週報 第 1677 回

平成 22 年 9 月 1 日

点鐘
合唱
奉仕の理想 君が代
ビジター紹介
◎ 都 城
佐々木鴻昭 外山 勝 飯山勘七郎
◎ 都城北
なし
◎ 都城中央
なし
各氏

□会長の時間

木佐貫鐵蔵

皆様こんにちは。
今月は新世代月間です。世界的に少子化が進み次
世代を担う若者の教育が今まで以上に大切になっ
てきました。
ロータリーでも年齢 30 歳までの若い人すべてを
含む新世代の多様なニーズを認識しつつ、よりよき
未来を確実なものとするために新世代の生活力を
高めることによって、新世代に将来への準備をさせ
ることであると述べています。そしてすべてのクラ
ブと地区は新世代の基本的ニーズを支援するプロ
ジェクトを行うよう定めてあります。基本的ニーズ
とは：健康・人間の価値・教育・自己開発。で新世
代のためのＲＩ構成プログラムとはインターアク
ト・ローターアクト・ロータリー青少年指導者養成
プログラム（ライラ）です。インターアクトは先月
紹介しましたので省略いたします。ローターアクト
クラブは都城では都城ローターアクトクラブのみ
で会員は 13 名です。ライラは本年度我がクラブ担
当です。私のことを思い出して見ますと 15 歳で少
年自衛官として自衛隊に入隊し 32 歳で退職しまし
たので新世代の時代は自衛官として教育・訓練をさ
れ国防の任務についていました。入隊時に身体検査
を合格したら宣誓書に署名捺印をすることが義務
付けられます。
これを拒否すると入隊できません。その内容の一
部を紹介します。

私は我が国の平和と独立を守る自衛隊の使命を
自覚し、日本国憲法及び法令を遵守し
一致団結、厳正な規律を保持し、常に徳操を養い、
人格を尊重し、心身を鍛え、技能を磨き、政治活動
に関与せず、強い責任感をもつて専心職務の遂行に
当り、事に臨んでは、危険を顧みず、身をもつて責
務の完遂に務め、もつて国民の負託にこたえること
を誓います。と宣誓し教育を受けました。
この内容をロータリーの新世代の基本的ニーズ
と比べると合致するとこが多くびっくりしました。
私の独断的で憶測的な考えですが、現在アジア諸
国、特に中国・韓国の経済発展を考える時に、２０
代の新世代の教育で、自己中心ではなく、国や社会
の発展や家族のために何が出来るか、どう行動する
かを教えられた民族と、そうでない民族には大きな
差が出来てくるのでは？道徳教育（精神教育）の大
事さを感じています。会長の時間でした。

□幹事報告

平川 靖三

○ ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所……
＊ﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄ ９月 １㌦８６円（現行 88 円）
＊出席の算出と出席免除について
＊月信９月号
＊地区ｸﾗﾌﾞ奉仕委員長会他→資料
○ 直前ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所……月信最終号
口蹄疫義援金に関する集計報告
○ 地区社会奉仕委員会…
第１回社会奉仕委員長会 （山浦 栄己）
9/26（日）13:30-15:30 鹿児島東急ｲﾝ
○ 地区社会奉仕……社会奉仕実績報告について
（依頼）
○ （財）教育振興基金……平成２１年度報告書
○ 全国ロータリークラブ野球大会…
親睦大会参加について 9/10 まで
○ 都城市人権啓発推進協議会……平成 22 年度
都城市人権啓発推進協議会全体会の資料
○ ロータリーの友９月号

□クラブ報告事項
＊ ９月例会予定表の提出をお願いします。
＊ 少年野球大会開会式の案内
9/19（日）午前 8:00 都城公設市営市場
＊ 少年野球連盟との打合会
9/10（金）19:00-霧の蔵
☆ 都城ＲＣ……「いやしの例会」のご案内
9/24（金）12:30-13:30
＊三大テノール歌手の DVD．
料理：洋食．ｺｰﾋｰのみ放題
＊前日までに予約が必要です。
○ 都城西ＲＣ………2010-2011
ライラ日程 23.4/9.10（土日）御池青少年自然の家

□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

５３名
５名
３５名
72.92％
8/18
89.80％
8/25
100％
平川 長友 中山 藤岡 池田
山浦 吉元 山下 鬼束
中村七 中村静 盛田 吉田

ＭＵ有会員
8/27

都城

盛田 徳重 鬼束 藤岡 山浦
岩下 井福 中村静 中村七 吉田

8/31

北

なし

ＭＵ無会員
8/18

四季 大吉 脇丸 福永直 馬渡健

要ＭＵ会員
8/25

なし

□ 委員会報告

□本日のプログラム

□ＳＡＡ報告
船木 修一
◎ ニコニコ箱
土持
修…8/25 例会 100％出席を会員様の協
力で達成しました
天水 金作…誕生祝いを頂き有り難うございます
吉原 信幸…ガバナー公式訪問写真を頂き有り難
うございました
船木 修一…鳥集副幹事代行有り難うございます
草水 正義…誕生祝いを頂き有り難うございます
82 才になります
小俵
武…誕生祝い有り難うございます
大吉 利紀…100％出席有り難うございました
木佐貫鐵蔵…100％出席を祝して
馬渡 秀光…誕生祝いのプレゼントを頂いて
60 才になりました
◎ 教育振興基金
天水 金作・井福 博文・丸山 照明
…教育振興基金へ
脇丸 孝和…教育振興基金月間です、宜しくお願い
致します
◎ 米山奨学会
天水 金作…米山奨学会
◎ ロータリー財団
天水 金作…ロータリー財団へ
井福 博文…誕生祝いを祝って頂いて！
残りは教育振興基金へお願い致します
◎今後のプログラム 予定
９／１５
プログラム…吉田 努会員卓話
９／２２
特別休会②
９／２９
プログラム…外部卓話 黒木氏卓話
9／1
計
ﾆｺﾆｺＢＯＸ
11,000
124,300
ｺﾞｰﾙﾄﾞＢＯＸ

岡崎会員…… “都城商工会議所 プレミ
アムチケット”宜しくお願いします。

ﾛｰﾀﾘｰ 財団
米山奨学会
教育振興基金

竹と風の学校

吉原会員……少年野球大会の詳細を文書に
てお知らせ。御協力お願いします。

2,926
17,200
10,000
26,400

26,150
114,800
115,000
136,400
18,169

雑誌会報インターネット委員会
前田 吉基 馬渡 秀光 岩下
晃 藤岡 成学
ロータリー事務局
制作

