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場があるのを知りました。語学をスキルアップして挑
戦してはどうでしょうか？会長の時間でした。

我等の生業

□会長の時間

なし
樋口 正義
富吉 博文

□幹事報告
各氏

木佐貫鐵蔵

平川 靖三

○ 高鍋ＲＣ………６月例会プログラム予定表
○ ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所……2011-2012 第１回ﾛｰﾀﾘｰ財団地
域ｾﾐﾅｰ開催のお知らせ
2011.6.30（木）ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾝｽｽﾎﾃﾙ高輪
ロータリー財団送金について
月信最終号原稿のお願い
新燃岳噴火義援金お礼並びに報告
月信６月号
○ 都城中央ＲＣ……「竹と風の学校」を支援する都
城４ＲＣ有志の会について
○ ﾛｰﾀﾘｰの友事務所……ﾛｰﾀﾘｰ手帳の請求書
○ ロータリーの友６月号

皆さんこんにちは
私の年度も残り３回となりました。フルマラソンで言
えば３９キロ地点を通過し残り３キロ。たすきを次の
小俵年度に渡す準備を始めたところです。
今月は親睦月間です。親睦委員会をフェロシッツプ委
員会とも言います。会長になってからロータリの友を
よく読むようになりました。２０１１年６月号は世界
で活動する趣味の仲間たちというという題で６ｐ－
９ｐにいろいろな親睦グループが紹介されています。
□クラブ報告事項
当クラブもゴルフ同好会があり例会以外で楽しんで
親交を深められています。ＩＭＦＲ（インタナショナ ＊本日
６月定例理事会 18:00-中山荘
ル・マラソン・フェロシップ・ロータリアンズ）の創
クラブ協議会……18:30-中山荘
立は２００５年４月に開催されたパリマラソンで、ロ
次年度クラブ協議会……6/15（水）
ータリ１００周年を祝って２００人のロータリアン
18:30-中山荘
が一緒に走ったのが始まりだそうです。２００６年ベ ＊６月例会出席予定表ご提出宜しくお願いいたします
ルリン・２００７年アムステルダム・２００８年ニュ
ーヨーク・２００９年メドック（フランス）２０１０
年ウイーンで走っています。どの大会でも開催地のロ
ータリークラブ、ロータリアンと一緒に大会前のパー
ティー、大会後の祝賀デナーを開催して友好を深めて
いるそうです。私もホノルルマラソンを走ったとき、
ツアのメンバーと完走パーティーに参加し途中の苦
労話や完走したときの感激を体験した仲間と共有し
た楽しい思い出があります。言葉を（英語）をもう少
し勉強していれば、行事に参加しロータリーの交友が
さらに深まるのにと残念です。マラソンの他にグルメ
ロータリアン親睦グループ・国際鉄道親睦グループ・
テニス・音楽家国際親睦グループ等幅広く趣味を共有
草水 正義氏（３１ヶ年）
した世界の仲間たちとロータリーを通じての場が用
平川 靖三 （５ヶ年）
意されています。国際大会以外にも親睦を深められる
池田誠至朗 （１ヶ年）

□出席報告
会員数
出免数
出席数
小城出席率
5/25
6/1

前々回修正出席率
前回修正出席率

届出有

５３名
6名
３５名
74.43％
91.49％
85.11％

大峯 池田 上田 外山 柳
福本 盛田 中村静 田中 高辺
脇丸 福永直

ＭＵ有会員
6/1 中央

徳重

6/1

木佐貫 平川 河中 小田 小俵

定例理事会

鳥集 船木 土持 鎌田博 前田

クラブ協議会

山下 吉田 井福 徳重 山浦
吉原 脇丸 中山 上田 高橋

6/4
次年度Ｒ

木佐貫

情報委員会

ＭＵ無会員
5/25

田中 河野 中村七 福永直

要ＭＵ会員
6/1

大峯 河野 永野 中村七 藤岡
田中 福永直

□委員会報告
雑誌・会報・インターネット委員会

□ＳAA 報告

船木 修一

◎ニコニコ箱
富吉 博文･･･いつもメイクアップさせて頂き
ありがとうございます。前社長・窪
田次生の７年忌を先月５月２６日
に迎えました。
樋口 正義･･･国際大会、木佐貫会長以下皆さん
にお世話になり楽しかったです。
船木 修一･･･次期ＳAA 丸山会員ご苦労様でし
た。
吉田
努･･･６月１０日に九州で初めてとなる
味噌醤油の専門店をオープンしま
す。皆さんのお陰です。
ありがとうございます。
草水 正義･･･３１ヶ年皆勤出来ました事に感謝
申し上げます。
平川 靖三･･･幹事年度ですので皆勤しなくては
なりません。
前田 吉基･･･鳥集会員、ボイスレコーダーを
頂きまして本当にありがとうござ
います。
◎ロータリー財団
前田 吉基･･･ロータリー財団へ
◎米山奨学会
吉田
努･･･米山奨学会へ
河中
功･･･米山奨学会へ
平川 靖三･･･米山奨学会へ
鳥集 寿一･･･高橋委員長との約束を守って
◎教育振興基金
木佐貫鐵蔵･･･脇丸委員長いろいろお世話になり
ました。
平川 靖三･･･遅くなりました。

前田 吉基委員長
鳥集会員、ボイスレコーダーを
ありがとうございます！

プログラム委員会

鳥集 寿一委員長

定款変更についてのお知らせ

◎今後のプログラム
６／１５
各委員会事業報告 ②
６／２２
夜間例会
６／２９
会長・幹事退任あいさつ
計
6/7
ﾆｺﾆｺＢＯＸ
17,000
467,680
2,610
114,184
ﾛｰﾀﾘｰ 財団
8,200
317,860
米山奨学会
20,000
304,000
教育振興基金
13,000
291,200
竹と風の学校
2,295
80,134
雑誌会報インターネット委員会
前田 吉基
馬渡 秀光
藤岡 成学
ロータリー事務局
制作
ｺﾞｰﾙﾄﾞＢＯＸ

棈松 豊治氏

国際大会から帰り、少し時間が経ちましたのでだいぶ忘れてきましたが報告をさせて頂きます。
当日は仁川空港経由でニューヨークに到着しました、中山さんの尽力のおかげで通路側に席を
確保していただき、大変快適に過ごさせていただきました。ニューヨークに到着後は国連本部
に立ち寄り内部を見学しました、会議室を見ることは出来ませんでしたが写真を撮ることがで
きました。その後、タイムズスクエアやチャイナタウンなどを見学し、ニューオリンズヘ向け
てまた空港へ…。あちらは９．１１の教訓でしょうか非常にセキュリティが厳しく、頭から足
の先まで綿密に検査されました、無事に検査をパスし飛行機に乗り込みました、ほっと一息ビ
ールを飲もうと思ったところ現金はＮＧでカードしか使えないということで困った場面もあ
りましたが、このピンチは土持さんに助けていただきましてありがとうございました、それに
しても改めて「アメリカはカード社会なんだなぁ」と思ったところです。そして、もうひとつ
トラブルがあり、実は私は麺アレルギーなのですが、機内食で出された麺類を食べてみたとこ
ろ、案の定湿疹が出てしまい、皆さんに心配をかけてしまいました。幸い、河中さんの奥さん
に処置をしていただきまして大事には至らなくありがたかったのですが、処置の際に裸にされ
たときには思わず体がビクッとしてしまいました。
（会場爆笑）
さて、取り留めのない話をしてしまい申し訳ありません。最後に今日は池田さんのお顔が見え
ないようですが、あの方は非常にいいキャラクターの方でして、旅の最初から最後まであらゆ
る場面で大笑いをして、あることないこと面白おかしくいい話をしてくれました、ありがとう
ございました。

□本日のプログラム

職業奉仕委員会 徳重 幸男委員長

健康管理委員会 吉田

努委員長

出席委員会 土持 吉之副委員長

親睦活動委員会

山下 直哉委員長

ロータリー情報・広報委員会
中村 七郎委員長

社会奉仕委員会 山浦 栄巳委員長

クラブ奉仕委員会 小俵

武委員長

会員増強・会員選考・職業分類委員会 鎌田 博文委員長

プログラム委員会 鳥集 寿一委員長

友愛委員会

井福 博文委長

