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点鐘
合唱

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
宮崎県立都城西高等学校
和田 龍侑 様

□会長の時間

大峯 学

今回の東蔚山ＲＣへの公式訪問の日程を無
事終えて、全員元気で帰って参りました。先ず
３月 9 日夜 例会場に入りますと、
“ＲＩ加入
３６周年記念及び都城西ＲＣ歓迎例会”と横幕
が大きく掲げてあり 東蔚山ロッテホテル１
Ｆを貸し切っての 大がかりな会場に驚きま
した。地区のガバナー、釜山地区のロータリア
ンの方々も多数参加されておられ、私の訪問の
挨拶の場面ではさすがに足が震えて緊張いた
しました。
この記念・歓迎例会の私の挨拶文の中に 両
クラブ姉妹締結２０周年時のナザレ園への電
気マッサージ機寄贈事業での東蔚山ＲＣへの
感謝の辞に触れたことで
東蔚山ＲＣからの提案で、翌日の午後の慶州
観光の計画は 全て変更して ナザレ園への
訪問ということになりました。－予想もしなか
った展開です。

バス車内で、ナザレ園への訪問時の寄附の話を
突然切り出され、こういう状況時での配慮が足
らなかった自分に情けなくなりました。あわて
て萩原さんと井福国際奉仕委員長に相談いた
しました。この件については東蔚山ＲＣ側は前
もって準備されていた様で 東蔚山ＲＣより
５０万ウオンの寄付を示されました。突然の話
ではありましたが 同行の会員の皆さんに御
協力を頂き 5 万円の寄附をすることに致しま
した。
ナザレ園では 宋 美虎園長先生の丁寧な説
明を受けた後、現在入居中のおばちゃん達との
面会となり、おひとりお一人の手を握り挨拶い
たしました。涙声でのあいさつになってしまい
ました。それでも昔の唱歌には元気で応じてお
られました。中におひとり痴呆のおばちゃんが
居られ、桃太郎の歌になると 両手を前に伸ば
して 思い出したようにリズムをとられる姿
は今も脳裏に焼きついております。
残り少ないそして 苦しみ多い人生を過ご
して来られた方々のお幸せを ただただ祈り
ながら、園をあとにしまし
た。 今回の東蔚山ＲＣへの公式訪問に於きま
しては 東ウルサンＲＣの会員の方々 そし
て当クラブの会員の方々の御協力と御理解に
重ねて心から厚く御礼もうしあげます。誠にあ
りがとうございました。最後に 両クラブの交
流は、ＲＣ活動技法も含めて お互い心と技を
磨き合い、お互いの発展を祝い 友情と交流の
末永い存続はロータリーの目指す理念に適う
ものだと深く感じております。

□幹事報告

髙橋 五男

○ 都城中央ＲＣ…＊例会場変更
3/28（木）
19:00～20:00
＊観桜会の為
○ ガバナー事務所…＊地区女性会員活性化小委
員会 「東日本被災地訪問のご案内」
25.5/13（月）～5/15（水） 最大 30 名
＊地区ロータリー財団委員会 2012-13 年度
補助金管理の手引き書・ＤＶＤ
＊地区慶弔規定報告
○ 日向ＲＣ…ＩＭ 記録誌
○ 串間ＲＣ…ライラ登録料訂正について
○ 米山梅吉記念館…賛助会員登録のお願い
○ 薬物乱用防止指導員都城地区協議会事務局…
薬物乱用防止指導員講演実績調査お願い
○ 「カンボジア竹と風の学校」支援者の皆様へ
安斉 恭夫校長 ミエルダイさん
ロアッツ君再来日の歓迎会のご案内
25.4/13（土）19:00～ 中町ワイン食堂
□クラブ報告事
○ 3/27（水）４月定例理事会
１１：００
中山荘

□本日のプログラム

東蔚山 RC 訪問報告
別紙に掲載しております。

□SAA 報告

前田 吉基

◎ニコニコ箱◎
河中
功･･･誕生日が来るのがあまり嬉しく
ありません。
最勝寺俊昌･･･誕生祝い有難うございました。自
分でも自分の年に驚いています。
外山 俊明･･･今日は、末吉中学校の卒業式でし
た。息子も無事義務教育を終えま
した。
小坂泰一郎･･･3/16 みらいちゃんへの募金活
動 ご協力 よろしく よろしく
よろしく お願いします。
小坂泰一郎･･･２部にわたったバースディ祝
ありがとうございました。
■地区関連 その他
船木 修一･･･アニハセヨ！ ウルサンに行っ
＊ライラ開催
宮崎西部・南部分区
4/21（日）
てきました。楽しかった！！
都井岬「岬の駅」串間ＲＣ
池田誠至朗･･･誕生祝い もらいました。
上田やよい･･･東蔚山ロータリーに行って参り
ました。良い勉強させて頂きまし
た。楽しかったです。
□出席報告
河野 一治･･･誕生祝いをいただき有難うござ
会員数
４６名
いました。
出免数
５名
林
俊行･･･２年間どうもありがとうござい
出席数
334 名
ました。昨日は、お忙しい中送別
出席率
82.90％
会お集まり頂き重ねて御礼申し
前々回修正出席率
2/27
92.60％
上げます。皆様のご健勝とご発展
前回修正出席率
3/6
87.81％
林 藤岡 福本 草水
届出有
を心より祈念しております。あり
中村（静） 柳 盛田
届出無
がとうございました。
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東蔚山 RC 訪問

ＭＵ無会員
2/27
要ＭＵ会員
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徳重
木佐貫 髙橋

◎今後のプログラム
３／２７
IA 委員会 担当

木佐貫 髙橋

ﾆｺﾆｺＢＯＸ
大峯 井福 外山 鳥集 船木
吉田 萩原 小坂 中山 上田
中原 柳 林
林 中村（静） 福本 柳 盛田

□委員会報告 別紙に掲載しております。

外部卓話

『メイク・ア・ウィッシュ』について
計
3/13
18,000
272,000

3,922
70,927
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
0
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

□委員会報告

河中
功
最勝寺俊昌
小坂泰一郎
池田誠至朗
河野 一治

会員
会員
会員
会員
会員

６ヶ年

平川 靖三 会員

※ フェローシップ委員会 丸山 照明 委員長
観桜会（4/3）出欠をお願いします。

※ 新生代奉仕委員会
小坂泰一郎 委員長
みらいちゃんを救う共同募金へご協力お願いします。

※ インターアクト委員会 山下 直哉 委員長
ペットボトルのキャップ回収ご協力ありがとうございました。

□教育振興基金奨学生からお礼の挨拶
教育振興基金 奨学生

和田 龍侑 君（都城西高）
＊大学に進路が決まりました。
＊奨学金のおかげで塾に行くこともでき、無事
に卒業することができました。
＊将来は消防士を目指して専門的な勉強に励み
たいと思います。

□本日のプログラム

東蔚山 RC 訪問報告
◆各会員へお礼のコメント◆
・吉田
努 会員・・・運転お疲れ様でした。
・外山 俊明 会員・・・体を張って交流していただきました。
・鳥集 寿一 会員・・・
『肝臓の解毒力』が素晴らしかったですね。
・萩原 和洋会員・・・色々なアドバイス ありがとう
ございました。
・上田やよい 会員・・・マッコリ美人 素敵でした。
・船木 修一 会員・・・児童教育論 聞かせていただきました。
・小坂泰一郎 会員・・・夜の街に誘ってくださいました。
・井福 博文 会員・・・国際委員長、ご苦労様でした。
・中山 忠彦 会員・・・個性の強い会員の取りまとめ
ご苦労様でした。

◆鳥集 寿一 会員
＊ナザレ園訪問について
・とても立派な施設でして、現代グループ、日本財団から
の支援がある様です。
・涙が溢れて仕方がなかったです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

『みらいちゃん心臓移植』募金活動
3/16（土）イオンショッピングセンターにて
少年野球チーム
・明道スポーツ
・中郷野球
・今町ファイターズ
沖水小学校 ５年２組
大浦先生 他クラス一同

ご協力 ありがとうございました！！

皆様から頂きました募金額
274,423 円 を贈呈致しました。
心温まる募金をたくさんいただき誠にあり
がとうございました。

