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点鐘
合唱

奉仕の理想

ビジター紹介
◎白河西ＲＣ
◎都城ＲＣ
◎都城北ＲＣ
◎都城中央ＲＣ

金田 昇 氏
なし
樋口 正義 氏
なし

ゲスト紹介

なし

□会長の時間

大峯 学

会員の皆さんお元気でしょうか？インフル
エンザ予防接種の時期です！本日体調いかが
でしょうか？ロータリーの友１０月号、９頁下
から８行目、ＲＩ戦略計表項目に、
“クラブの
体力ＵＰ！”の文字が目に止まりました。つい
にＲＩでも励行を求めています。さて、既に
７・８・９月の３ヶ月、４分の１年度が過ぎま
した。河中先輩や三坂先輩のやるだけやってみ
ろの言葉に励まされ、勇気づけられ離陸出来た
ような気がいたします
本日は、
“本年度テーマ”目標がぶれること
のない様にチェックを入れてみます。
先ず ３０回以上の咀嚼を免疫力ＵＰの為
に腸内環境つくり、ヨーグルト乳酸菌摂取！は
いかがでしょうか。
しかしながら“、もう、健康、ケンコウと云
わんでくれ！”と云われる会員もおられる様で
すが。
このことは、本年度第２７３０地区のテーマ
への一環でもあると思います。
健康は、自分だけではなく、家族・社員・周
りの人達全て、そして、
“会社”の健康という
ことにも思いを馳せて下さい。体調がよくない
と、考え方もおかしくなりますよネ！

そこで、来月は、体の健康だけでなく、頭・
脳の健康、心の健康へと話を進めます。永野社
会奉仕委員長のもとで、強いストレスの処理方
法！や“自殺”を取り上げて参ります。
追い込まれた時は、人ごとではありません。体
調が悪いと追い込まれやすいと思いますがい
かがでしょう。
話を元に戻します。テーマ：再生の会員増強
問題！健康を損ねた方々の退会が余りにも多
いということです。
退会防止＝会員増強 の取り組みについて会
員の意識向上を切にお願い致します。
健康は生きて行くうえで全ての基本です。
そして、会員の方々、周りの方々、会社の
健康を守るだけではなく、今度は更に新しい会
員の勧誘を行わなければなりません。その為の
ツールつくりを行っています。意見を求めます
と積極的に言葉を下さる会員の方々、大変助か
っております。あらためて御礼申し上げます。
このツールの中に“stop the バイク マフ
ラー改造爆音キャンペーン”が入ります。アン
ケート調査結果、殆どの方々から賛同を頂いて
おります。
手作りの稚拙なシール・ステッカーですが、近
いうちにお見せできると思います。
そして、少年野球大会アルバム集、今までの活
動の西ＲＣ写真集、インターアクト手書き新
聞、各同好会（立ち上げ・準備中も含む）案内、
そして、現会員の声、等々をクリップして大封
筒に飾りつけして入会推薦者の方々にお届け
してみましょう。（そして、後期はその反応を
待ちましょう！）
これで多分、前期が終わってしまうでしょ
う。単年度計画ですから、時間が限られている
為、少々焦り気味です。
何卒、各会員の方々の力強い御協力をよろしく

お願い申し上げます。
□委員会報告
そして、米山・ＲＣ財団等、週ワンコイン５０
０円投入カンもお忘れなく宜しくお願いいた
します！

□幹事報告

髙橋 五男

○ 都城ＲＣ…
＊例会場変更 10/12（金）都城市消防局
（菖蒲原）＊職場訪問のため
○ 都城北ＲＣ…＊特別休会 10/9（火）
○ 都城中央ＲＣ…
＊例会場変更 10/4（木） 早朝例会の為
＊例会場変更 10/18（木） 職場訪問例会の為
○ 都城保健所……＊薬物乱用防止啓発活動の
イベントについて
24.10.27（土）10:00～15:00
都城市リサイクルプラザ
＊平成２４年麻薬・覚せい剤乱用防止運動九州
大会の開催
24.11.17（土）13:00～16:00
鹿児島市民文化ホール
○ ロータリーの友 １０月号

□クラブ報告事項
○ 10/10（水）18:30～ 中山荘
＊夜間親睦例会のため
○ 10/24（水）11:30～ 中山荘
＊１１月定例理事会
○ 10/31（水）特別休会
○ 焼肉カーニバル チケット購入 協力のお願い

RID２５３０地区
白河西 RC（福島県）
金田 昇 氏
お土産も頂きました！

小田 賢一 会員
前田 吉基会員
柳 顕彰 会員
□本日のプログラム
別紙に掲載しております。

□SAA 報告

会員数
出免数

４７名
7名

出席数
出席率

36 名
87.80％

前回修正出席率

前田 吉基

別紙に掲載しております。

□出席報告

前々回修正出席率

遠方からはるばる
ありがとうござい
ます！

9/19
9/26

92.50％

87.50％

届出有
ＭＵ有会員

河野 藤岡 木佐貫 盛田 福本

9/26
10 月定例理事会

大峯 髙橋 鎌田（博） 小俵
前田 吉原 永野 井福 小坂
外山

ＭＵ無会員
９/１9
要ＭＵ会員
９/26

藤岡 山下 中村（七）
脇丸 林 柳 藤岡 福本

◎今後のプログラム
１０／１７

外部卓話
（スポーツインストラクター 立喰様）
１０／２４
ロータリー財団担当
卓話
１０／３１
特別休会
計
10/3
ﾆｺﾆｺＢＯＸ
11,000
108,000
ｺﾞｰﾙﾄﾞＢＯＸ
2,946
27,915
16,000
96,000
ﾛｰﾀﾘｰ財団
※今月のレート 1$ 80 円
米山奨学会
20,000
96,000
教育振興基金
20,000
80,000
雑誌会報・インターネット・広報委員会
平川 靖三 ・ 吉田
努・棈松 豊治
萩原 和洋 ・ 長友 喜信・岡崎
誠
ロータリー事務局

制作

中原 八重子 氏
サンプラザホテル

□本日のプログラム

最勝寺俊昌 委員長
米山記念奨学会の歴史など
・留学生の生活、サポート
・アジアと平和的な交流の重要性

草水 正義 副委員長
ロータリー歴 ３２年
ロータリーは素晴らしい！！
ロータリーのおかげで自分がいる
出て学び、出て奉仕
なんでも一生懸命する
都城高校を甲子園へ出場させました！！

□SAA 報告

前田 吉基

◎ニコニコ箱◎
高橋 五男･･･中原様、よく西クラブに入会して頂きありがとうございました。
高橋 五男･･･金田 昇 様、遠く福島・白河市からよくメークアップして頂きました。
これからも縁ありましたらお越し下さい。
外山 俊明･･･中原さんの入会を祝して。
小俵
武･･･中原八重子さんの入会お目出とうございます。大歓迎です。少々。
小田 賢一･･･誕生祝いをいただき大変ありがとうございました！還暦プラス２才です！！
小坂泰一郎･･･中原八重子さん、御入会おめでとうございます。これからの御活躍を期待します。
小坂泰一郎･･･本日のガバナー月信の５ページ～７ページに福島キッズ in 鹿児島・宮崎の実施報告が
載っています。福島の２８名の小学生が大変有意義な体験をされました。一読して下さい。
柳
顕彰･･･誕生祝いありがとうございます！！ ３２歳になります❤
中原八重子･･･入会ありがとうございます。
◎ロータリー財団◎
草水 正義 ・ 長友 喜信
◎米山記念奨学会◎
三坂 昭一･･･米山記念奨学会へお願いします。
草水 正義 ・ 長友 喜信
◎教育振興基金◎
三坂 昭一･･･教育振興基金へお願いします。
草水 正義･･･教育振興基金へ。

都城西 RC 第１回例会の週報です。

