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点鐘
合唱

為参加できず、計１２名で行って参ります。
（前
回向こうからは２７名来訪されています。
）

奉仕の理想

ゲスト及びビジター紹介
◎都城ＲＣ
なし
◎都城北ＲＣ
樋口 正義 氏
◎都城中央ＲＣ
なし
ゲスト
宮崎県立都城農業高等学校
鵜戸 皇太朗 様
鹿児島県立財部高等学校
満重 義和 様

□会長の時間

大峯 学

いよいよ 春めいて参ります。来週には最
低気温１０℃位、最高気温２０℃位と予報され
ています。本日の体調・気分いかがでしょう
か？
3 月は“自殺対策強化月間”です。先週の自
殺防止の“ゲートキーパー研修セミナー”受講
の方々 お疲れ様でした。
日本は世界で 2 番目 宮崎県は国内でワー
スト その中でも都城市は県平均を超え 週
に約一人の自殺者が出ています。

今後の相互交流の日程案等を協議して参り
たいと思います。皆さんのテーブルに配布して
おります計画表は 一年以上も前から 萩原
さんが練り上げたもので、井福国際委員長・理
事会のもとで まとめ上げた案です。
両クラブの創立・締結記念行事の日程を考慮
したものでもあります。目をお通し下さい。御
意見があられましたらお知らせ下さい。
私は２０１１年度木佐貫会長時 国際奉仕
委員長として東蔚山 RC とのマッチンググラン
ト事業に取組みました。
―しかし その時までは この両クラブの
交流そのものを本音を云いますと 国際奉仕
ではなく唯の飲み喰いの親善親睦だけではな
いかと思いつづけておりました。それも入会後
１０年以上もです。
ですから 東蔚山 RC からのマッチンググラ
ントの提案-すなわち蔚山地区へ児童福祉車輌
を寄贈するという計画で 私共のクラブから
5000 ドル日本円にして４１万円を拠出する
という内容にはどうしても納得がいかない事
業だったのです。気のりしていませんでした。
仕方なく書類づくりを進めました。－がある日
のこと 当時の会長長友先輩との会話の中に
ナザレ園の話がひょっこりと出て来たのです。
ナザレ園とは一体なんだろう？？？

ナザレ園とは 終戦後朝鮮半島に取り残さ
今週の土曜日から 3 日間東蔚山 RC の公 れた日本人女性を援助する施設で 当時の強
式訪問となっております。木佐貫副会長 高橋 い反日思想の為 日本人であることを隠して
幹事はそれぞれガバナー補佐・PETＳ研修の
施設に身を寄せ韓国人 金龍成さん達

この施設に身を寄せ韓国人の金龍成さん達 □出席報告
の支援で百数十名を帰国させたが今でも国内 会員数
に身寄りのない方々が数十名いて養老院とし 出免数
て残っている。－というものでした。
出席数

４7 名
6名
31 名
75.60％

出席率

このナザレ園を訪問した時は長友会長と同
行の諸氏は やせ細った小さい体の年老いた
方々を見て涙が止まらなかったーということ
です。
そこで、
このナザレ園に電気マッサージ機を
寄贈しようという話を東蔚山 RC に持ちかけ
ますと 快く資金の協力を承諾頂いた－とい
ういきさつーを知り 私は このマッチング
グラント計画の成功へ真剣に取り組み始めた
のでした。

前々回修正出席率
前回修正出席率

87.81％
92.60％

吉田 上田 徳重 林 中村（静）
山下 鳥集 盛田
福本 柳

届出有
届出無
ＭＵ有会員
2/27
３月定例理事会

3/5

2/20
2/27

都城北

大峯 髙橋 外山 木佐貫 小俵
前田 永野 井福 小坂 山下
丸山 平川
草水
中原 中村（静）福本 盛田 柳

ＭＵ無会員
2/20
要ＭＵ会員
2/27

私は今回の訪問でも このナザレ園への事
中原 柳 林
業マッサージ機寄贈事業に於いての、東蔚山
RC の暖かい温情には 再度しっかりとお礼
□委員会報告
を述べて参りたいと考えております。
★フェローシップ委員会 丸山 照明 委員長
これらの経緯を若い会員の方々は 何卒御
『３月誕生祝い』 （報告のみ）
認識、
御理解下さいます様宜しくお願い致しま
す。
★新世代奉仕委員会
小坂泰一郎 委員長
『みらいちゃんを救う募金活動について』

□本日のプログラム
□幹事報告
○
○
○
○

髙橋 五男

オクトン…2013 カタログ
ガバナー事務所…＊ガバナー月信 ３月号
ロータリーの友 ３月号
鹿児島西南ＲＣ…
第４７回 インターアクト年次大会記録誌

教育振興基金 奨学生 卓話
別紙に掲載しております。

□SAA 報告

前田 吉基

別紙に掲載しております。
□クラブ報告事
○ 3/6（水）４０周年実行委員会 13:30～
例会終了後 例会場にて
■地区関連 その他
＊PETS
3/9（土）受付 13:00
13:30～17:30
3/10（日）9:00～11:40
宮崎観光ホテル
＊ライラ開催
宮崎西部・南部分区 4/21（日）
都井岬「岬の駅」串間ＲＣ

◎今後のプログラム
３／１３
東蔚山ＲＣ訪問 報告
ﾆｺﾆｺＢＯＸ

3/6
1,000

計
254,000

2,031
67,005
0
233,800
ﾛｰﾀﾘｰ財団
※今月のレート 1$ 92 円
米山奨学会
0
177,800
教育振興基金
8,000
145,000
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
ｺﾞｰﾙﾄﾞＢＯＸ

□本日のプログラム

宮崎県立都城農業高等学校
鵜戸 皇太朗 君
・無事就職の内定をいただきました。
・我が家は母子家庭でしたので、奨学金が
大変助かりました。ありがとうございました。

鹿児島県立財部高等学校
満重 義和 君
・専門学校に進路が決まりました。
・これからは、世の中に役立つ機器の製造に
取り組んでいきたいと思います。

永野修一郎 会員 卓話
（教育振興基金 理事）
＊ 今後の教育振興基金の在り方について。
・各クラブの負担金
↓
来年度から見直していきましょうという方向
になっています。
・奨学金の金額は妥当なのか？
・学校によっては辞退者が出る事もある。
・ロータリークラブ 会員との交流、接点。
・奨学生の選考方法について。
※ この内容については、４月２７日にフォーラムを開催する予定です。

外山 俊明 幹事エレクト
＊ 都城市ゲートキーパー養成講座について
・低自殺率日本一：長野県 →
飲酒率の低さが一因かも。
ストレスを家族内の会話で発散。
・ゲートキーパーの役割：直接的に自殺防止の説得を
する事ではなく、予備軍的な人を自殺防止センター
に連絡をしたり、させたりすること。
・昨年は、2,600 件あまりの相談の電話が自殺防止センターにありました。

□ＳＡＡ報告
◎ニコニコ箱◎
藤岡 成学･･･満重君、鵜戸君 卒業おめでとうございます。
◎教育振興基金◎
外山 俊明･･･本日まで公立高校の入試です。息子の無事合格を祈念しまして。
平川 靖三･･･藤岡委員長 ご苦労様です。

都城西ロータリークラブ アーカイブス
創立３０周年記念誌（平成１８年４月２日）より

