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点鐘
合唱

我等の生業

ビジター紹介
◎都城ＲＣ

なし

◎都城北ＲＣ

樋口 正義 氏

◎都城中央ＲＣ

なし

ゲスト紹介

なし

□会長の時間

大峯 学

前回の職場訪問と竹腰ＲＩ会長代理の御訪
問例会に於きまして、職業奉仕委員会の皆さ
ん、そして、各会員の皆さんの御協力で、スム
ーズな進行で終えることができました。まこと
に有難うございました。
消防局隊員のお話の中で、
“釜石の奇跡”を
とり上げられ、
“まさか”より“もしも”の思
いを優先すべきという“危機管理”の考え方は、
私達の日常の生活や会社経営でも大変参考に
なります。
３０回以上の咀嚼の健康管理にも似て―よ
く噛みしめて６０回咀嚼して脳に染み込ませ、
頭を柔らかく即、反応する自分をつくりたいも
のです。
私は、この類の“おとし込み”
、
“こじつけ”
の思考は、職業奉仕の実践を考えるうえで 大
切な手法であると考えています。詳しくは、
“地
区大会報告”で話させて頂きます。
大切な key word をよく咀嚼し、噛み砕き、
噛みしめ、自分の血肉とし、自分的なオリジナ
ルの価値観を構築していきたいと考えていま
す。

さて、11/9～11 地区大会参加１０名の
方々お疲れ様でございました。思うに会長の立
場的にそうかもしれませんが、
“ビックリする
ほど濃縮された内容”でした。
大会テーマの“職業奉仕の理念”についてで
す。レベルの高い鹿児島西ＲＣならではの当年
度テーマ“職業奉仕を強調する”こと。即ち、
ＲＣ全体の土台とも言うべき哲学を理解する
こと。これこそ、アメリカ系奉仕クラブのライ
オンズクラブ等との“違い”を認識することに
なると思います。
入会して１５年以上！ＲＣの“職業奉仕”に
ついての話になると、なんとなく漠然とした、
シャキッとしない、うろうろした、しっくりし
ない―イライラした思い出過ごしてきた様に
思います。しかし、立場上、自分なりにアーサ
ー・フレデリック・シェルドンの資料を読み、
ドラッカーを片手に理解に努め続けています。
今でも、シェルドンとドラッカーは今日の社
会・経済の流れを理解するうえで大変似ている
と思いますし役に立っていると思っています。
次に、受賞のニュースです。ガバナー賞を頂
きました。前回の例会で披露しました当クラブ
活動紹介のパネルが、６４クラブ中３クラブ受
賞のひとつに選ばれました。
内容は、“２５周年少年野球大会”、“インタ
ーアクト手作り新聞”です。平川会員にお願い
したところ、流石です。時間的にも無理かなー
と思っていましたが、手際よく素晴しい出来栄
えのパネルに仕上がっていて大変驚きました。
大変嬉しいことです。この賞は、私たちのクラ
ブの取り組む奉仕活動の有用性、更に方向性を
示す大変内容のある賞だと思います。
○ 平川会員有難うございました。新世代 ・
インターアクトの会員の方々、おめでと
うございます。

○ またこの活動を永年見守って培ってこ
られた、当クラブの会員の方々、おめで
とうございます・

□幹事報告

髙橋 五男

○ ガバナー事務所…
＊ガバナー 月信 １１月号
＊ガバナー月信１１月号 出席率報告の誤り
について訂正とお詫び
＊地区ロータリー研究会開催のご案内
24.12.9（日）13:00～16:00
メインホテル ４F
＊第６回全国ライラ研究会開催のご案内
25.2.9（土）10:00～17:00
グランドプリンスホテル新高輪

ＭＵ無会員
10/31
要ＭＵ会員
11/7

特別休会
最勝寺 永野 中山 藤岡
盛田 中村（七）

□委員会報告
★職業奉仕委員会
吉原 信幸 委員長
職場訪問例会のお礼と報告
『CD が鳴らずに・・・？
たくさんの参加ありがとうございました』
※ 誕生祝い・皆勤賞は別紙に掲載しております。

□本日のプログラム

○ ロータリーの友 １１月号
□クラブ報告事項
○ 11/21（水） 次年度理事役員候補者指名
委員会 １８：３０～ 中山荘
○ 11/29（木） １２月定例理事会
１８：３０～ 中山荘

□SAA 報告

□出席報告
会員数
出免数

４８名
7名

出席数
出席率

27 名
65.85％

前々回修正出席率
前回修正出席率

届出無
ＭＵ有会員
11/9
11/9

10/24
10/31

90.24％
特別休会

池田 草水 最勝寺 外山 永野
中山 萩原 林 藤岡 福本
盛田 三坂 吉元
中村（七）

届出有

地区大会
都城

別紙に掲載しております。

大峯 髙橋
林 河野 萩原

11/10 地区大会

大峯 髙橋 長友 小坂 井福
上田 木佐貫 草水 河野 外山
前田

11/11 地区大会

大峯 高橋

前田 吉基

別紙に掲載しております。

◎今後のプログラム
１１／２１
福本 晃 会員 卓話
１１／２８
『自殺予防について』
都城市役所 福祉課 外部卓話

ﾆｺﾆｺＢＯＸ
ｺﾞｰﾙﾄﾞＢＯＸ

ﾛｰﾀﾘｰ財団
米山奨学会
教育振興基金

11/14
10,000

計
158,000

0
37,496
0
136,000
※今月のレート 1$ 80 円
0
121,000
0
95,000

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

４０年！！

岩橋 辰也 会員

中山 忠彦 会員

吉元 鉄夫 会員

★ご欠席･･･中村 静美 会員、鳥集 寿一会員、池田誠至朗 会員

□本日のプログラム

大峯 学 会長
＊ ライオンズクラブとの差別化を解りやすく言葉にしたい。
＊ １５年でロータリーに約５００万円費やします。
これを１０００万、１５００万にする事が会員としての
目的です。
＊ 職業奉仕という言葉はロータリーの専門用語
＊ 継続的に利益をもたらす顧客をいかにして確保するか。
＊ ガバナー賞の受賞、誇りにおもいます。

高橋 五男 幹事
＊ バルセロナのサクラダ・ファミリア教会で活躍する
彫刻家の 話に感銘を受けました。

井福 博文 会員
＊ 当クラブの出席率は最低ランクでした。
＊ 来年度は是非挽回を！

都城西ＲＣの
『第２５回少年野球大会と
都城西高校 IA 通信』
でガバナー賞を受賞しまし
た！
左が地区大会に展示された
当クラブのパネルです。

受賞パネル

□SAA 報告

賞状

◎ニコニコ箱◎

吉元 鉄夫･･･40 年皆勤賞をいただき感謝の意を表して。
河中
功･･･二度と載る事のないはしご車を経験させていただきました。
小坂泰一郎･･･すばらしいパネルを作っていただいてガバナー賞を受賞することが出来ました。
平川委員長ありがとうございました。
吉田
努･･･昨日行われた中体連軟式野球県大会において、五十市中が優勝しました。
３月に沖縄で行われる九州大会に出場します。
中山 忠彦･･･吉田さん、五十市中県大会優勝おめでとうございます。
又、誕生祝い頂きましてありがとうございます。

都城西クラブアーカイブス

1979 年 ガバナー公式訪問例会

