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□ 会長の時間

井福 博文

さて今回の国際大会の会場は「国際会議場」と
1.2Km 離れた「ベルセンター」の 2 つに分かれて
いて、我々の泊まったホテルのすぐ近くに登録カウ
ンターと友愛の広場がある国際会議場がありまし
た。そこで登録を済ませて友愛の広場を楽しんだ後
シャトルバスで本会議のあるベルセンターへ移動
いたしました。本会議場はアイスホッケーのスタジ
アムで、すり鉢状になっており 3～5 万人収容でき
るような規模でした。開会式は午後の早い時間と夕
方の 2 部にわかれていて私たちは夕方の開会式に
割り当てられていました。会場に入場した時には胸
がワクワクしました、いよいよ本会議開会式が始ま
りジョン・ケニーRI 会長が登壇された時は大拍手
の中、会場全員総立ちになり、私も RI 会長に会え
て大変感激いたしました。
ジョン RI 会長は話のなかで自ら大地震の起きた
ハイチへ行ってロータリーとしてどんな支援がで
きるのか、また災害前よりも良い環境を作るまでロ
ータリーは支援をしていくことを決めたと言われ
ました、また中国の孤児院へも行かれて親から捨て
られた子供たち（多くが女の子）を抱きかかえて親
の愛情をなくしたこの子たちもロータリーが支援
をしていく必要があると言っておられました。一方
でそういったロータリーの活動はやはりクラブが
主であり、会員一人ひとりが大事であることを話さ
れました。そして最後に「It’s up to you.」
（それは
あなた次第です）と私たちロータリアンに投げかけ
られて、会長の挨拶を終わられました。後日、今回
の RI 国際大会に出席をされた会員よりあらためて
国際大会報告があるものと思いますので私はこれ
くらいにして、本日の会長の時間といたします。

『国際色あふれる体験』のスローガンのもと第 101
回 RI 国際大会がカナダのモントリオールで開催さ
れました。
当クラブから私たち夫婦と棈松豊治会員夫婦、中
山忠彦国際奉仕委員長、それに北クラブの樋口正義
会員がジョイントされて合計 6 名で参加いたしま
した。旅程はニューヨーク経由で大会会場のモント
リオールに入り、大会後トロントへ移動してナイア
ガラの滝等を観光しました。帰りの飛行機の都合で
トロントにて 2 つに別れることになり、私と家内は
トロントから直行便で帰って参りました、別の 4 名
はニューヨークへ戻ってニューヨーク経由で帰っ
てこられました。
国際大会のあったモントリオールは人口約 370
万人で横浜市くらいの街だということでした、20
数カ国の移民がいて国際色があふれています、言葉
をとってもモントリオール大都市圏のうち 66%が
フランス語を、13%が英語を、1%がフランス語と ■幹事報告
小坂泰一郎
英語の両方を、23%がその他の言語（イタリア語、
アラビア語、スペイン語）を話しているようです。 ○ ＲＩ日本事務局…2010 規定審議会
住民の大多数はフランス語と英語のバイリンガル
決定報告書
であり、それに移民の言語を加えてトリリンガルも ○ 地区ＩＡ委員会…第 45 回ｲﾝﾀｰｱｸﾄ年次大会
多くいるようです。
中止のお知らせ
＊口蹄疫のため 先週報告済

○ 小林ＲＣ……事務局移転のお知らせ
○ 薬物乱用防止指導員都城地区協議会…平成２
２年度研修会の開催ご案内（土持
修）
7/22（木）14:00-16:00 都城保健所
□クラブ報告事項
＊会費全員完納有り難うございました。

□ 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

５５名
５名
４１＋３名
83.01％
6/16
94.33％
6/23
82.69％
岩下 大峯 串間 馬渡 山下
三坂 船木 前田

ＭＵ有会員
6/25

都城

なし

6/24

中央

なし

6/29

北

なし

ＭＵ無会員
6/16

大吉 串間 中村七

要ＭＵ会員
6/23

鳥集 岩下 福本 大峯 鬼束
吉田 串間 川口

□ＳＡＡ報告
◎ ニコニコ箱
吉元 鉄夫…井福会長・小坂幹事・ＳＡＡ・理事の
皆様、１年間お疲れ様でした
河中
功…
同じ
中村 七郎…
同じ
福永
忍…
同じ
小俵
武…
同じ
大吉 利紀…
同じ
高辺 晃也…
同じ
盛田 祐一…
同じ
天水 金作…
同じ
最勝寺俊昌…
同じ
木佐貫鐵蔵…
同じ
小田 賢一…
同じ
今夜はゆっくり飲んで下さい
山浦 栄巳…井福会長・小坂幹事の名コンビお疲れ
様でした。ご苦労様
鎌田 継男…西ロータリーの皆様、お見舞いを頂き
ましてありがとうございました
萩原 和洋…井福会長・小坂幹事年間お疲れ様でし
た。特に小坂幹事のニコニコの多さに
ニコニコ(^_^)

土持

修…井福会長・小坂幹事・ＳＡＡ・理事の
皆様、１年間お疲れ様でした
中村 静美…
同じ
高橋 五男…
同じ
鬼束
洋…
同じ
鳥集 寿一…
同じ
永野修一郎…
同じ
広瀬 忠雄…
同じ
上田やよい…
同じ
吉原 信幸…井福会長・小坂幹事・ＳＡＡ１年間お
疲れ様でした。本日の幹事杯ゴルフコン
ペが大雨の為延期となりました。１年振
りのゴルフでしたが、残念でした
外山 俊明…サッカー日本代表久し振りに興奮し
ました！！今日は眠いです
外山 俊明…井福会長・小坂幹事年間お疲れ様でし
た。１年間理事として務めさせて頂き
ました。有り難うございました
棈松 豊治…今年度は会計として皆様協力に感謝
致します
吉田
努…井福会長・小坂幹事年間お疲れ様でし
た。何のお役にも立てず申し訳ありま
せん。これからもご自愛下さい
平川 靖三…１年間有り難うございました
井福 博文…西ＲＣの皆様本当に有り難うござい
ました
小坂泰一郎…会員の皆様１年間どうも有り難うご
ざいました
小坂泰一郎…今井幸夫会員長い間ご苦労様でした
◎今後のプログラム 予定
７／１４
歴代会長卓話
７／２１
成松Ｇ補佐 クラブ協議会
12:30 ～ 14:00
７／２８
前年度会計報告
８／４
納涼例会
８／１１
伊藤Ｇ 公式訪問
会長幹事会長ｴﾚｸﾄ幹事ｴﾚｸﾄ懇談会 11:00 ～12:15
例
会
12:30 ～ 13:30
記念写真
13:30 ～ 13:45
ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ
13:45 ～ 15:15 ＊全員参加

ﾆｺﾆｺＢＯＸ
ｺﾞｰﾙﾄﾞＢＯＸ

ﾛｰﾀﾘｰ財団
米山奨学会
教育振興基金

竹と風の学校

6／30
43,000
0
0
0
0

計
451,198
106,345
351,980
362,500
208,000
83,008

＊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
ロータリー事務局
制作

■本日のプログラム

井福会長退任あいさつ

昨年 7 月に会長に就任させて頂きましたときには、右も左も分からず、本当に私にできるのだろうかと不
安でいっぱいでした。ここまでの 34 年間という長い間、西ロータリークラブの歴史を作ってこられた諸先
輩方がたくさんいらっしゃる中、先輩方が築き上げられた伝統ある西クラブの会長が本当に私でいいのだろ
うかと懸念しておりました。しかしながら、会員の皆様、各委員会の皆様、各委員長の皆様、そして理事の
皆様のおかげをもちまして、何とか一年間を終えることができました。また女房役の小坂幹事には大変ご苦
労いただきました。そのことに関しまして、皆様に感謝の意を示すとともに、心から厚く御礼申し上げます。
「本当にありがとうございました。
」
昨年 7 月、就任最初の行事として西ロータリー旗少年野球大会がありました。この開会式が UMK のテレ
ビで放映され、開会式に出席された会員皆様がテレビに映られました、このことは西クラブの広報に大いに
役立ったものと思っております。
また同月には、何十年かに一度の天体ショー「皆既日食」があり、川口会員の霧の蔵ブルワリーで観測例
会をいたしました。都城地区でも 95％近くの日食が見られました。当日は曇りでしたが、日食が進むにつれ
てかなり暗くなり、
自動販売機の照明が自動点灯する状況になりました。
日食を体で感じた日でありました。
翌 8 月は会員増強月間でありました。私の年度のクラブテーマは「友を増やそう」でしたが、残念ながら本
年度は 5 名の退会者がでました、一方で 3 名の新しい会員を迎え入れることができました。しかしながら、
57 名でスタートし、55 名で終わるという結果になり会員増強には至りませんでした。このことを皆様にお
詫び申し上げたいと思います。
10 月は職業奉仕月間でしたので、
自衛隊都城駐屯地で職場訪問例会をさせて頂きました。
18～23 日は1430
地区フィンランドから GSE チームが都城地区を訪問しました、当クラブの会員にもホームステイを引き受
けてもらい GSE のメンバーと数日間、研修に同行したり、夜は一緒に飲みに行くなどして接することがで
き、非常に楽しかった思い出が残っております。
その後すぐ地区大会が行われました。地区大会の時に、米山奨学生のドンガナビマさんが「私はロータリー
に大変お世話になり、とても感謝しています。自分も卒業してネパールに帰って、仕事に就くことができて
その仕事が落ち着いたら必ずロータリークラブに入会をします。
」ということを約束して、ネパールに帰って
行かれました。
このように米山奨学生を支援する活動を通して、
将来のロータリアンを育てたという点では、
我々としても大変良かったと感じております。
12 月はロータリー家族ということでお話をしたかと思います。
ロータリー家族は世界中のロータリアンが 123 万人、その家族、インターアクトクラブ、ローターアクトク
ラブ、地域共同体（RCC）
、米山奨学生そして財団が行うプロジェクトでロータリーに関わる人々を入れま
すと 200 万人になります。
このような大規模でロータリー活動ができていること、そしてロータリー家族がいるということは、とて
も頼もしい、ロータリーはすばらしい組織であるとあらためて思います。
12 月 16 日は年末家族会を開催し、私たちの一番の理解者であっても、日頃忘れがちな私たち西 RC のロー
タリー家族に特別の感謝をいたしました。
それから１ヶ月間休会や合同新年会があり、1 月 20 日の例会で久しぶりに皆様にお会いするということにな
りました。
その休みの間に、皆様ご存知の様にハイチの方で大地震が起きました。地震の被害はとても大きく、その
被災者の救援と復興を支援しようと都城西高等学校のインターアクトクラブと一緒に 2 月 6 日にイオンジャ
スコ都城店で募金活動をいたしました。土曜の午後の 3 時間という短い時間でしたが多くの善意のある人々
から 12 万円を超える募金をいただきました。この募金は日本赤十字社宮崎県支部に託しました。
本年度は、5 月にも口蹄疫の被害に合われた畜産農家の方々を支援するために募金活動を行いました。従来
は会員の皆様だけに寄付・募金をしていただくことはありましたが、私たちロータリアンがインターアクト
クラブの生徒と共に街頭に立ち、募金活動ができたことはとてもよかったことだと思います。
2 月に入りますと、皆様ご承知の通り、久しぶりに全県下の IM が都城で行われました。特に、今年の IM
では、我々西クラブのメンバーが多く目に付き、出席が良かったなと感じました。

3 月には、カンボジアの「竹と風の学校」を支援する一環として、地区の資金援助を受けてパーソナルコ
ンピューターを贈呈するため、私と国際奉仕委員の串間会員と中央ロータリークラブの伊久良和彦会長・東
篤徳会員・栢木順子会員の 5 名でカンボジアに行って参りました。次年度で私たち都城地区からの支援は終
わりますが、新たに広島のロータリークラブが 5 年間支援をしていくことになっていると聞いておりますの
で、我々都城のロータリアンがその架け橋になったのではないかと思っており、私たちの支援終了に安堵い
たしております。
本年度後半に口蹄疫が我が宮崎県で発生し、非常に大変な状況になりました。畜産農家の方だけでなく、
いろいろな業種にとても大きな打撃を与えたということが残念でなりません。現在、終息に向かっています
ので、一日も早い終息宣言が出ることを祈念したいと思っています。
6 月は RI 国際大会へ参加をいたしました。本年度のジョン・ケニーRI 会長のテーマでありました「ロータ
リーの未来はあなたの手のなかに」をしっかりと受け止め、ロータリーの未来は会員一人ひとりの手の中に
あることを自覚し、この一年間の経験を忘れずに、次年度からも一生懸命ロータリーの活動を続けていこう
と思います。皆さんと一緒にロータリーの心髄であります「相互扶助と親睦」を深めつつ、
「奉仕の理想」を
追求していくことを改めて認識いたしました。
このように一年を振り返りますと、いろいろなことがあったと感じております。そして、本当に会員皆様
に助けられ、ご助言を頂いたことに感謝しております。この一年間会長をさせていただいたことは、皆様の
お力添えがあったからこそ成し遂げられたことと思います。会員の皆様、委員長・委員の皆様、理事・役員
の皆様、事務局の皆様、本当にありがとうございました。
最後になりましたが、この一年間幹事として、一番近くで私を支えてくれた小坂泰一郎幹事に深く感謝い
たします。以上、本年度の一年間を振り返り、私の退任挨拶とさせて頂きます。

小坂幹事退任あいさつ

第３５代井福博文会長年度の幹事として、退任の挨拶をさせていただきます。思えば、中村七郎さんと串
間さんより、焼鳥屋に井福さんと一緒に呼ばれ、会長･幹事の話を聞かされた時から２年半が過ぎました。ま
ったく勉強不足のまま幹事を引き受け、会員の皆様には大変ご迷惑をお掛けして、申し訳なく思っておりま
す。博学の井福会長にはロータリーの事について、多くの事を学ばせて頂きました。また、ロータリーの事
以外にも牟田町の夜の楽しさ、そして何よりやっとの思いで１年間禁煙していた私に煙草の美味しさを思い
出させて頂きました。
幹事として、この１年間大変貴重な体験をさせて頂きました。特に、７月２２日平川プログラム委員長の
提案で、日本で４６年ぶりの皆既日食例会を、川口会員の霧の蔵ブルワリーで行う事が出来ました。８月１・
２日には、サンホテルフェニックスで第４４回インターアクト年次大会に西高インターアクト生４名を福永
直人委員長と参加させて頂きました。１０月１８日～２３日フィンランドよりＧＳＥの方５名が都城に来ら
れて、中山会員・船木会員にはハッリカウントネンさんのホームステイを強引にお願いし、川口会員の霧島
酒造・小田会員の警備会社の見学・インターアクト生との交流会をする事が出来ました。１１月１４・１５
日には全県区合同のライラが延岡で行われ、３名の参加者を連れて外山委員長と参加させて頂きました。３
月には、２９日・３０日・３１日東ウルサンＲＣが来訪。会員の皆様には３日間のご協力、大変ありがとう
ございました。周年記念式典にも都城ＲＣ５５周年・伊集院ＲＣ４０周年・志布志ＲＣ３０周年・日向ＲＣ
５０周年に参加させて頂きました。このような多くの体験を大切にこれからのロータリー人生を頑張ってい
きたいと思っております。会長、理事、役員、すべての会員の皆様、事務局の本山さん・丸山さん、この１
年間頼りない幹事ではありましたが温かく見守って頂き、本当にありがとうございました。これからもどう
かよろしくお願いいたします。以上をもちまして、退任の挨拶とさせて頂きます。

