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平成 21 年 9 月 2 日

困り果てていたところに、駐車場付近で夫婦らし
君が代 奉仕の理想
き人達が車で出かけようとしていました、近寄っ
てみるとロータリーのバッチを付けておられたの
なし
で、
話しかけてみると男性は George、
女性は Judy
隅倉 啓造 黒木 康文
各氏
と名乗られました。
女性としては大きな体の Judy
なし
は、数年前に米国カリフォルニアの 5320 地区ガ
バナーを務められた人物で、二人ともアメリカか
らこられたロータリアンでした、私の窮状を話し
□会長の時間
井福 博文
たところ快く「乗せていくよ」と言われ、お言葉
どこで会っても「やあ！」と言おう、遠い時には に甘えて乗せていただくことになりました。もう
手を振り合おう、と私たちはロータリーソングで歌 すぐ到着するというとき、目的地は目の前に見え
ってますね。そんなロータリアンの友情、フレンド ているのに、複雑な立体交差の道路で何度も迷い
シップは私たちの地域や国内に限らず広く世界中 ました。わたしは「この辺で降ろしてくれたら後
にあると感じました。先日行ったバーミンガム国際 は歩いていくのに」と思っていましたが、彼らは
大会で暖かい友情を体験いたしました。遅くなりま 最後まで諦めず、親切にも目的地の朝食会場まで
したが、私の国際大会の感想とロータリアンのフレ 私を連れて行ってくれました。おかげさまで日本
ンドシップについて今日は話したいとおもいます。 人朝食会を楽しむことができ、また大会会場の
まず昨年度の国際大会は英国バーミンガム市で行 NEC（National Exhibition Center）へも行くこ
われました、当市は英国第二の都市で日本で言うと とが出来ました。George と Judy に「とてもあり
大阪にあたります。我がクラブからも沢山の会員お がとう」と何度も感謝のお礼を言いました。とこ
よびご夫人が参加されました、私は日程の都合上皆 ろが二人からは「私たちは同じロータリアンじゃ
さんとはご一緒できず一人でロンドンから大会前 ないか」と返ってきたではありませんか。誰も知
日にバーミンガムへ入りました。本会議はＲＩ会長 らない外国で一人ぼっちの私にとって、この言葉
(当時)が韓国出身ということで潘基文国連事務総 は胸にジーンときました。あらためてロータリー
長（同じく韓国出身）を迎えて開催され、韓国の民 の国際的な結びつきとロータリアンの国を越えた
族舞踊にはじまりテコンドー演舞、韓国人男性のテ 厚い友情を実感いたしました。
ノール歌手、韓国人女性のオペラ歌手などコリア一
色で始まりました。この国際大会でまた多くのロー
タリアンの友人ができました。その時のメールや手
紙が私のところに届いております。時は前後します
が大会当日は朝 7 時から大会会場近くの
NMM(National Motorcycle Museum)で日本人朝食会
が行われ多くの日本人ロータリアンが参加いたし
ました。私はそこから少し離れたリゾートホテルに
宿泊していたため朝食会に行くために早朝に起き、
タクシーを呼んでもらおうとフロントのある本館
に行ったところ、なんと鍵がかかっていて誰もいま
せんでした。

□幹事報告

小坂泰一郎

○
○
○

高鍋ＲＣ……９月ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの予定表
ＲＩ本部……ロータリーワールド
ガバナー……月信９月号
台湾台風災害義捐金．
兵庫県西．北部豪雨災害義捐金のお願い
○ 地区社会奉仕委員会……社会奉仕委員長会
9/26（土）13:30-15:30 鹿児島東急ｲﾝ
○ 都城ＲＣ……創立５５周年記念例会
祝賀会ご案内 10/16（金）18:00-ﾒｲﾝﾎﾃﾙ
○ 延岡中央ＲＣ……３０年誌
○ えびのＲＣ………創立４０周年記念誌
○ 山下ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐…ﾛｰﾀﾘｰ財団年次寄付一覧表
○ 宮崎家庭裁判所都城支部……調停委員の
推薦について（お願い）
○ ﾛｰﾀﾘｰの友９月号
■クラブ報告事項
＊ 地区大会の出欠をご提出下さい。
＊ ９月例会出席予定表をご提出下さい。
＊ 本日 18:30-中山荘
情報集会
＊ 歴代幹事会 9/9（水）18:30-中山荘
会費 3.500 円

□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
４１＋３名
80.00％
8/19
94.44％
8/26
92.59％
中村静 岩下 山下 外山 内藤
中村七 串間 中山 草水 前野
船木

ＭＵ有会員
8/28

都城

なし

9/1

北

岩下

8/26

理事会

井福 小坂 平川 棈松 高橋
中山 土持 藤岡 鎌田継

ＭＵ無会員
8/19

□ＳＡＡ報告
◎ ニコニコ箱
都城北・隅倉 啓造…久しぶりにＭＵさせて頂きま
した。夏バテ防止に牛乳を飲んでくだ
さい
長友 喜信…ゴルフ同好会８月度のコンペで優勝
出来ました。又井福会長杯も頂きまし
た。ゴルフが出来る健康に感謝・皆さ
んに感謝
前田 吉基…入会して半年が経過しました。皆様今
後ともよろしくお願い致します
岡崎
誠…納涼例会の写真を頂きまして
小坂泰一郎…新世代吉原副委員長卓話有り難うご
ざいました
井福 博文…たくさんの新会員候補を推薦頂いて
有り難うございます
◎ 米山奨学会
天水 金作…米山奨学会へ
萩原 和洋…米山長友委員長カウンセラーを頑張
って下さい
長友 喜信…９月は米山記念奨学会理解月間です
アジアの人々８００人の奨学生に毎
年支給している奨学制度です。日本の
理解・ロータリーの理解・日本のロー
タリーの最高の奉仕だと思います。
皆様のご理解とご協力よろしくお願
い致します
◎ 教育振興基金
天水 金作…教育振興基金へ
◎ ロータリー財団
天水 金作…ロータリー財団へ
◎今後のプログラム 予定
９／９
米山奨学会 ビマさん卓話
９／１６
プログラム担当 会員卓話
９／２３
祝日の為、休会
９／３０
山下Ｇ補佐をお迎えしてｸﾗﾌﾞ協議会
12:30～14:00 事業計画書
１０／７
秦ガバナー公式訪問
会長・幹事・会長エレクト・副会長懇談 11:00～12:15
例会 12:30～13:30 その後写真撮影・ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ 15:15 迄

鬼束 船木 川口

ﾆｺﾆｺＢＯＸ

要ＭＵ会員
8/26

ｺﾞｰﾙﾄﾞＢＯＸ
船木 串間 木佐貫 福永直

ﾛｰﾀﾘｰ財団
米山奨学会
教育振興基金

竹と風の学校

9／2
8,000
2,623
9,400
30,000
5.000

計
111,000
21,012
114,800
91,000
68,000
17,525

＊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

□ 委員会報告

社会奉仕委員会
土持委員長
“ダメ・ゼッタイ”の募金箱がき
ております。ご協力をよろしく
お願い致します。

長友 喜信さん
《ゴルフ同好会優勝コメント》
腰痛（脊柱間狭窄症）でゴルフが出来ない状態
までになりました。
そこで思い切り手術を致しました。術後２年体
調が回復とともにゴルフの調子も少しずつ良く
なってきたようです。まさかこの年齢になって
優勝出来るなんて！
健康に感謝・皆さんに感謝

□ 本日のプログラム

吉原 副委員長

都工バレー部

ビデオ鑑賞

「 〔第一回戦 都城工 2×0 盛岡南（岩手）〕…… コンビバレーを得意とする盛岡南だが、持ち味を活かせない。対する都城工業は福吉
のスパイクや園田のブロックで第一セットを先取。続く第二セットも吉岡・長友両エースの活躍で快勝。

〔第二回戦 都城工 2×0 米子工（鳥取）〕…… 長身のプレーヤーを揃える米子工だが自慢の攻撃力を都城工業バレーが抑え込んだ。
第一、第二セットとも都城工業が圧倒。

〔第三回戦 都城工 2×1 清風（大阪）〕……一回戦、二回戦と快勝した都城工業だが、次なる相手は強豪・清風。エース・七里を中心に
速さのあるコンビバレーが特徴だ。第一セットは園田のジャンプサーブが冴え先取したが、第二セットは好機を掴めずにセットを奪わ
れる。苦しい雰囲気が断ち切れない最終セットの終盤、16-19 と 3 点のリードを許す局面で、吉岡のサーブが流れを引き寄せた。その
後、長友の力強いスパイクが決まり、焦った相手チームのミスも誘って 9 連続得点。大逆転勝利で 8 強入りを決めた。

〔準々決勝 都城工 2×1 東洋（東京）〕……今大会、優勝候補として挙げられていた市立尼崎（兵庫）、佐世保南（長崎）を破り勢いづく
東洋。選手の多くが「苦しい闘いだった」と回想するこの試合、第一セットは序盤から相手にリードを許した。23-23 で同点に追いつくも、
相手チームのブロックに阻まれ、先取を許す。しかし第二セットはサウスポー長友の強打、ピンチサーバー海野の好サーブでセットを
取り返す。そして最終セット。長友をして「やばい」と言わしめた 16-20 の局面。劣勢から再び海野のサーブで相手のリズムを崩し、守り
の要、久保田・福吉らがしぶといレシーブでセッター・尾崎へ。「困った時は吉岡主将、長友先輩を信じてトスを上げた」という尾崎の信
頼に応えた両エースは、ついに 21-21 の同点に持ち込む。その後も確実に得点を上げ、逆転勝利で 17 年ぶりのセンターコート（※）進
出を決めた。

〔準決勝 都城工 3×0 弥栄（神奈川）〕……本大会が初出場の弥栄は、初戦こそ緊張で接戦となったものの、二回戦以降は勢いに乗
り、並み居る強豪を次々とストレートで破った。正に今大会の台風の目と言えるチームであった。その快進撃の弥栄を都城工業は、
25-18、26-24、25-21 と、3 セット連取のストレートで退けた。「弥栄高校は、都城工業が最も得意とするタイプのチームであり、終始安
定したゲーム運びで勝利することができました。この春高バレーは、毎日の 6 連戦で準決勝から 5 セットマッチになります。その準決勝
を 3 セットで勝利できたことは、選手たちの体力の消耗を考えると、明日の決勝に向けて大きな意味がありました」と鍋倉監督。実際、
決勝で対戦相手になった東福岡は、準決勝で 3 連覇を狙う東亜学園とセットカウント 3-1 という激戦を繰り広げており、精神的、肉体的
スタミナに微妙な影響があったかもしれない。

〔決勝戦 都城工×東福岡（福岡）〕……東福岡の藤元監督と都城工業の鍋倉監督は同じ九州と言うこともあり知己の間柄。鍋倉監督
曰く「藤元監督は研究熱心でバレーをよく知る人。何を仕掛けてくるか分からない怖さがある」ほどの人物であり、同校のキャプテン鶴
田選手は、本大会でも注目されるエースアタッカーだ。そして何よりチームを通してレシーブ力が高く、「粘りと守りの都城工業」とは似
たタイプのチームと言える。それだけに勝負は 1 点を巡る激しい攻防が繰り広げられた。

