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君が代 ・ 奉仕の理想

◎都城ＲＣ
◎都城北ＲＣ
◎都城中央ＲＣ

なし
樋口 正義 氏
なし

ゲスト紹介

□会長の時間

なし

大峯 学

いよいよ 12 月、 慌ただしくなって参りま
した。
前例会の中座お許し下さい。
“自殺予防”の内
容については、CD でしっかり勉強致します。
永野委員長ありがとうございました。
昨日、中村七郎さんの“古希のお祝い”が盛
大に行われました。たくさんの方々のご出席の
中、始終笑いの渦で、私には今まで経験のない、
大変たのしい七郎さんブランドらしいお祝い
で気分上々でした。そして 七郎さんのお礼の
お言葉。
私が、先の会長の時間で当年度のクラブテー
マ“健康”をタバコ・深酒・夜ふかしでぶっこ
わそうとしている方がおられますーその方が
中村七郎さんです。とこの会長の時間で話しま
したが－このことを取りあげられて、強力な
“笑いの効果”で長生きして “私をみとって
やる”とおっしゃいました。私より長生きする
ーという宣言であります。あの大勢の方々の前
でーこれは私にとっては“宣戦布告”以外の何
ものでもありません。

今 七郎さんの出身校 明治大学は人気 NO.
１ 勢いも NO.１ 全国で一番志願者数の多
い大学になりました。
また、先日日曜日の大学ラグビーでは、早明
戦１００戦目の記念試合でも 早稲田に勝っ
て優勝！(実に悔しいかぎりです。) まあ今年
はノーサイド来年も在る事だしと思いきや
今年来年どころか、どちらか死ぬまでの“宣戦
布告”なのであります。こうなると私が七郎さ
んをみとるか？ 七郎さんにみとられるか？
どちらか死ぬまで 正々堂々と戦っていかな
ければなりません。息の永い“持久戦”であり
ます。
“七郎さんの笑い”は強力ですが私も負けずに
笑いに挑みます。
帰りの車の中で このことを思い起しまし
た。暫くして、胸が“ジーン”と熱くなって参
りました。
七郎さん “宣戦布告”まことにありがとう
ございます。明日から ジムトレーニングには
ますます熱が入ります。そして今年のお歳暮に
は 一番強いタバコを贈らせて頂きます。
正に “健康テーマ”の物語になってしまい
ました。
再度御礼申し上げます。

□幹事報告

髙橋 五男

○ ガバナー事務所…
＊ロータリー世界平和フォーラムのご案内
２５・ ５／１７（金）１８（土）
広島国際会議場
＊ガバナー月信 １２月号
○ ロータリーの友 １２月号
○ 大迫ガバナーエレクト事務所…
2013-14 宮崎西部分区
ガバナー補佐 木佐貫鐵蔵会員
就任承諾

□委員会報告
フェローシップ委員会

丸山 照明 委員長

★誕生祝い ～ 別紙に掲載しております
★年末家族会・委員会の案内
『４ＲＣ合同新年例会への御協力を
お願いします』
社会奉仕委員会

永野修一郎 委員長

★赤い羽根協同募金の御協力を
ありがとうございました。
別紙にて掲載しております。

□クラブ報告事項
○ 本日 12/5（水）親睦委員会 18:30～
中山荘
□本日のプログラム
○ 12/12（水）例会は年次総会になります。
○ 12/26（水）年末家族会 18:30～
中山荘
○ 12/26（水）１月定例理事会
年末家族会前
17:45～ 中山荘
別紙にて掲載しております。
■地区関連 その他
○ 地区ロータリー研修会…12/9（日）
13:00～16:00 メインホテル４Ｆ

□SAA 報告

別紙にて掲載しております。

□出席報告
会員数
出免数

４８名
7名

出席数
出席率

33 名
80.40％

前々回修正出席率
前回修正出席率

届出有
届出無
ＭＵ有会員

11/21
11/28

87.81％
90.24％

鳥集 林 船木 中村（静） 山下
福本
柳 盛田

11/2９
12 月定例理事会

大峯 高橋 外山 鎌田（博）
木佐貫 小俵 吉原 永野 井福
小坂 丸山

11/29

鳥集

都城中央

ＭＵ無会員
11/２１
要ＭＵ会員
11/２８

前田 吉基

中原 柳 藤岡 山下 盛田
藤岡 福本 中村（静） 柳

◎今後のプログラム
１２／１２
年次総会・上期事業報告①
１２／１９
上期事業報告②
１２／２６
年末家族会
例会 18:30～ 懇親会 19:00～

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

12/5
16,000

計
186,000

3,114
44,192
0
135,000
※今月のレート 1$ 80 円
0
126,000
0
110,000

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

おめでとう
ございます！！

大峯
学 会長
吉原 信幸 会員
徳重 幸男 会員
※ご欠席～四季 勝 会員

□本日のプログラム

中原 八重子 会員
＊
＊
＊
＊
＊

昭和３２年生まれ、４人兄弟です。
娘が一緒に仕事をしています。 ３１歳独身です。よろしくお願いします。
とてもユニークな父でしたが、惜しくも昨年亡くなりました。
４年前にサンプラザホテルの代表者となり、経営に尽力しております。
当ホテルには、居酒屋レストラン・インターネットカフェ・女性専用の
岩盤浴があります。また、夏はビアガーデンも営業しております。どうぞご利用下さい。

丸山 照明 会員
＊ 昨日の中村 七郎 会員の古希祝いは大変素晴らしい
パーティでした。それぞれのスピーチが素晴らしく感動しました。
＊ 先日、アレンジトラベルの企画で大分の耶馬渓に夫婦で旅行に
行きました。九州道の人吉でトンネル内の事故があり、２時間
待たされました。後方にＪＲのバスがあり、トイレを借りました。
＊ 久しぶりに都城中央ＲＣの例会にメークアップに行きました。
大変ユニークな例会でした。
＊ ホテルの宴会部門では、忘年会で忙しくさせてもらってます。
大変ありがとうございます。牟田町も賑わうよう協力していきたいと思います。
＊ おせち料理もあります。

□SAA 報告

前田 吉基

◎ニコニコ箱◎
大峯
学･･･＊八重ちゃん、頑張りましょうネ。お仕事もロータリーも。
＊キャサリン丸山さん、お話ありがとうございました。
外山 俊明･･･中原さん・丸山さん、本日は卓話ありがとうございます。
中村 七郎･･･昨日、小生の古希祝いに沢山の方がご参列賜り 有難うございました。
吉原 信幸･･･誕生祝い頂きました。ありがとうございます。
今夜から大学バレー全国大会に娘の応援に行ってきます。
小坂泰一郎･･･中原 八重子さん、可愛らしい声❤で素晴らしい卓話ありがとう
ございました。
永野修一郎･･･赤い羽根にご協力ありがとうございました。

赤い羽根共同募金

合計金額 \19,487 でした。

皆様のご協力 ありがとうございました！！

いよいよ 12 月、 慌ただしくなって参りました。
前例会の中座お許し下さい。
“自殺予防”の内容については、CD でしっかり勉強致します。
永野委員長ありがとうございました。

昨日、中村七郎さんの“古希のお祝い”が盛大に行われました。たくさんの方々のご出席の
中、始終笑いの渦で、私には今まで経験のない、大変たのしい七郎さんブランドらしいお祝い
で気分上々でした。そして 七郎さんのお礼のお言葉。
私が、先の会長の時間で当年度のクラブテーマ“健康”をタバコ・深酒・夜ふかしでぶっこ
わそうとしている方がおられますーその方が中村七郎さんです。とこの会長の時間で話しまし
たが－このことを取りあげられて、強力な“笑いの効果”で長生きして “私をみとってやる”
とおっしゃいました。私より長生きするーという宣言であります。あの大勢の方々の前でーこ
れは私にとっては“宣戦布告”以外の何ものでもありません。

今 七郎さんの出身校 明治大学は人気 NO.１ 勢いも NO.１ 全国で一番志願者数の多
い大学になりました。
また、先日日曜日の大学ラグビーでは、早明戦１００戦目の記念試合でも 早稲田に勝って
優勝！(実に悔しいかぎりです。) まあ今年はノーサイド来年も在る事だしと思いきや 今年
来年どころか、どちらか死ぬまでの“宣戦布告”なのであります。こうなると私が七郎さんを
みとるか？ 七郎さんにみとられるか？どちらか死ぬまで 正々堂々と戦っていかなければ
なりません。息の永い“持久戦”であります。
“七郎さんの笑い”は強力ですが私も負けずに笑いに挑みます。
帰りの車の中で このことを思い起しました。
暫くして、胸が“ジーン”と熱くなって参りました。
七郎さん “宣戦布告”まことにありがとうございます。
明日から ジムトレーニングには ますます熱が入ります。そして今年のお歳暮には 一番強
いタバコを贈らせて頂きます。
正に “健康テーマ”の物語になってしまいました。
再度御礼申し上げます。

