
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

点鐘 
合唱          ～ 手に手つないで ～ 

ビジター紹介       
◎都 城         なし 

◎ 都城北       樋口 正義 氏   

◎都城中央      なし 

 

□会長の時間      小俵  武

ロータリーの皆さん こんにちは！ 
先週、幹事報告でもありましたが、本日は通常の例

会です。八月はお盆のため、特別休会が中盤に入り

ますので、通常 4 回の例会ですが、今年度の年末年

始の例会の都合で、8 月度を 5 回の例会と致しまし

た。ご了解ください。 
 八月度は会員増強、拡大月間となっています。 
二周続けてですが、本日は職業分類担当の卓話で

す、徳重増強、選考、分類委員長大変でしょうが、

宜しくお願い致します。現在、職業分類表を見ます

と、２０６分類程に分けてありますが、充 填率は

２６,２％で充填数は現会員数ですので、５３分類

です。 
 クラブは、地元地域社会における事業および専門

職務を真に反映する会員組織を開発するよう奨励

されています。 主に事業または専門職務に携わる

所在地域の出身者、またその地域に住民として、生

活を営み、永久的に定着している人々から会員組織

を成り立たせることの出来る場合のみ、クラブを設

立するものとするとあります。   
毎年出来るだけ早く、遅くとも 8 月 31 日以前に

その地域社会の職業分類調査を行わなければなら

ない、 職業分類の原則を適用し充填未充填職業分

類表を作成しなければならない、また、必要な場合

は再検討してあらゆる職業分類の問題について理

事会と協議しなければならないとあります。 
みなさん、職業分類表をご覧になって、未充填分

類の職業の方を紹介、推薦頂ければと思います。 

次週は会員増強フォーラムとなっておりますの

で、皆さん、新会員推薦を宜しくお願いします。ま

た、１名以上の推薦で新入会された場合、紹介（推

薦）された会員には、入会促進賞として、スポンサ

ーバッジを贈呈いたしたいと考えております。（で

したが、製作されてないとのことです）ので他の賞

品を考えます。ぜひ一人でも多く推薦をお願い致し

ます。 
 さて、今日は少し違った話をと思いましたが、今

日の宮日新聞に以前も少し話しましたが、熱中症の

事が載っていましたので、そちらを、話します。 
 全国 熱中症搬送 7071 人８/8～14 日 1 週間で今

年最悪とありました。最高気温 35 度以上の猛暑日

に見舞われた地域が全国的に多かった、中略、本県

は 57 人。年齢別で 65 歳以上の高齢者が 44％を占

め、18 歳以上 65 歳未満が 45％だった。一方、5 月

30日から8月14日までの累計搬送者数は3万5436
人に上り、死者は 61 人だったそうです。 
 まだまだ暑い日が続きそうです。体調管理に十分

配慮して、楽しいロータリー例会にご出会下さい。

 「報恩の実践」会長の時間でした。  感謝  
 
□幹事報告          鳥集 寿一 
 
○ガバナー事務所…… 
＊2012-13 年度 ガバナー候補（鹿児島県選出）の件

        鹿児島城西ＲＣ 興津 立夫氏 
＊地区内フェローシップ委員長会のご案内 
        平成２３年９月１７日（土） 

14:00～16:00 メインホテル 
       （山浦委員長 ＦＡＸ済み） 
＊地区職業奉仕委員長会のご案内 
        平成２３年９月１１日（日） 

13:30～15:30 ホテル中山荘 
（永野委員長 ＦＡＸ済み） 

○直前ガバナー事務所……ガバナー月信 最終号 
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○ ロータリー日本財団事務局…… 
平成２３年４月１日～６月３０日までの 
寄付金確定申告用領収書送付 

（公益財団法人へ移行したため） 
○ 公益財団法人 米山梅吉記念館…… 

＊館報１８号送付 
＊賛助会員ご入会のお願い  年間３０００円 

○ 島津発祥まつり……2011 島津発祥まつり 
名義後援のお願い 

○ 第３６回盆地まつり実行委員会……お礼状 
○ 都城後援会準備事務局……宮崎シャイニング 

サンズ都城後援会創立パーティのご案内 
  平成２３年９月２日（金）18:00～  

メインホテル 会費４０００円 
○ 日本商工会議所青年部…… 

第３１回ブロック大会都城大会へのご案内 
 

□委員会報告               
         
会員増強・選考・分類委員会 

徳重 幸男委員長より 

 

会員増強の件について・・・ 

 

□本日のプログラム            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

□出席報告 

会員数     ５３名 

出免数      6 名 

出席数     35 名 

出席率 74.47％ 

前々回修正出席率 8/3 91.49％ 

前回修正出席率 8/10 82.98％ 

届出有 萩原 山浦 池田 林 藤岡  

馬渡一美 中村七郎 木佐貫 

福永直人 中村静美 柳 田中  

ＭＵ有会員 

8/11 都城中央 

 

8/12 都城 

 

8/16 都城北 

 

池田 中村静美 上田 藤岡  

馬渡一美 山浦 萩原 

藤岡 中村静美 吉元 中村七郎 

池田 

なし 

 

ＭＵ無会員 

8/3 

 

田中 林 柳 盛田  

要ＭＵ会員 

8/10 

 

河野 徳重 吉原 中山 田中  

盛田 福永直人 脇丸  

 

□ＳAA 報告        丸山 照明 

◎ニコニコ箱 

 大峯  学･･･ニコニコ箱へ 

 徳重 幸男･･･昨日１６日、ラジオの全国放送で 

       都城の宣伝が出来ました。私の声 

       も４０秒程放送されました。 

       鎌田会員・船木会員ありがとう 

       ございました。 

 小坂泰一郎･･･鎌田 博文会員素晴らしい話を 

        ありがとうございました。 

 小坂泰一郎･･･心優しい船木会員素敵な話を 

        ありがとうございました。 

◎ロータリー財団◎ 

 鎌田 博文･･･ロータリー財団へ（8/10 分） 

 大峯  学･･･ロータリー財団へ 

◎米山記念奨学会◎ 

 上田やよい･･･天水委員長頑張って下さい。 

 
◎今後のプログラム 

８／３１   新入会員卓話 （河野 一治会員） 
９／７    会員卓話 （福本 晃会員） 
９／１４   ゲスト卓話 
９／２１   歴代会長卓話 (井福 博文会員) 
 
 8/17 計 
ﾆｺﾆｺＢＯＸ 5,000 69,400
ｺﾞｰﾙﾄﾞＢＯＸ 2,846 18,171
ﾛｰﾀﾘｰ 財団 8,000 108,000
米山奨学会 10,000 85,000
教育振興基金 0 70,000

雑誌会報・インターネット・広報委員会 
馬渡 秀光  前田 吉基  田中 茂穂 
岡崎  誠  徳重 幸男  馬渡 一美 

     ロータリー事務局  制作    

ありがとうございました★ 


