週報 第 1714 回
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これにより安全といわれていた原子力神話が根
底から崩れ電力行政に大きな影響を与えました。
豊かになりすぎた日本。私たちに今後のライフス
タイルを見直す大きな事件でした。
楽しい話題もありました。１０月２３日今期から
各氏
参戦したＢＪリーグ 宮崎シャイニングサンズ
がホーム開幕戦を行い１０００人のファンの前
で１０５－１０１で初勝利した記事が報じられ
□会長の時間
木佐貫鐵蔵 ました。家族がバスケットフアンですので今後の
活躍を期待しています。
皆様こんにちは今日は私の年度の最後の例会で また２７３０地区の次期ガバナーに都城クラブ
す。
の会長長峯基様が昨年１０月５日都城４ＲＣ４
おかげさまで４６回あった例会も国際大会参加 役会で推薦され地区大会で発表されました。なか
の為２回留守にしましたが元気で出席できフル なか決まらず関係者は大変だったようですが、こ
マラソンで言えば今日がゴール４２．１９５キロ れによりメインホテルにガバナー事務局が置か
を紹介頂いた岡崎先輩や多くの先輩仲間・家族・ れ今後２７３０地区の固定化事務局に向けて大
社員に支えられ完走できたなと感無量です。私の きく前進するものと思います。
年度にいろいろな行事を多くの人に助けられ実 次年度ガバナーの地区の職業奉仕委員長に長友
施できたことを皆様にどうお礼すればよいか言 喜信先輩が地区のインターアクト委員に
葉が見つかりませんが、本当にありがとうござい 小坂泰一朗君が受けていただきました。本当にあ
ました。高い席からではありますが心より感謝申 りがとうございました。
し上げます。行事については退任挨拶の中でお話 少しでも皆さんのお役に立てればと思い原稿を
いたします。私の年度で記憶に残る大きな出来事 書きながら勉強をさせていただいた
がいくつかありました。
会長の時間でしたが反対に自分の為に貴重な良
まず宮崎県を襲った口蹄疫です。昨年４月２０日 い勉強になりました。
に出された「非常事態宣言」が７月２７日に解除 ご静聴ありがとうございました。これで最後の会
されましたが家畜２９万頭が犠牲となり国内史 長の時間を終わります。
上最大の被害は県民に物心両面で大きな影響を
与えました。また今年１月２７日には新燃岳が５
２年ぶりに爆発的噴火をして都城が NHK の全
国放送で放映され多くの人の善意を感じた事件
でもありました。
そして３月１１日の宮城・福島に大きな被害をも
たらした「東日本大震災」被害状況がテレビで伝
えられると思わず目頭が熱くなりました、多くの
人々がまた仲間のロータリアンが被害にあわれ
今もご苦労されていると思うと！言葉もありま
せん。
点鐘
合唱
それでこそロータリー
ビジター紹介
◎ 都 城ＲＣ
なし
◎ 都城北ＲＣ
樋口 正義
◎ 都城中央ＲＣ
塩屋三智年

□幹事報告

平川 靖三

○小林ＲＣ……例会時間変更 6/29（水）
＊最終例会の為夜間へ
○ ガバナー会……「ファイブ・フォー・
ワンクラブ」についての伺い書
小城
○ ガバナーエレクト事務所…
ガバナー公式訪問についてのお願い
ガバナー月信７月号
○ ロータリーの友……７月号
○ 都城泉ヶ丘高校……
平成２３年度教育振興会総会資料
○ 都城泉ヶ丘定時制高校……体育大会のご案内
7/8（金） 18:00～21:00
○ 宮崎県都城保健所……平成２３年度薬物乱用
防止指導員都城地区議会及び研修会の開催について

□本日のプログラム

別紙にて
掲載しております

□委員会報告
ありませんでした。

□クラブ報告事項
6/29（水） 12:00 ～
本年度臨時理事会
中山荘 エトワール
＊本日
6/29（水） 例会終了後 ～
次年度臨時理事会
中山荘 エトワール
＊６月は決算月です。
会費の納入は本日までに完納お願いいたします。
＊ＢＯＸの中の整理をお願い致します。

＊本日

□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

6/15
6/22

５４名
6名
42 名
87.50％
93.61％
89.58％

河野 藤岡 田中 中村静美

吉田 中山

◎今後のプログラム
７／１３
各委員会事業計画発表 ①
７／２０
各委員会事業計画発表 ②
７／２７
前年度決算報告
計
6/29
ﾆｺﾆｺＢＯＸ
48,000
530,680

小俵 鳥集 萩原 大峯 高橋

ｺﾞｰﾙﾄﾞＢＯＸ

吉元 木佐貫 丸山 永野 脇丸

ﾛｰﾀﾘｰ 財団
米山奨学会

盛田 福永直人

ＭＵ有会員
6/20
地区大会実行
委員会会議
6/17
７月定例理事会

久しぶりに
出席されました！！

井福 山浦 小坂

ＭＵ無会員
6/15

田中 福永直人

要ＭＵ会員
6/22

池田 平川 鎌田博文 田中
馬渡秀光

2,680
123,389
0
342,460
0
309,000
教育振興基金
5,000
306,200
竹と風の学校
2,258
85,335
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

□ＳAA 報告

船木 修一

◎ニコニコ箱
木佐貫鐵蔵･･･鎌田先輩のお元気なお姿を見れて。
樋口 正義（北ＲＣ）･･･１年間楽しい例会に出席させて頂きありがとうございました。
小俵
武･･･木佐貫会長・平川幹事の42.195 ㎞完走おめでとうございます。
次年度も宜しく！少々
中村 七郎･･･木佐貫年度役員の皆様、ご苦労様でした。
吉原 信幸･･･木佐貫会長・平川幹事・船木ＳＡＡそして理事役員の皆様１年間お疲れ様でした。
中山 忠彦･･･木佐貫会長・平川幹事・船木ＳＡＡ、今日は皆さん一段とにこやかですね。
１年間ありがとうございました。土持さん残念です。是非戻って来て下さい。
三坂 昭一･･･木佐貫会長・平川幹事・船木ＳＡＡ１年間ご苦労様でした！
よくがんばりました！ネ！！
天水 金作･･･木佐貫年度の理事の皆様１年間お疲れ様でした。
高橋 五男･･･木佐貫会長・平川幹事・船木ＳＡＡ１年間大変お疲れ様。
広瀬 忠雄･･･木佐貫年度の御活躍に敬意を表します。
鳥集 寿一･･･木佐貫さん・平川さんお疲れ様でした。土持さん、必ず帰って来るんだよ！！
上田やよい･･･ロータリー財団御協力ありがとうございました。感謝です。
吉田
努･･･お疲れ様でした。素晴らしい１年でした。
長友 喜信･･･木佐貫会長・平川幹事・役員理事の皆様、１年間御苦労様でした。
土持
修･･･木佐貫会長・平川幹事ご苦労様でした。
池田誠至朗･･･ケーブルテレビのヒューマンボイスに１週間出ました。
本日１９時から 30 分が最後です。
棈松 豊治･･･理事・役員・会員の皆様ご苦労さんでした。
平川 靖三･･･１年間ありがとうございました。
萩原 和洋･･･木佐貫会長・平川幹事１年間ご苦労様でした。素晴らしい１年でした。
外山 俊明･･･会長・幹事・役員の皆様１年間ご苦労様でした。
小坂泰一郎･･･木佐貫会長・平川幹事・船木ＳＡＡ１年間ありがとうございました。
山浦 栄巳･･･木佐貫会長・平川幹事年度の理事の皆様ご苦労様でした。
福永
忍･･･木佐貫年度会長、他役員の御一行、御苦労様でした。
四季
勝･･･木佐貫・平川年度 ご苦労さんでした。
脇丸 孝和･･･木佐貫・平川年度 お疲れ様でした。
河中
功･･･会長の笑顔が今日は特に良かったです。幹事共々御苦労様でした。
小田 賢一･･･木佐貫会長・平川幹事・船木Ｓ
誠にお疲れ様でした。
お世話になり、ありがとうございました。
船木 修一･･･１年間ありがとうございました。
井福 博文･･･木佐貫会長・平川幹事・役員の皆さん、一年間大変お疲れ様でした。
馬渡 秀光･･･木佐貫会長・平川幹事１年間お疲れ様でした。
岡崎
誠･･･木佐貫会長・平川幹事１年間ご苦労様でした。口蹄疫に始まり、鳥インフルエンザ、
新燃岳噴火、東日本大震災等、未曾有の災害の年度でした。
次年度が良い年になります様に。
鎌田 継男･･･長い間お休みさせて頂き申し訳ありませんでした。会長さん、幹事さん、１年間ご苦
労様でした。入院中はわざわざ宮崎迄来て頂き本当に何とお礼申し上げ様もありませ
ん。今後共、どうぞよろしくお願い致します。
◎教育振興基金
土持

修･･･５年間ロータリーを楽しみました。 皆様ありがとうございました。

皆様、大変お世話になりました。
ゴルフをきっかけに西クラブへ入会して５年が経ちました。
毎回楽しく出席しておりましたが、プライベートな諸事情により
退会いたしますが、整理がつき次第復帰したいと思っております。
本当にありがとうございました。

土持

修会員

岡崎

誠会員

「温故知新」のクラブテーマを掲げいろいろな行事やクラブ運営をさせていただきました。
毎年７月に行われる少年野球大会。口蹄疫で順延を余儀なくされ開会が危ぶまれましたが９月１９日開
会式２６日沖水ジャイアンツ球場で閉会式を行えました。吉原新世代委員長はじめ役員の皆様ご苦労様
でした。
１２月１８日姉妹クラブの御坊南ＲＣ３５周年式典に参加しました。心からの歓迎を受け
高野山にも夫婦で参拝できよい思い出が出来ました。参加頂いた井福前会長・平川幹事・土持・上田会
員・中村婦人ありがとうございました。韓国の東蔚山ＲＣとのマッチング・グランドでは大峯国際委員
長には韓国とのやり取りでは大変お世話になりました。
３月１０日 車の贈呈式が韓国で行われ諸事情でこちらからは参加出来ませんでしたが
贈呈式の写真が遅れ３５周年式典に間に合うか心配しましたがギリギリに届き二人で胸をなでおろし
た思い出があります。
３月２６日には３５周年記念例会を多くの来賓やＯＢの先輩や会員のご夫人の参加を得て東日本大震
災の後では有りましたが実施できました。その中で特別表彰として陸上自衛隊都城駐屯地野村副連隊長
に「口蹄疫に対する活動」に対する感謝の気持ちを込めて職業奉仕賞授与式を行いました。
あべ松実行委員長はじめ関係頂いた皆様ありがとうございました。
４月９日には我クラブ担当でライラを行いました。手作りで講師陣もロータリアンで高い評価を頂きま
した。萩原実行委員長・吉原新世代委員長はじめ講師で活躍頂いた脇丸・永野・鳥集・福本会員・総合
司会の吉田会員休みにも関わらず参加頂いた皆様ありがとうございました。また例年行われる還暦祝い
では萩原・脇丸・山浦会員の企画で鎌田・伊福・小田・大峯・馬渡・船木会員の夫婦同伴での盛大なお
祝いが出来ました。
山下親睦委員会には夏の納涼例会・年末家族会など楽しい企画をしていただきました。
社会奉仕賞選考には山浦委員長にご苦労頂きました。
消防団で地域の防災に活躍の鎌田直樹様を表彰させていただきました。
職場訪問では徳重委員長にはケーブルテレビを紹介いただきケーブルテレビに職場訪問が放映されロ
ータリーの宣伝になりました。前田雑誌会報委員長には毎週デジカメで記録撮りに活躍いただきました。
脇丸教育振興委員長・高橋米山委員長・上田財団委員長には各基金の目標額にご努力頂きました。盛田
インターアクト委員長には都城西高等学校と連絡を密にして頂き募金活動やインターアクト活動を側
面から援助頂きました。鎌田会員増強委員長には６名の新会員の誕生に努力頂きました。ありがどう御
座いました。吉田健康管理委員長には醸造の話や日本人の食について計画頂きました。中村情報委員長
には三坂先輩とロータリーのいろはを新しい会員に教育していただきました。
まだまだこの他にも各委員会で多くの行事をしていただきました。
各委員長のご協力に心より御礼申し上げます。ロータリーのバッジにたとえれば歯車が会員一人一人で
軸を支えるフレームが理事・各委員長でその真ん中で一年間皆様の力をお借りして会長職を時計の針の
ように１時から１２時まで１周した気持です。事あるたびに昔の週報を読ませて頂きました。先輩方の
すばらしい活躍があり今の西クラブの３５年があるのだと痛感いたしました。最後に副会長の河中先
輩・会計の小田会員・幹事の平川会員・SAA の船木会員・理事の皆様本当にありがとう御座いました。
事務局には影で沢山の協力を頂きました。皆様のおかげで無事３６代会長職を成し遂げられたことと思
います。以上本年の１年間を振り返り私の退任の挨拶とさせていただきます。

まず、1 年間、未熟な幹事を見守り、支えてくださったことにお礼申し上げます。
幹事として、いっしょうけんめいやったような気もしますが、何もしなかったような気もし
ます。その判断はみなさんがたにゆだねたいとおもいます。
幹事の仕事は、クラブ細則によりますと、まず会員の記録を整理保管し、会合の出欠を記録
しなさい、とあります。これは出席委員会が担当し、事務局もありますので、幹事はとくにす
ることはありません。
つぎに、例会、委員会、理事会等の議事録を作成・保管し、RI やガバナ－に報告しなさい
とありますが、これも雑誌会報委員会や事務局がやってくれます。
3 つ目に、会費を徴収し、ロ－タリアン誌の購読料を送金しなさいとありますが、これも事
務局でやってくれます。
さいごに、その他通常その職に付随する任務を行う、とあり、この 1 行に幹事の仕事が集約
されているのだろうとおもいます。
では、なにをやればいいのかというと、楽しい例会、別な言い方をすると例会の充実、とい
うことになるかとおもいます。
「きょうも例会に来てよかった」
「きょうは水曜日だ、例会があ
る日だ」と心待ちにしてもらえる例会にすることです。
もともと、ここに集まっている方は、すばらしい方ばかりです。それだけでじゅうぶん魅力
的な会合であるはずですが、食事はもちろん、プログラムの内容に心を配り、さらに充実した
魅力あるものにしていく。それがひいては退会の防止につながり、会員の増加にもつながるの
ではないでしょうか。
その意味で、出席率はひとつのバロメ－タ－になるかとおもいますが、土持出席委員長のご
尽力もあり、今年度は昨年度と同等か、それを上回る出席率を残すことができたようです。本
日もたくさんの会員に出席していただきました。ありがとうございます。
さいごに、下半期のホ－ムクラブ出席率 100％の会員に幹事賞としてささやかな賞品を贈呈
して挨拶を終わります。
（※小坂、小田、小俵、最勝寺、天水、船木、前田、三坂、山浦、の各氏に贈呈。
）

三坂 昭一
天水 金作
小俵

武
小田 賢一

最勝寺俊昌
山浦 栄巳
小坂泰一郎
船木 修一
前田 吉基
各氏

