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平成 21 年 9 月 9 日

点鐘
合唱
我らの生業
ビジター紹介
◎ 都 城
外山 勝 飯山勘七郎 佐々木慈舟
◎ 都城北 切手 良和 仙台 洋 濱端 俊明
樋口 正義 山田 信市
◎ 都城中央
なし
各氏
◎ 米山奨学生
ドンガナ・ビマ様
ご主人
ダカール・ラビンドラ・パラサダ 様

□会長の時間

井福 博文

皆様お待たせいたしました。長友会員のご発案を
受け、私が会長就任時にご提案いたしました「おは
よう奉仕貯金箱」ができました。缶を提供していた
だいた鎌田博文会員、製作に骨を折っていただいた
山浦栄巳会員ありがとうございました。感謝いたし
ます。持って帰っていただき「ロータリー財団」
「米
山記念奨学会」
「都城地区教育振興基金」へのご理
解をいただきまして、奉仕の原資として毎朝元気に
起きたら感謝の気持ちを込めて100 円コインを入れ
ていだければ、10 ヶ月で約 30,000 円になります、
もうすでにＲ財団等たくさんの会員がご協力いた
だいているのは承知してはおりますが、引き続きご
理解とご協力をお願いいたします。
さて先日ガバナー指名委員会の吉松成人委員長
パストガバナーより、我が西クラブへ 2011～2012
年度のガバナー候補を推薦してもらいたいとの要
請がありましたので、一昨日の月曜日に歴代会長会
でご検討をいただきました結果、全員一致で吉元鉄
夫会員を推薦しクラブを挙げて応援することを議
決していただきました。これを受けて先ほど臨時理
事会を開き、理事会においてもその事が理事全員に
よって承認されましたので、会員皆様にご報告し公
示いたします。吉元会員はご存知のとおり当クラブ
のチャーターメンバーであり、その前の北クラブか
らの経歴を加味するとロータリー暦はおよそ 45 年
位の長きになります。
当クラブにおいて第2 代幹事、
第 5 代会長そして 1999～2000 年の西部地区分区代
理（現ガバナー補佐）等の要職を歴任され、また

ロータリー国際大会へも参加されるなど、ガバナー
候補として申し分のない経歴と素養があります。
創立 35 年を迎えようとしている当クラブからガ
バナーを出すことは大変名誉なことだと私は考え
ます。会員皆様の同意を得てガバナー指名委員会
へクラブから推薦したいと考えております。どう
かよろしくお願いいたします。
も う 一 つ 、 皆 さ ん に GSE(Group Study
Exchange)へのご協力のお願いがあります。今年
度は RI 1430 地区のフィンランドより GSE チー
ム 5 名が 10 月 18 日から地区大会開催日の 24 日
まで都城地区に参ります。我々西クラブには男性
のハッリ・オラヴィ・カウトネンさん(数学教師・
ミュージシャン)のホームステイホストファミリ
ーの割り当てがきましたので、ホームステイをお
引き受けいただく会員家族を募集しています。中
山忠彦国際委員長または山浦栄巳ロータリー財団
委員長もしくは小坂泰一郎幹事までぜひお申し出
ください。以上 3 つのことをお願いして本日の会
長の時間といたします。

□幹事報告
○

○
○
○
○
○
○

小坂泰一郎

地区大会……ゴルフコンペのご案内
（詳細）
10/23（金）ｽﾀｰﾄ 9:25
家族親睦プログラムのご案内 10/24（土）
西都原公園他 14:00-17:00
地区大会プログラム
＊ ロータリー囲碁大会ご案内
11/14（土）日本棋院会館
ｶﾞﾊﾞﾅｰｴﾚｸﾄ事務所…事務所開設のお知らせ
9/1 より
延岡ＲＣ……ライラのご案内
11/14（土）１５日（日） 旭化成向陽ｸﾗﾌﾞ
地区Ｒ財団年次寄付…年次寄付推移
ロータリーの友…英語版のご案内
山下ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐…ＧＳＥ受け入れ会議の
ご案内 9/14（月）18:30-ﾒｲﾝﾎﾃﾙ
米山記念奨学会…「人類のために活動します」
DVD

○

都城青年会議所…「家族．まちを災害から
□ 本日のプログラム
守るために」参加のお願い．
9/11（金）13:00-15:00 都城ＩＴ産業ﾋﾞﾙ
○ 宮崎県社会福祉事業団…木製ﾍﾞﾝﾁ
「がっしりくん」のご案内
■クラブ報告事項
＊ 2009-2010 ４ＲＣ合同名簿 一人１冊です。
＊ １０月定例理事会 9/15（火）13:30ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ 例会場
＊ 地区大会の確認 ＊変更取消は 9/10 迄です。

□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

５５名
４名
４５＋３名
88.89％
8/26
92.59％
9/2
87.27％

※8/31 付で内藤俊一郎・川元 厳氏退会されました

届出有

大吉 川口 藤岡 萩原 中村静
前野

ＭＵ有会員
9/4

都城

なし

9/5 職業奉仕

藤岡

9/8

なし

北

ＭＵ無会員
8/26

船木 串間 木佐貫 福永直

要ＭＵ会員
9/2

中村静 山下 外山 中村七
串間 前野 船木

□ 委員会報告

□ＳＡＡ報告
◎ ニコニコ箱
山浦 栄巳…貯金箱やっと出来ました。１日１００
円のノルマにお願いします
中村 七郎…誕生日プレゼントを頂きました。まも
なく６０歳になります
馬渡 秀光…天水 金作…小俵 武…草水正義
誕生祝いを頂き有り難うございます
吉田
努…誕生祝いを頂き有り難うございます
歌の贈り物も有り難うございました
棈松 豊治…３２年の皆勤バッジ頂きました。皆
様、感謝しています
井福 博文…誕生日のお花を頂いて
小坂泰一郎…吉元会員大変でしょうがファイト！
◎ 米山奨学会
丸山 照明…9/2 に情報集会に参加させて頂き有り
難うございました。勉強になりました
棈松 豊治…長友委員長ご苦労様です
高辺 晃也…米山奨学会へ
◎ 教育振興基金
外山
勝…先週吉原会員卓話有り難うございま
した。所用にて
◎今後のプログラム 予定
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

ﾆｺﾆｺＢＯＸ
ｺﾞｰﾙﾄﾞＢＯＸ

ﾛｰﾀﾘｰ財団
米山奨学会

吉原直前幹事
去年のテーマ幕
会社に飾り大切
にします！

教育振興基金

竹と風の学校

9／9
16,000
3,260
0
21,000
3.000

計
128,000
23,970
114,800
112,000
71,000
19,807
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