
ホスト： 都城中央ロータリークラブ

中山荘 １８：００～

点鐘

合唱 奉仕の理想 君が代 
ビジター紹介

12/30 分

◎ 都 城 なし

◎ 都城北 なし

◎ 都城中央 鶴田 貞久

1/6 分

◎ 都 城 矢野 憲男 西村 敏弘 中村太賀吉

佐々木鴻昭 佐々木慈舟 修行 本承

◎ 都城北 園田 道雄 田中 毅一 出水田宏美

◎ 都城中央 時任 保彦 濱田 成人 鶴田 貞久

1/13 分

◎ 都 城 飯山勘七郎 石場 博昭 島津 久厚

外山 勝 肥田木良博 修行 本承

◎ 都城北 黒木 康文 新森 彬博 木脇 義貴

◎ 都城中央 塩屋三智年 各氏

□会長の時間 中央ＲＣ 伊久良和彦

≪余命知り、ダイヤもただの石と知る≫ 
新年、明けましておめでとうございます。本年も

どうぞよろしくお願い申し上げます。

４RC 合同新年会におきましては、大勢の出席と

大変な盛り上がりに対し、会員一同心より御礼申し

上げます。ありがとうございました。

さて冒頭に、何やら俳句か川柳らしきモノを正月

ボケのノリで掲げてみましたが、結局、会長の時間

で言わんとしたことの全てが、この句に集約されま

す。 
５分も喋らせていただいておきながら、たったの

一行（全部でも１０行）で済ませようなど手抜きに

も程がありますが、社交辞令でありますところの

“ロータリーの友情でもって”お許し下さい。

ありがとうございました。

■幹事報告 中央ＲＣ 橋口 康雄

○ 小林中央ＲＣ…例会変更 1/19（火）19:00
信時飯店 ＊創立記念夜間例会の為 

○ ＲＩ本部……半期報告書

○ ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所…

1. 22.2～24.1 宮崎県薬物乱用指導員推薦お願い 
2. ﾓﾝﾄﾘｵｰﾙ国際大会参加のお願い（ｱﾝｹｰﾄ 1/23 迄）

3. 研修ﾃｷｽﾄ購入のお知らせ…池田PG 著書

＊ １月末まで

＊ 「ﾛｰﾀﾘｰの原点とは」

「ﾛｰﾀﾘｰ四大奉仕部門講義録」

4. 月信１月号（次回例会で配布）

○ 延岡ＲＣ……第３２回 ライラ報告書

○ 志布志ＲＣ…創立３０周年記念式典のご案内

5/8（土）志布志大黒ﾘｿﾞｰﾄﾎﾃﾙ

式典 15:30- 祝賀会 17:00- *2/28 締切

○ 米山記念奨学会……ﾊｲﾗｲﾄ米山 119 号

○ ロータリーの友１月号（次回例会で配布）

○ 年賀状……ｶﾞﾊﾞﾅｰ他
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■クラブ報告事項

＊ 都城ＲＣ

１．1/15（金）→1/14（木）変更になってます。

２．クラブ協議会 1/22（金）18:30
＊定例理事会は 18:00 からです。

＊ 都城北ＲＣ

１．ＩＭ部長会 1/18（月）18:30
霧の蔵ﾌﾞﾙﾜﾘｰ

２．クラブ協議会 1/19（火）18:30
都城ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ

３．２月定例理事会 1/26（火）13:30 例会場

＊ 都城西ＲＣ

１．２月定例理事会 1/27（水）11:00 中山荘

４ＲＣ４役会 1/20（水）18:30 中山荘

☆18:00 から３ＲＣ４役会を開催します。

□出席報告

会員数 ５6 名

出免数 ４名

出席数 ４8＋3 名

出席率 92.72％

前々回修正出席率 12/30 特休

前回修正出席率 1/6 特休

届出有 永野 木佐貫 福永直 船木

ＭＵ有会員

12/17 中央

12/24 中央

12/22 北

12/25 都城

12/29 北

1/5 北

1/12 北

萩原 山下 鳥集 吉原

なし

中村静 萩原

馬渡 大吉 中村静 中村七 永野

なし

木佐貫

藤岡 草水

ＭＵ無会員

12/30 特休

要ＭＵ会員

1/6 特休

山下ガバナー補佐地区報告

１．ＧＳＥ受け入れのお礼

２．ＧＳＥ派遣について

女性４名＋リーダー

３．地区目標およびクラブ目標達成について

４．特色ある活動で地域にアピールについて

＊ 「竹と風の学校」

＊ 米山奨学生（ﾈﾊﾟｰﾙ．ﾄﾞﾝｶﾞﾅ．ﾋﾞﾏ）の 
２ＲＣ（都城西．えびの）受け入れ 

＊ （財）都城地区ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ教育振興基金

５．ＩＭ 一般公開について

６．ﾛｰﾀﾘｰ財団国際親善奨学生について

（ｱﾒﾘｶ．ﾄﾞｲﾂ）

７．国際大会参加について（ﾓﾝﾄﾘｵｰﾙ）

□ＳＡＡ報告

◎ ニコニコ箱 …… ありませんでした

◎今後のプログラム 予定

１／２０ 会員卓話

１／２７ ＣＬＰ担当・中間決算報告

２／３ 国際奉仕担当

２／１０ ロータリー情報・広報担当

1／14 計

ﾆｺﾆｺＢＯＸ 0 227,398
ｺﾞｰﾙﾄﾞＢＯＸ 0 49,635
ﾛｰﾀﾘｰ財団 0 250,780
米山奨学会 0 197,000
教育振興基金 0 102,000

竹と風の学校 39,489
＊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

ＩＭ ～ｲﾝﾀｰｼﾃｨﾐｰﾃｨﾝｸﾞ～

ホスト：都城北ＲＣ

２／１４（日） 
都城文化ホールにて

10:00 受付

10:30 点鐘

11:00 藤川ＰＧ基調講演

12:10 昼食

13:10 地域に根ざすロータリー

各クラブ発表

（一般公開します）

15:10 ディスカッション

終了後解散


