会…都城西担当
12／10
計
ﾆｺﾆｺＢＯＸ
19,405
193,541
ｺﾞｰﾙﾄﾞＢＯＸ
2,553
51,532
ﾛｰﾀﾘｰ
財団
9,600
339,600
（5900＄約 60 万）

米山奨学会
（59 万円）

10,000

196,000

教育振興基金

20,000

221,000

（30 万円）

竹と風の学校

47,164

＊（）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

第 1600 回記念例回
チャーターメンバー紹介
棈松 豊治・広瀬 忠雄
吉元 鉄夫
各氏
※記念品……２色ボールペン

□ 本日のプログラム

職業奉仕
社会奉仕
新世代
ＩＡ
教育振興基金
国際奉仕

外山
串間
吉田
福本
徳重
長友

俊明
保寛
努
晃
幸男
喜信

米山奨学会
ＣＬＰ

脇丸 孝和
萩原 和洋
各氏

「ロータリー文庫」は、日本ロータリー50 周年記念事業の－つとして、昭和 45 年に設立された皆様の
資料室です。ロータリー関係の文献や資料など約 2 万数千点が収集整備され、ロータリアンの皆さんのご
利用に備えております。
•

開館 月～金 午前 10 時～午後 5 時（祝祭日休館）

・所在地：〒105-0011 東京都港区芝公園 2 丁目 6 番 15 号 黒龍芝公園ビル 3F
TEL：O3（3433）6456、FAX：O3（3459）7506
・交通の便
JR／浜松町駅徒歩 8 分
地下鉄
・都営三田線芝公園駅(A3 出口)より徒歩 1 分
・都営浅草線・大江戸線 大門駅徒歩 5 分
文献資料は自由に閲覧できますが、貸出しは複数の資料を保有する場合に限らせていただきます。ただ
しコピーサービスはいたしますのでご利用ください。
•

視覚資料（スライド・フィルム）は予約制で貸出しいたします。
電話、書面などでのお問合わせの場合、なるべくご本人から直接お願い致します。
間接では要領を得ないことがよくあります。
「どのような文献資料があるか」については、
「資料目録」を各クラブ事務所に備付け用として
お送りしてありますし、このホームページで調べることができます。
マイクロ・フィルムからデジタル化へ
災害による損害などに備え、1998 年から貴重／希少資料のマイクロ・フィルムによる保存を始め、
490 余点、8 万 5 千 3 百ページを収納しました。しかし、その後はデジタル化して保存することに
方針を改め、これを鋭意進めているのが現状です。
デジタル化した資料は、ダウンロードすることができます。便利にご利用ください。
著作権に係る文献資料など、公開を惲られる場合もあって、デジタル化を留保したものもあります。
この点は文庫職員にお尋ねください。

•

皆様にお願いですが、お手許でお気づきの文献資料がありましたら、ぜひ文庫にご寄贈願います。
大切に保管してお役に立たせていただきます。

