
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

点鐘 
合唱          ～ 我等の生業 ～ 
ビジター紹介       
◎都 城         なし 

◎都城北        樋口 正義 氏 

◎都城中央     なし 

ゲスト紹介     

～１１／２記帳分～ 

◎都城      成松 政昭  修行 本承  前田 幸英 

            藤岡 裕巳  落合 精三  大重 穣士 

            外山  勝  濱田 義次  津隈 卓三 

            藤澤 光一  佐々木慈舟  西田 憲司 

            菊村 和昭  飯山勘七郎  上水  漸 

            河埜  毅  田中 穣弐 

◎都城北    園田 道雄  河北 洋一  樋口 正義 

            山元 久生  吉本 文明   黒木 康文 

            小松崎一夫 

◎都城中央  笠松 文男  久米村省三  富吉 博文 

            田牧 安雄  伊賀崎 繁  濱田 成人 

            橋口 康雄  藤岡 宏教       各氏 

            

ゲスト紹介      

２７３０地区広報・雑誌・ＩＴ小委員会 

      委員長 水居 徹 様  （宮崎ＲＣ）    

 

□会長の時間     小俵  武  

ロータリアンの皆さん こんにちは 
 先週の職場訪問例会、お疲れ様でした。職業奉仕

委員の皆さん永野委員長最初から最後まで残られ

駐車場の鍵まで閉めて頂きました。ほんとうに有難

う御座いました。心より感謝致します。 
 病院等の見学は今までに無かったかと思います

が、初めてで 24 時間 365 日切れ目の無い、高次医

療を支える現場、地域の医療機関と自治体の連携が

必要で、医療体制の構築が非常に大事であること

が、ひしひしと感じる例会でした。有難う御座いま

した。11 月 3 日（木）文化の日（祝日）ですが、 

都城 RC 公開例会で、昨年、「財団法人都城地区 RC 
教育振興基金」を通じ寄贈（54 校）しました「島津

家の戦争」という著書の読書感想文、表彰式（発 
表会）が行われました。 例会、式典と参加して来

ました。著者の米窪明美さんを迎えての発表会で、

都城市教育長始め各学校関係の先生と受賞者 19 名

の中学生が参加されていました。その中で 2 名の生

徒が代表で作文を朗読、都城の歴史や文化、そして、

都城島津家の歴史について、かなりの興味と勉強を

しているなと感心致しました。また、これを機会に

さらに深く郷土の歴史を学んで頂きたいと著者の

米窪さんは言われていました。 
 11 月 4 日（金）鹿児島東急インホテルにおいて、

RLI（ロータリー・リーダー研究会）のガイダンス

（指導）があり、2 時間 30 分の指導に半日使って行

って来ました。頭の中では理解できますが、口頭で

説明するは難しいので、次回の週報に RLI とは、背

景、目的と意義について、参考資料を添付したいと、

考えていますが、私が、理解している事を少し話し

ます。｛RLI と横文字で言うと難しい様に思います

が、日本語で言っても難しいです。｝ 
 ロータリー・リーダーシップ研究会とは！ 
 アメリカから始まり、全世界に広まりつつある 
（Rotary Leadership Institute―RLI）の活動は、

まさに草の根の活動であり、RLI はロータリアンの

知識を啓発し、また、将来のロータリークラブの指

導者を養成するための全世界の地域と地区の連合

体組織です。また、RLI はロータリーの組織や活動

に関して、正しく深い知識をもち、高い教育的な経

験を備えた指導能力のあるロータリアンを支援す

るため活動している。RLIに参加することによって、

クラブやロータリアンの理解や指導力を高める活

動を進めていけば、必ず、日本のロータリーの発展

に寄与できるものと思います。と RLI 日本支部 顧
問 南園 義一（D２７１０）氏は話されていまし

た。失礼ですが、後略させて戴きます。 
 会長の時間でした。「報恩の実践」  
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□幹事報告       鳥集 寿一 

○ 小林ロータリークラブ… 
…「幹事及び例会場変更のおしらせ」 

  ※新幹事 → 信時神男（現会長と兼務） 
  ※旧）ガーデンベルズ小林  

→ 新）森永貞一郎記念館（2012.1 月より） 
○ ガバナー事務所……  

＊地区 青少年交換小委員会 中間博英委員長

「青少年交換留学生ショートスティ受け入れの

お願い」  
○ 東日観光…「国際ロータリー年次大会」参加旅行

のお知らせ 
 
□クラブ報告事項 
○ 11/16（水）１２月定例理事会  11:00 ～中山荘 

 
■地区関連 その他 
○ 11/10（木）公式訪問同行者慰労会のご案内  

メインホテル 18:30～   
                         

□出席報告 
会員数     ５３名 

出免数      6 名 

出席数     ３4 名 

出席率 72.0％ 

前々回修正出席率 10/26 89.36％ 

前回修正出席率 11/２ 87.23％ 

届出有 上田  池田  草水 河野 福本  

福永直人  柳  吉原  藤岡  山下

吉田  盛田   

届出無 田中  

ＭＵ有会員 

11/4  都城 

 

11/4 ＲＬＩ 

1１/5 

地区クラブ研修 

リーダー会議 

11/8  都城北 

 

草水 藤岡  中村静美  萩原 

棈松 上田 

小俵 大峯   

 

小俵  木佐貫 

 

池田 

 

ＭＵ無会員 

10/26 

永野  林  脇丸 福永直人  田中  

要ＭＵ会員 

11/2 

河野  中村七郎  福永直人  盛田 

柳  船木 馬渡秀光  田中   

 

□委員会報告 

★職業奉仕委員会  永野修一郎 委員長 

          「職場訪問について」 

 

★国際奉仕委員会  井福 博文 委員長 

           「国際大会について」 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

□ＳAA 報告        丸山 照明 

◎ニコニコ箱◎ 
小俵  武･･･宮崎より水居雑誌・会報・ＩＴ 

              委員長の卓話を頂き、馬渡広報委員 

              長ありがとうございます。少々 

 吉元 鉄夫･･･３９年の皆勤賞を頂き 

                        ありがとうございます。 

 中村 静美･･･早いもので５５歳になりました。 

              これからもよろしくお願いします。 

 鳥集 寿一･･･欲しかったアムブレラを頂いて。 

 馬渡 秀光･･･貴重な卓話ありがとうございました。 

 丸山 照明･･･永野委員長ありがとうございました。 

          医師会病院の現状がよく理解出来ました。 

 中山 忠彦･･･誕生祝いを頂きまして有難うござい 

              ます。早速今日から使います。 

 山浦 栄巳･･･１１月誕生日おめでとうございます。 

               私用につき・・・。  

  ◎今後のプログラム 

１１／３０  友愛・Ｒ情報担当  卓話  
 11/9 計 
ﾆｺﾆｺＢＯＸ 12,000 137,400
ｺﾞｰﾙﾄﾞＢＯＸ 2,716 52,613
ﾛｰﾀﾘｰ 財団 0 178.600
米山奨学会 0 122,000
教育振興基金 10,000 105,000

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 

 林  俊行    ロータリー事務局  制作   

 
 
鳥集 寿一 幹事

中村 静美 会員

中山 忠彦 会員

 
 

 

３９ヶ年 

吉元 鉄夫会員 

 
 
                            
 
 
 
２７３０地区   雑誌・広報・ＩＴ小委員会

          水居 徹 委員長   卓話 


