週報 第 1629 回

平成 21 年 8 月 19 日

点鐘
合唱
手に手つないで
ビジター紹介
8/12 分
◎ 都 城
加治屋 宏 佐々木慈舟 外山
勝 前田 浩
修行 本承 飯山勘七郎 肥田木良博 山田 裕一
下森 康玄 岡崎 誠一 藤岡 裕巳
◎ 都城北
中村 かよ 田中 毅一 出水田宏美 水越 賢二
相良 直矢 久保真由美 樋口 正義
◎ 都城中央
藤岡 宏教
8/19 分
◎ 都 城
佐々木鴻昭
◎ 都城北
黒木 康之
◎ 都城中央
なし
◎ 都城西高校 ＩＡＣ 部長 矢野 美咲さん
他１３名

□会長の時間

井福 博文

皆さんお久しぶりですね。先週は特別休会でし
たので、皆さんにお会いするのは２週間ぶりにな
ります。今日の例会に西高校インターアクトの皆
さんが出席される事は聞いていましたがこんなに
沢山１４名も出席されてびっくりしております。
インターアクトの皆さんには日頃の活動を通じて
奉仕の喜びを体験して頂くことはもちろん、ロー
タリーを広く世間一般に広報して頂きたいと考え
ております。お父さん、お母さん、友達のご両親
などにロータリークラブの存在を教えてあげて下
さい。さて休みの間に私たち仏教徒にはお盆があ
りました。私も仏壇に灯篭など飾ったり日頃とは
違うお盆用のお供えをして 13 日の夕方は自宅前
で迎え火を焚き、お墓に眠っている亡き父と母を
迎えに行きました。家につれて帰ってきて、一緒
に夕ご飯を頂くなどして、久しぶりに亡くなった
母と父に会えたような気になり、
ゆっくりとした、
そして落ち着いたお盆を過ごすことが出来まし
た。

それと、もう一つニュースがありますね、ご存
知のとおり高校野球です。
県代表で西クラブ郷土の代表でもある都城商業
高校の 2 回戦突破です。お隣の熊本県代表の熊本
工業高校を 1 回戦で破った三重県代表の三重高校
に勝ちました。高校野球といえば昔から、西瓜を
食べながら、まず郷土代表を応援し敗退すれば隣
の県代表を応援しまた敗退なら九州代表をそして
西日本代表をと、少しでも郷土に近いところをテ
レビで応援してきました。皆さんもおそらくそう
であっただろうと思います。都城商業には次の 3
回戦も思いっきり頑張っていただいてベスト 8 入
りを果たしてもらいたいと願っています。
また話はかわりますが、会長としての私のとこ
ろに 2 件の協力依頼がきておりますので、皆さん
に報告いたします。1 件目は今お話をしました都
城商業の野球部甲子園大会の支援依頼です。先ほ
どの臨時理事会にてクラブとしての支援は行わな
いと決定しましたので、西クラブ有志として支援
していきたいと思います。皆さんのなかにはもう
既に募金等されていらっしゃる会員もおられると
は思いますが、準々決勝、準決勝へと駒を進める
ことを祈って、ここで改めて都城商業の野球部へ
の募金を皆様にお願いする次第です。心ある会員
皆さんの浄財のご寄付をお願いします。
もう 1 件は 10 月 10 日に行われる都城観光協会
主催の焼肉カーニバルのチケット購入依頼です。
牛・豚・鶏肉が生産日本一の都城で、日本一おい
しい肉を食べることの出来る食の観光イベントと
して、広く県内外に PR し、肉のまち都城をアピ
ールするのが目的のようです。観音池公園自由広
場で行われます、時間は 11:00～21:00 でチケット
1 枚 1500 円です。当日「牛・豚・鶏肉の焼肉セ
ット」との交換になります。雨天中止の場合は全
額払い戻しになるとのことです。詳しくは主要な
ところにポスターが掲示されていると思いますの
でそちらをご覧ください。以上ご案内とお願いを
して本日の会長の時間といたします。

□幹事報告

小坂泰一郎

○ ガバナー……地区大会のご案内
10/24.25（土日）ｼｰｶﾞｲﾔ．ｻﾐｯﾄﾎｰﾙ
登録料 8.000 円
希望懇親会 10.000 円
締切 9/10
2008-2009 地区資金決算報告書
暑中お見舞い
2009-2010「ＲＩ超我の奉仕賞推薦」依頼について
○ 地区GSE小委員会…GSEチーム派遣報告卓話
のお願い
○ 米山記念奨学会…
ハイライトよねやま１１４号
米山奨学生カウンセラーへ感謝状
○ 米山梅吉記念館……館報 2009 秋号
○ 全国ロータリー野球大会…第２８回トーナメ
ント大会参加．不参加のお伺い
○ 都城商業高校…募金協力のお願い（趣意書）
○ 都城自衛隊…たかお夏まつり来場のお礼状
○ ㈱河中飼料…役員交代のご案内
□クラブ報告事項
＊ ９月定例理事会
8/26（水）11:30-中山荘
＊ 地区大会のご案内（全員に配布）

□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

５７名
５名
４４＋２名
85.18％
8/5
92.59％
8/12
特休
岩下 鬼束 萩原 上田 船木
川口 吉田 内藤

ＭＵ有会員
8/7

北

なし

8/11

西

内藤 萩原 上田 徳重

8/18

北

なし

ＭＵ無会員
8/5

大吉 中村七 鬼束 前野

要ＭＵ会員
8/12

特休

皆勤賞 ３２年 河中功 ９年 徳重幸男 各氏

米山奨学会より 長友カウンセラーへ感謝状
□ＳＡＡ報告
◎ ニコニコ箱
永野修一郎…お祝い有り難うございました
高辺 晃也…誕生祝を頂いて有り難うございます
高橋 五男…誕生祝にきれいな花を有り難うござ
います
平川 靖三…結婚祝にきれいな花を有り難うござ
います
徳重 幸男…９カ年皆勤賞を頂きました。これから
も１００％出席を目指します
河中
功…病気の早期発見が出来無事治す事が
出来ました。又３２年皆勤賞頂いて
◎ 米山奨学会
鎌田 博文…米山奨学会へ
河中
功…
同じ
◎ ロータリー財団
最勝寺俊彦…ロータリー財団へ 200＄
長友 喜信…ロータリー財団へ
中村 七郎…無理して払います
◎今後のプログラム 予定
８／２６
会員増強フォーラム
９／２
米山奨学会 ビマさん卓話
９／９
新世代担当
会員卓話
8／19
計
ﾆｺﾆｺＢＯＸ
10,000
101,000
ｺﾞｰﾙﾄﾞＢＯＸ
3,604
15,524
ﾛｰﾀﾘｰ財団
37,600
105,400
米山奨学会
15,000
51,000
教育振興基金
0
53,000
竹と風の学校
13,018
＊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

□本日のプログラム

部長 矢野 美咲

副部長 古賀 正子

大田原・田中・坂元・新宮・北山・新地・徳重・満行・本坊
下薗・川村・原口
以上１４名

先日７月２５日に都城イオンさんの方へ、ペットボトルのキャップ５２．６㎏を寄付しました。４００個
のキャップで１人分のワクチンになるので、約１３人分のポリオワクチンに変える事が出来ました。
皆さんご協力ありがとうございました。これからも続けて行くつもりですので、またご協力をよろしくお願
い致します。
また、８月１．２日に第４５回インターアクトクラブ年次大会へ参加させて頂きました。１日目は、薬物
中毒についての講話。インターアクトクラブについての意義の講話をしていただき、とても役に立つ内容で
した。そして、１５グループに分かれて、班のメンバーと手を握り合ってゲームをしたり、班ごとに交流す
る事により、親睦を深めることが出来ました。夜は、石井 十次さんの実話に基づいた映画を見ました。思
わず、涙ぐんでしまうところがありました。２日目には、早朝から海岸沿いの清掃を行いました。思った以
上にゴミが多かったです。皆、汗を流しながら頑張っていました。そして、またグループごとに分かれて、
１日目に見た映画について、討論しました。グループメンバー全員が、違う意見を出していたというグルー
プもありました。
今後の活動として、８月２２．２３日に募金活動を予定しています。
都城高専元研修生の バトツェツェグさん（モンゴル出身）が、乳ガンになられ、手術に６００万円位必要
らしいです。少しでも協力出来ればと思っています。よろしくお願い致します。
本日は、ありがとうございました。

バナー交換の伝統

Banner of the Rotary Club of Swanton, Ohio, USA.

ロータリー独特の伝統の一つに、クラブバナーの交換があります。ほかの地域に赴き、例会の
メークアップをするロータリアンの多くは、友情のしるしとしてバナーを持参します。また多
くのクラブでは、受け取った色とりどりのバナーを、クラブ例会や地区の行事で飾っています。

1959 年までに、バナーの交換は数多くのクラブで行われるようになりました。クラブへの財政
的な負担を懸念した RI 理事会は、交換に備えてバナーを準備する際には、妥当な量を適切に
判断するようロータリアンに求めました。

ロータリー歴史資料室に保管されている約 2 万個のバナーは、それぞれのクラブの地元のプラ
イドと、国際的な絆を物語っています。

多くの場合、バナーには、ロータリーの徽章に加えて、クラブが所属する町、地域、国のシン
ボルやイメージがデザインされています。このほか、皮細工、織物、刺繍、手描きのデザイン
を使って、地元の工芸や文化、伝統を表したバナーもあります。

