週報 第 1626 回

平成 21 年 7 月 22 日

点鐘
合唱
手に手つないで
ビジター紹介
◎ 都 城
飯山勘七郎 外山 勝 藤岡 裕巳 山田 裕一
石場 博昭 黒木 英俊 佐々木慈舟 田中 穣弐
矢野 憲男 立山 忠春
◎ 都城北
清水 勝 河野 政弘 出水田宏美 黒木 康文
樋口 正義 児玉 隆
◎ 都城中央
田牧 安雄 富吉 博文 藤岡 宏教 橋詰 雅次
石井 芳満 伊賀崎 繁 塩屋三智年 前田 瑞国
各氏

□会長の時間

井福 博文

本日は日食観測例会です。中村七郎会員と平川
プログラム委員長から天気が悪いのは私と幹事の
日頃の行いが悪いからだと言われましたが、雲の
切れ間から日食をちらっと観ることが出来まし
た。しかも雲が厚かったため肉眼で見ることが出
来、良かったと思います。なんでもチラッと見え
るのが情緒があるし、ドキッとするものです。し
かも観測用グラスごしではなく生の目で見られ
て．
．
．
．
テレビ中継を見られた方、外に出られて直接観
られた方いろいろでしたが、皆さんは日食を観ら
れてどんな感じでしたか？私には太陽が月を抱き
かかえながら動いているように見えました。とて
も神秘的に感じました。
それにしても、日食ピーク時は雲の厚みもあっ
たのか、あたりも暗くなり気温も下がって全身で
天体ショーを感じました。妻からのホットライン
（携帯電話）で自宅の自動販売機の照明や向かい
の歯科医院の電照看板も暗さを感じて自動的に点
いたそうです。

さて、7 月始めに 2730 地区ガバナーの秦喜八郎
さんが宮日に載っていましたし、竹と風の学校の
支援もまた記事として宮日に取り上げてもらいま
した。昨年、北クラブはこの竹と風の学校の支援
をクラブとしては抜けていましたが、有志でクラ
ブ支援と同等額の募金を集め支援されていたよう
です。本年度よりまた、クラブでの支援に復帰さ
れ、都城地区 4RC で引き続き竹と風の学校を支援
することになりました。
UMK テレビでは、20 日我が西クラブの青少年育
成の事業として、20 年間行っている「都城西ロー
タリークラブ旗少年野球大会」の開会式の様子が
放映されました。広報は、我々ロータリークラブ
がどんな奉仕の活動をしているのか、広く世間に
知って貰うためにはとても大切な事だと思ってい
ます。今後とも広報活動には力を入れていきたい
ですね。少年野球大会の開会式は、祭日の早朝に
もかかわらず、多くの西クラブの会員が参加して
いただき開催されました。24 チーム 346 人の選手
および監督さんもとても喜んでおられると思いま
す。これから数日間、夏の厳しい暑さの中、子供
たちが一生懸命プレーし優勝を目指して頑張るこ
とを期待しています。そしてこれらの子供達が大
人になってロータリーのよき理解者となったり、
またロータリアンとなって次世代のロータリーを
継承していってくれれば、これに優る喜びはあり
ません。

□幹事報告
○
○

小坂泰一郎

米山記念奨学会…ハイライトよねやま
113 号 案内
ガバナー事務所…
日台ロータリー親善会議のご案内
10/10（土）日月潭 雲品酒店
石橋美術館展のご案内．ﾎﾟｽﾀｰ
7/18－8/30 宮崎県立美術館
会員年齢調査のお願い

○

地区国際奉仕…委員長会のお礼と
アンケート（ＷＣＳ）
○ 地区職業奉仕…職業奉仕委員長研修会の案内
○ 9/5（土）13:30-15:30 ｱｽﾞﾑﾎｰﾙ

□クラブ報告事項
＊ ８月定例理事会
7/29（水）17:45-中山荘
＊ 次週 納涼例会 18:30-中山荘 ＊夫人同伴

□出席報告
会員数
出免数
出席数
出席率

５８名
４名
４４＋２名
８３．６３％
7/8
86.79％
7/15
90.91％

前々回修正出席率
前回修正出席率

届出有

ちらっと
雲の間から見えました

大吉 鬼束 鳥集 山下 福本
岩下 大峯 船木 草水

ＭＵ有会員
7/17

都城

中村静

7/21

北

なし

7/20 開会式

棈松 井福 小俵 小坂 岡崎
鎌田博 河中 木佐貫 草水 四季
高辺 天水 外山 長友 中村七
萩原 平川 三坂 山浦 吉田

ＭＵ無会員
7/8

川口 最勝寺 脇丸 久保 前野
船木 福永直

要ＭＵ会員
7/15

川口 最勝寺 串間 前野 馬渡

□ 委員会報告
１４年
小田賢一
１３年
中村七郎 各氏
□ 本日のプログラム

中村七友愛委員長
平川プログラム
委員長より
説明がありました

□ＳＡＡ報告
◎ ニコニコ箱
井福 博文…私と幹事の日頃の行いのせいですみ
ません！！
小坂泰一郎…日食例会ありがとうございます
吉原 信幸…都工バレー部１年生大会で優勝致し
ました。物品販売にもご協力頂いてあ
りがとうございました。感謝致します
丸山 照明…7/15 より入会させて頂きました。どう
ぞ宜しくお願い致します
中村 七郎…皆勤賞を頂きました
小田 賢一…１４回目の皆勤賞大変ありがとうご
ざいました。クラブの皆様のお陰で１
４年も続く事が出来ました
久保 義春…長い間お世話になりました。今後は地
域への奉仕に頑張りたいと思います
中山 忠彦…久保さん退会残念ですが、落ち着いた
らまた戻ってきてください
◎今後のプログラム 予定
８／５
前年度会計報告・少年野球大会報告
＊ 西ロータリー旗少年野球大会閉会式…8/2
８／１２
特別休会①
８／１９
ＩＡ年次大会報告
７／22
計
ﾆｺﾆｺＢＯＸ
14,000
82,000
ｺﾞｰﾙﾄﾞＢＯＸ
0
9,251
ﾛｰﾀﾘｰ財団
0
49,000
米山奨学会
0
33,000
教育振興基金
0
43,000
竹と風の学校
9,209
＊雑誌会報インターネット委員会
高辺晃也 前田吉基 馬渡秀光 川口恒吉
前野益孝
ロータリー事務局
制作

