
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

点鐘 

合唱     ～ 君が代・ 奉仕の理想 ～ 

ビジター紹介       

◆12/21 記帳 ◆ 

◎都 城   古川 俊博  佐々木慈舟  修行 本承

             津隈 卓三  二見  康之  田中 穣弐

◎都城北   河北 洋一  蔵満 章一 

◎都城中央  楠原  繁  鶴田 貞久  黒原  浩

             伊賀崎 繁  橋口 康雄  濱田 成人

◆12/28 記帳 ◆ 

◎都城      なし 

◎都城北    有村 映子 

◎都城中央  久米村省三  塩屋三智年  時任 保彦 

             重村  寿彦  前田 瑞国 

◆1/4 記帳 ◆ 

◎都城     下森 康玄 

◎都城北   河北 洋一 

◎都城中央  なし 

◆1/11 記帳 ◆ 

◎都城       津隈 卓三  藤岡 裕巳  佐々木慈舟

             西田 憲司  修行 本承  外山  勝

◎都城北     黒木 康文  児玉  隆 

◎都城中央   笠松 文男  小妻  英敏  藤岡 宏教

             楠原  繁  伊賀崎 繁  濱田 成人 

             前田 瑞国                各氏 

      

来賓紹介 

◎都城市 市長          長峯 誠 様 

◎陸上自衛隊都城駐屯地４３普通科連隊長 

  都城駐屯地司令        藤原 修 様 

◎都城商工会議所  会頭     岡崎 誠 様 

◎ガバナー            長峯  基 様 

◎パストガバナー               島津 久厚 様 

◎宮崎県西部分区 

       ガバナー補佐           富永 記久男 様 

◎都城霧島プロバスクラブ会長    久保 幸雄 様 

◎都城中央プロバスクラブ会長    小段 定雄 様 

◎都城ローターアクトクラブ会長  佐伯 浩文 様 

□会長の時間   戸高 望（都城北ＲＣ）

新年明けましておめでとうございます！ 
 
 ２０１２年が RC 会員にとりまして、輝かしい１年

になりますようご祈念申し上げます。 
本日はご来賓の皆様や島津 PG・長峯ガバナーをお

迎えして、４RC 合同新年会を都城北クラブが担当さ

せて頂きます。最後までよろしくお願いいたします。

さて、本日１７日は「 防災とボランティアの日 」

であります。これは阪神・淡路大震災の発生した日

（1995年 1月 17日）を中心とした 1週間を表します。

国民が災害時におけるボランティア活動及び自主防災

活動についての認識を深めるとともに、災害への備え

の充実強化を図ることを目的とした週間であります。

阪神・淡路大震災では、政府や行政の対応の遅れが批

判された一方で、学生を中心としたボランティア活動

が活発化し、「日本のボランティア元年」と言われまし

た。 
 昨年は日本全体が自然の猛威に打ちのめされて、人

間の無力さを思い知らされた１年でした。しかし、一

方で家族・友人のありがたさや故郷の大切さを再認識

させてくれたのも昨年でした。また、個人や団体が被

災者や被災地の復興のために「 何か 」をしたいと

胸を痛ませ、また、それぞれの立場で考えて「 何か 」

を行動に移した１年でもあったと思います。まさに、

ボランティアの気持ちが行動に表われたと思います。

 大事なことはその行動をこれからも続けることで

あります。RC は普段から「 奉仕 」の実践を行動

指針に掲げています。ぜひ、RC 会員は「 奉仕 」

の実践を継続し、さらに拡充していきましょう。 
RC も後半のスケジュールに入っていきます。地区

大会やそれぞれの各事業が行事計画の中にあると思い

ます。ますます、皆様のご協力が必要になってくると

思います。会員全員で参加意識を共有して、「 心を

ひとつに！ 」にして盛り上げて行きましょう。 
 

 

週報 第1739回  平成24年1月17日 



 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

□幹事報告      原田 泰二（都城北ＲＣ）

○ガバナー事務所…… 
＊「クラブ・ロータリーカード担当者登録のお願い」

  ～全てのロータリアンにカードを利用していた 
だく体制作り～各クラブより地区へカード責任者 
報告 2012.1.20 締切 入会促進用パンフレット有り

＊宮崎県薬物乱用防止指導員推薦について 
（再任お願い）2012.1.20 締切 
＊バンコク国際大会 日本人親善朝食会開催の 
お知らせ 

＊ガバナー月信 １月号 （来週配布） 
○地区ＲＡ小委員会 岩澤 浩二委員長…… 
＊「ＤＶＤ・ローターアクトが燃えた」 

送付について  
○地区女性委員会 高木つや子委員長……  
女性委員会再度のご案内 2012.1.21（土）  
12 時～15 時   ホテル中山荘  
会費 2000 円 → 1000 円    2012.1.19 締切 

  講演「東北震災復興に向けて」 
陸上自衛隊都城駐屯地第４３普通科連隊長 

 都城駐屯地司令   藤原 修 様 
（都城西ＲＣ 名誉会員） 

○地区大会親睦委員会 吉田 努委員長…… 
地区大会「友愛の広場」についてのお願い 
2012.2.25（土）10 時集合～15 時解散     

2012.2.10 締切 
１クラブにつき６名（男性会員３名・女性または会員

夫人３名）のご推挙をお願いします。 
○きもつきＲＣ……創立 20 周年記念式典及び 

祝賀会のご案内   2012.4.14（土）  
式典 15:30～16:30  祝宴 17:00～19:00 
コスモピア内之浦  登録料 10000 円      

2012.3.16 締切 
○財団法人宮崎県腎臓バンク……財団法人宮崎県 

腎臓バンク賛助会員ご協力のお願い 
○宮崎県立都城泉ヶ丘高等学校…平成 23 年度の 
会費納入の御礼 

○都城市牟田町飲食街活性化協議会  
会長 鬼束 貢……「復興目指して１万人で乾杯 
後援について」2012.3.11（日）午後６時乾杯 

 牟田町内 本部 ＩＴ産業ビル駐車場 
（ケーブルＴＶ）2012.1.20 締切 
○年賀状 
○ローターリーの友 １月号 

□クラブ報告事項 

○1/25（水）２月定例理事会 11:30～  例会前 
○1/27（金）３ＲＣ・４ＲＣ４役会   
４ＲＣ…18:00～ ３ＲＣ…18:30～ 中山荘  

■地区関連 その他 

○1/21（土）女性委員会  12:00～15:00  中山荘

○1/18（水）19（木）地区大会実行委員会・部門別会

議 1F 地区大会事務局 13:30～ 

□出席報告 
会員数     ５３名 

出免数      ７名 

出席数      38 名 

出席率 84.44％ 

前々回修正出席率 1/４ 特別休会 

前回修正出席率 1/1１   特別休会 

届出有 永野  林  平川  福永直人 

柳  脇丸  吉田   

届出無 無し 

ＭＵ有会員 

12/20   

地区大会実行 

委員会会議 

 

12/27  都城北

12/29 都城中央

12/30  都城 

1/6     都城 

1/10   都城北 

 

1/11 

   地区大会実行

   委員会会議 

 

1/13    都城 

 

 

吉田  丸山  

 

 

なし 

高辺  

なし 

なし 

中村静美 

 

 

吉田  丸山  中山  

 

 

藤岡  中村静美  永野 

ＭＵ無会員 

1/４ 

          特別休会  

要ＭＵ会員 

1/1１ 

          特別休会 

 
 
◎今後のプログラム 
２／１            上期事業報告② 
２／８            会員卓話 
２／１５          歴代会長卓話 
２／２２          社会奉仕賞 
２／２９          地区大会報告 
◆地区大会・・・２／２５、２６開催◆ 
 
 1/17 計 
ﾆｺﾆｺＢＯＸ 0 151,400
ｺﾞｰﾙﾄﾞＢＯＸ 0 64,448
ﾛｰﾀﾘｰ 財団 0 241,000
米山奨学会 0 152,000
教育振興基金 0 115,000

 
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   

 
 


